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１．実施概要 

（１）事業者名： 日本原子力発電株式会社 

（２）施設名： 東海発電所及び東海第二発電所 

（３）検査実施期間： 令和元年７月１日～令和元年９月３０日 

（４）検査実施者： 東海・大洗原子力規制事務所 

橋野 早博 

権田 純虎 

阿部 利扶 

木村 淳一 

 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

 

３．運転等の状況 

３．１ 東海発電所 

号機 出力(万 kW) 検査期間中の運転又は廃止措置状況 

－ １６．６ 

廃止措置中（平成１３年１２月４日～） 

使用済燃料貯蔵設備からの燃料取出完了日：平成１３年６月

２１日 

 

３．２ 東海第２発電所 

号機 出力(万 kW) 検査期間中の運転又は廃止措置状況 

－ １１０．０ 停止中(平成２３年３月１１日～) 

 

 

４． 検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、

原子力検査官の原子力施設内巡視等により確認したリスク情報等を考慮して検査対象を選

定し検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内規準、記録類の確認、

事業者への聞き取り等により事業者の活動状況を確認した。 

検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページ

（https://www.nsr.go.jp/data/000273488.pdf）（暫定版）に掲載されている。 

第２四半期は、以下のとおり検査を実施した。 
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４．１ 日常検査 

４．１．１ 東海発電所（廃止措置中） 

(1) 検査ガイド ＢＭ０１１０作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 解体工事（オイルタンクファーム内タンク等撤去工事）の実施状況 

 

(2) 検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護 

検査項目 自然災害 

検査対象 外部電源喪失時の対応状況及び代替ＡＣ電源の準備状況 

 

(3) 検査ガイド ＢＥ００２０火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 東海発電所における初期消火設備の配備状況 

 

(4) 検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

検査対象 放射性固体廃棄物（鉄箱・ドラム缶等）内部確認作業 

 

(5) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象 放射性固体廃棄物（鉄箱・ドラム缶等）内部確認作業 

 

 

４．１．２ 東海第二発電所 

(1) 検査ガイド BM０１００設計管理 

検査項目 設計管理手順 

検査対象 フィルターベント設備設置工事に係る付帯設備の設計確認 

 

(2) 検査ガイド BO１０４０可用性判断及び性能評価 

検査項目 標準検査 

検査対象 非常用ディーゼル発電機２Ｄ機能維持・長期保管運転に係る周辺機器の作

動状況 

 

(3) 検査ガイド BE００１０自然災害防護 

検査項目 自然災害 

検査対象 外部電源及び代替ＡＣ電源システムの準備状況 
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(4) 検査ガイド BE００４０緊急時対応組織の維持 

検査項目 緊急時対応組織の維持 

検査対象 緊急時対応の教育・訓練状況 

 

(5) 検査ガイド BE００５０緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

検査対象 緊急時対応のマニュアル等の準備状況 

 

(6) 検査ガイド BE００９０地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 使用済燃料乾式貯蔵建屋における乾式貯蔵容器の地震防護 

 

(7) 検査ガイド BE０１００津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象 海水ポンプエリア及びディーゼル発電機エリアの津波防護 

 

(8) 検査ガイド BQ００１０品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 通常検査 

検査対象 日々のＣＡＰ会議の運営、是正処置及び水平展開を含む不適合管理の状

況 

 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

 

５．検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

指摘事項なし 

 

５．２ 未決定事案 

該当なし 

 

５．３ 未決定事案継続案件 

該当なし 

 

６．確認資料 
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６．１ 日常検査 

６．１．１ 東海発電所（廃止措置中） 

(1) 検査ガイド ＢＭ０１１０作業管理 

検査項目 作業管理 

資料名 

・ 廃止措置工事計画策定要領 第１７次改正 

・ 各建屋附帯設備等解体撤去工事の内オイルタンクファーム内タンク等撤去工事 工事

計画書 平成３１年３月２７日承認 

・ 廃止措置工事管理要領 第２２次改正 

・ 調達管理要項 第４２次改正 

・ 工事等仕様書（各建屋附帯設備等解体撤去工事の内オイルタンクファーム内タンク等

撤去工事） ２０１９年４月２５日決裁 

・ 工事要領書（件名 東海発電所 各建屋附帯設備等解体撤去工事の内オイルタンク

ファーム内タンク等撤去工事） ２０１９年７月１１日確認 

・ 廃止措置工程管理要領 第１２次改正 

・ 東海発電所 各建屋附帯設備等解体撤去工事の内オイルタンクファーム内タンク等撤

去工事 ３週間工程表〔第５回〕 ２０１９年８月１日確認 

・ 作業管理チェックシート（工事件名 各建屋附帯設備等解体撤去工事の内オイルタン

クファーム内タンク等撤去工事） ２０１９年７月１６日～８月２日実績 

 

(2) 検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護 

検査項目 自然災害 

資料名 

・ 巡視手順書（原子施設保安規定第４条、第１４条及び廃止措置管理業務要項に

基づく手順書）（タービン建屋及び屋外編） 第６１次改正 

・ 東海発電所巡視表（保安規定第１４条廃止措置中の巡視及び第４０条保守管理

計画に基づく巡視） ２０１９年７月２３日 

・ 点検計画（設備名称：電気設備（６６ｋＶ非常用変電所）） 第２７次改正 

・ 工事報告書（非常用変電所設備点検工事） ２０１９年７月１７日 

・ 汎用ディ－ゼル発電機自動起動確認記録 ２０１９年度４月～７月分 

・ 日本原子力発電株式会社東海発電所に関する運用申合書 平成１５年２月１４日 

・ 日本原子力発電株式会社東海発電所運用申合書に基づく実施細目 平成１５年２

月１４日 

・ 原子炉施設運転手順書（故障時編） 第４９次改正 

・ 東海発電所 施設管理メモ 平成２９年４月１９日 
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(3) 検査ガイド ＢＥ００２０火災防護 

検査項目 四半期検査 

資料名 

・ 火災防護要領 第２次改正 

・ 防火管理要領 第７次改正 

・ ２０１９年度 東海・東海第二発電所 防火計画 

・ 屋内消火栓設備点検票 ２０１９年２月２１日点検実施 

・ 屋外消火栓設備点検票 ２０１９年２月２１日点検実施 

・ 不活性ガス（二酸化炭素）消火設備点検票 平成３１年２月８日点検 

・ 東海発電所消火器員数表 ２０１９年４月２７日 

 

(4) 検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

資料名 

・ 区域管理手順書 第４１次改正 

・ 東海発電所 汚染管理区域内区域区分変更書 ２０１９年５月２０日 

・ 放射線作業管理記録（ドラム缶等内部確認作業） ２０１９年５月１６日、５月２０日 

・ 放射線作業管理要領 第１５次改正 

・ 作業要領書（ドラム缶等内部確認作業） ２０１９年３月２８日発行 

・ ＲＷＰ（Radiation Work Procedure）（ドラム缶等内部確認作業） ２０１９年３月１９日 

・ 物品管理手順書 第３３次改正 

・ 物品搬出票（測定器番号ＫＨＭ－１）Ｎｏ．１１ ２０１９年５月２１日 

・ 放射線管理責任者専任届 ２０１９年４月１日 

 

(5) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

・ 廃止措置固体廃棄物管理基準 第４８次改正 

・ 放射性固体廃棄物の移動管理手順書 第２０次改定 

・ 東海第二発電所 固体廃棄物搬出及び処理記録 ２０１９年５月２０日搬出 

・ 放射性固体廃棄物の管理区域外運搬確認時記録 ２０１９年５月２０日運搬 

・ 固体廃棄物（不燃）保管及び処理依頼書 ２０１９年５月２７日管理番号変更 

・ 鉄箱内部確認記録 ２０１９年５月２１日 



 

8 
 

・ 東海発電所 放射性固体廃棄物の管理区域外運搬確認時記録 ２０１９年６月３

日運搬 

・ 委託等仕様書（ドラム缶等内部確認作業） ２０１９年２月２１日 

・ 作業要領書（ドラム缶等内部確認作業） ２０１９年３月２８日発行 

 

 

６．１．２ 東海第二発電所 

(1) 検査ガイド BM０１００設計管理 

検査項目 設計管理手順 

資料名 

・ Engineering Document：フィルターベント設備設置工事（その２）（平成３０年４月） 

・ 設計図書レビュー･検証記録：フィルターベント設備設置工事（その２）（平成３０年５月） 

・ 工事等仕様書：東海第二発電所 原子炉格納容器フィルターベント格納槽設置他工 

事（基本仕様書）（平成３０年１２月） 

   ・ 委託仕様書：東海第二発電所 原子炉格納容器フィルターベント格納槽等に係わる 

構造検討（設計変更）（平成２７年３月） 

   ・ 設計検証記録（調達文書の検証）：東海第二発電所 原子炉格納容器フィルターベン 

ト格納槽設置工事（平成３１年３月） 

   ・ 原子炉格納容器フィルターベント格納槽設置工事他１件のうち原子炉格納容器フィル 

ターベント格納槽設置工事の手続きの実施について（平成３１年３月） 

   ・ 決裁書：東海第二発電所 原子炉格納容器フィルターベント格納槽設置工事他１件 

の工期変更及び先行工事分の実施について（平成３１年３月） 

   ・ 概要説明書：東海第二発電所 原子炉格納容器フィルターベント格納槽設置工事 

（平成３１年３月） 

   ・ 地盤改良全体設計平面図 

   ・ 地盤改良全体設計断面図 

 

(2) 検査ガイド BO１０４０可用性判断及び性能評価 

検査項目 標準検査 

資料名 

・ 定例試験手順書：非常用ディーゼル発電機 第２８５次改正 

・ P&ID：非常用ディーゼル発電機２Ｃ及び海水ポンプ系 第１１次改正 

・ 非常用ディーゼル発電機２Ｃ系 機能維持確認試験記録（２０１９年８月１５日） 

 

(3) 検査ガイド BE００１０自然災害防護 
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検査項目 自然災害 

資料名 

・ 災害対策要領 第２７次改正 

・ 津波対策要領 第１１次改正 

・ 故障時運転手順書 第１１２次改正 

・ 非常時運転手順書 第９５次改正 

 

(4) 検査ガイド BE００４０緊急時対応組織の維持 

検査項目 緊急時対応組織の維持 

資料名 

・ 災害対策要領 第２７次改正 

・ 災害対策要領に基づく要員の教育要領 

・ 原子炉施設保安教育手順書 第４３次改正 

・ 災害対策本部要員の構成及び当務者・代務者一覧表（令和元年６月２８日） 

・ 東海第二発電所副原子力防災管理者及び原子力防災管理者の代行順位（令和元

年６月２７日） 

・ ２０１９年度 緊急時対応に係る訓練計画 とりまとめ表 

 

(5) 検査ガイド BE００５０緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

資料名 

・ 東海第二発電所原子炉施設保安規定 第１１０条、第１１５条、第１１６条 

・ 原子力災害対策業務要項 第５次改正 

・ 災害対策要領 第２７次改正 

・ 津波対策要領 第１１次改正 

・ 非常時運転手順書 第９５次改正 

・ 非常時運転手順書 II 第３１次改正 

・ 非常時運転手順書 III 第１９次改正 

・ フェーズ I アクシデントマネジメントガイド 第１１次改正 

・ フェーズ II アクシデントマネジメントガイド 第９次改正 

・ アクシデントマネジメント 故障機器復旧手順ガイドライン 第９次改正 

 

(6) 検査ガイド BE００９０地震防護 

検査項目 地震防護 
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資料名 

・ 東海第二発電所原子炉施設保安規定 第１７条、第７６条、第７７条、第７８条 

・ 災害対策要領 第２７次改正 

・ 地震後における発電所の保安確認基準（運営管理室） 第３５次改正 

・ 地震発生時点検取扱書（発電室） 第４３次改正 

・ 地震時点検マニュアル（保修室） 第１１次改正 

・ 地震時点検マニュアル（土木建築室） 令和元年６月２８日制定 

・ 原子力発電施設の重要度分類基準 第２１次改正 

・ 地震発生時の発電所点検マニュアル（安全管理室） 第１１次改正 

・ 東海第二発電所 地震後の保安確認措置結果票（２０１９．３．２、２０１８．１２．１

２、２０１１．３．１１） 

 

(7) 検査ガイド BE０１００津波防護 

検査項目 津波防護 

資料名 

・ 東海第二発電所原子炉施設保安規定 第７４次改正 

・ 運転管理業務要項 第４１次改正 

・ 津波対策要領 第１１次改正 

・ ２１０９年度 業務計画及び訓練計画について（「２０１９年度 東海第二発電所 津

波対策要領に基づく訓練計画」） 

・ 東海第二発電所 緊急安全対策の実施状況について（平成２６年８月） 

 

(8) 検査ガイド BQ００１０品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 通常検査 

資料名 

・ＣＡＰ会議議事録（毎日） 

・不適合管理票（都度） 

・コンディションレポート スクリーニング結果（都度） 

 

 

６．２ チーム検査 

    なし 


