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１．実施概要 

（１）事業者名： 四国電力株式会社 

（２）施設名： 伊方発電所 

（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： 伊方原子力規制事務所 

村上 恒夫 

石口 孝治 

中野 弘幸 

新田 博美 

反町 幸之助 

原田 智 

原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門  

片岸 信一 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

３．運転等の状況 

号機 出力(万 kW) 検査期間中の運転又は廃止措置状況 

１号機 ５６．６ 

廃止措置中（平成２９年６月２８日～） 

炉心燃料取出完了日（平成２５年２月１０日） 

使用済燃料貯蔵設備からの燃料取出完了（予定）日（令和８年

度まで） 

２号機 ５６．６ 停止中(平成２４年１月１３日～) 

３号機 ８９．０ 運転中(平成３０年１１月２８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。 

 

４．１ 日常検査 

(1) 検査ガイド ＢＭ１０４０ヒートシンク性能 
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 検査項目 ヒートシンク性能 

検査対象 1) ディーゼル発電機負荷試験時における吸気管吸気温度上昇対策の確

認  

2) １号機 使用済燃料ピット冷却器（Ｂ号機）の点検結果の確認 

3) ３号機 原子炉補機冷却水冷却器（Ｄ号機）の点検結果の確認 

 

(2) 検査ガイド ＢＭ００６０保全の有効性評価 

 検査項目 保全の有効性評価 

検査対象 1) ３号機 保全活動管理指標の確認 

2) ３号機 保全の有効性評価結果の確認（第１４回定検の点検結果に基

づく保全の有効性評価） 

3) ３号機 保全の有効性評価結果（第１３保全サイクル）の保全計画への

反映状況の確認 

 

(3) 検査ガイド ＢＭ０１００設計管理 

 検査項目 設計管理 

検査対象 1) ３号機 主タービン監視計器盤取替 

2) ３号機 密封油脱気装置の設置 

 

(4) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験 

 検査項目 サーベイランス試験 

検査対象 1) ２号機 アニュラス排気ファン起動試験 

2) ２号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験 

3) ３号機 制御棒駆動装置動作試験(その１） 

4) ３号機 電動補助給水ポンプ定期運転 

5) ３号機 代替格納容器スプレイポンプ定期運転 

6) ３号機 タービン動補助給水ポンプ定期運転 

7) ３号機 余熱除去ポンプ定期運転 

8) ３号機 高圧注入ポンプ定期運転 

9) ３号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験 

10) ３号機 制御棒駆動装置動作試験(その２） 

11) ３号機 タービン各弁ステムフリーテスト 

12) ３号機 格納容器給排気ファン起動試験 

13) ３号機 安全補機室排気ファン及び冷却ファン起動試験 

14) ３号機 原子炉補機冷却水ポンプ定期切換 
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(5) 検査ガイド ＢＯ１０２０設備の系統構成 

 検査項目 設備の系統構成 

検査対象 1) ３号機 タービン動補助給水ポンプ待機状態 

2) ３号機 電動補助給水ポンプ待機状態 

3) ３号機 制御用空気圧縮設備運転状態及び待機状態 

 

(6) 検査ガイド ＢＯ１０４０可用性判断及び性能評価 

 検査項目 可用性判断及び性能評価 

検査対象 1) ３号機 安全注入系統弁開閉試験の開閉時間 

2) ３号機 １次冷却材及び蒸気発生器器内水の水質管理 

3) ３号機 格納容器スプレイポンプサーベランス用ライン切替弁操作不能 

4) ３号機 原子炉トリップ回路ロジック検査遮断器開放時間 

5) ３号機 ほう酸タンクヒータ取替 

 

(7) 検査ガイド ＢＯ００６０燃料体管理(運搬・貯蔵) 

 検査項目 燃料体管理(運搬・貯蔵) 

検査対象 1) 使用済燃料構内輸送（１号機から３号機）１４バッチ 

2) 使用済燃料構内輸送（１号機から３号機）１６バッチ 

3) 使用済燃料構内輸送（１号機から３号機）１７バッチ 

 

(8) 検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護 

 検査項目 自然災害防護 

検査対象 1) 自然災害時の関連部署との連携 

2) 差し迫る悪天候（台風）に対する準備状況 

 

(9) 検査ガイド ＢＥ００２０火災防護 

 検査項目 火災防護 

検査対象 1) 消防自動車操作訓練（火点：１号機Ｃ／Ｖ２６ｍ再循環ファン１Ｃ前） 

2) 消防自動車操作訓練（火点：１，２号事務別館 地下１階電気室（電

機火災）） 

 

(10) 検査ガイド ＢＥ００３０内部溢水防護 

 検査項目 内部溢水防護 

検査対象 1) ３号機 よう素除去薬品タンク出口第１弁及び第２弁、可搬型代替冷却

水ポンプ、可搬型直流電源装置切替盤の溢水時対応 

 

(11) 検査ガイド ＢＥ００４０緊急時対応組織の維持 
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 検査項目 緊急時対応組織の維持 

検査対象 1) 招集模擬訓練の実施状況 

 

(12) 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 1) 緊急時対策所（ＥＬ．３２ｍ）の保全活動の実施状況 

 

(13) 検査ガイド ＢＥ００６０重大事故等対応要員の能力維持 

 検査項目 重大事故等対応要員の能力維持 

検査対象 1) 発電所災害対策要員の成立性確認訓練および維持訓練 

2) 運転員の成立性確認訓練および維持訓練 

3) 緊急時対応要員の成立性確認訓練に関する記録確認 

4) 火山影響等発生時の非常用ディーゼル発電機への火山灰フィルタの取

付、エレメントの取替え・清掃訓練 

 

(14) 検査ガイド ＢＥ００８０重大事故等対応訓練のシナリオ 

 検査項目 重大事故等対応訓練のシナリオ 

検査対象 1) ３号機 現場シーケンス訓練シナリオの評価 

 

(15) 検査ガイド ＢＥ００９０地震防護 

 検査項目 地震防護 

検査対象 1) ３号機 主蒸気管（Ａ）及び主給水管（Ａ）の配管支持構造物 

 

(16) 検査ガイド ＢＥ０１００津波防護 

 検査項目 津波防護 

検査対象 1) ３号機 海面監視カメラ設置状況確認 

 

(17) 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 1) ３号機 線量当量率等測定業務の実施状況 

 

(18) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物の管理 

 検査項目 放射性固体廃棄物の管理 

検査対象 1) ２号機 アスファルト固化装置によるアスファルト固化体の運転状況 

2) ３号機 セメント固化装置によるドラミング作業 

3) ３号機 使用済燃料ピット冷却器（Ｃ号機）の伝熱板の取扱い 
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(19) 検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ） 

 検査項目 品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ） 

検査対象 1) スクリーニング会議陪席 

2) 是正処置実施状況レビュー会議陪席 

3) 予防処置検討会陪席 

4) ヒューマンファクター検討会議陪席 

5) 品質保証運営委員会陪席 

6) 安全運営委員会陪席 

7) 不適合の傾向分析 

 

(20) 検査ガイド ＢＱ００４０パフォーマンス指標の検証 

 検査項目 パフォーマンス指標の検証 

検査対象 1) 安全実績指標の検証 

 

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 

 

５．４ 品質マネジメントシステムの運用（PI＆R）年次検査結果 

該当なし 

 

６．確認資料 

６．１ 日常検査 

(1) 検査ガイド ＢＭ１０４０ヒートシンク性能 

 検査項目 ヒートシンク性能 

資料名 

・運転定期点検内規 

・操作手順書（Ｄ／Ｇ－３Ａ，Ｂ 海水系統フロースイング） 
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・操作手順書（Ｄ／Ｇ－２Ａ 海水系統フロースイング） 

・操作手順書（Ｄ／Ｇ－２Ｂ 海水系統フロースイング） 

・隔離操作票（２ｕ Ｄ／Ｇ－Ａ 海水系統フロースイング） 

・隔離操作票（２ｕ Ｄ／Ｇ－Ｂ 海水系統フロースイング） 

・保全通知 プラント管理情報 ２ｕＤ／Ｇ２Ａ，Ｂ空気冷却器海水管フロースイング 

・第２回 施設定期検査 事業者自主検査（廃止措置段階）要領書（Ｉ１Ｈ廃－３） 

・第２回 施設定期検査 事業者自主検査（廃止措置段階）成績書（Ｉ１Ｈ廃－３） 

・四国電力（株）殿 伊方発電所１号機 第２８回定期点検工事 熱交換器点検工

事 工事報告書 

・第１４保全サイクル 定期事業者検査要領書（Ｉ３－９１） 

・第１４保全サイクル 定期事業者検査成績書（Ｉ３－９１） 

・四国電力（株）殿 伊方発電所３号機 第１４回定期点検工事 熱交換器点検工

事 工事報告書 

 

(2) 検査ガイド ＢＭ００６０保全の有効性評価 

 検査項目 保全の有効性評価 

資料名 

・保全計画総合評価会 議事録 

・指標監視定期評価報告書 

・指標監視四半期報告書 

・指標監視・評価記録 

・保守内規 

・保守内規 細則－１０保全活動管理指標の設定および監視に係わる運用細則 

・保全データおよび保全活動管理指標による評価マニュアル 

・施設定期検査申請内容の変更について 

・保全周期概要（海水ポンプ３Ａ電動機点検） 

・保全周期概要（海水ポンプ３Ｂ電動機点検） 

・保全周期概要（海水ポンプ３Ｃ電動機点検） 

・保全周期概要（海水ポンプ３Ｄ電動機点検） 

・保全周期概要（ＣＣＷＨＸ３Ａ海水出口配管内面点検） 

・保全周期概要（海水供給母管３Ａ内面点検） 

・保全周期概要（空調用冷凍機３Ａ点検） 

・保全周期概要（空調用冷凍機３Ｂ点検） 

・保全周期概要（空調用冷凍機３Ｃ点検） 

・保全周期概要（空調用冷凍機３Ｄ点検） 

・Ｎｏ．８－１ 海水ポンプ３Ａ～３Ｄ電動機油脂分析結果 

・Ｎｏ．８－２ 海水ポンプ電動機潤滑油の酸化防止剤残存率評価 
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・保全通知（ＣＣＷクーラー１Ａ海水入口配管からの漏えい） 

・伊方発電所第１号機 非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管および原子炉補

機冷却用海水配管からの漏えいについて（平成２２年７月発生分） 

 

(3) 検査ガイド ＢＭ０１００設計管理 

 検査項目 設計管理 

資料名 

・設備変更連絡書Ｂ票（周知用） 

・保全通知 ３ｕ主タービン監視計器盤取替工事 

・設備工事計画説明書 

・伊方発電所第３号機 主タービン監視計器盤取替工事 購入仕様書 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所第３号機 主タービン監視計器 仕様書 

・伊方発電所第３号機 主タービン監視計器盤取替工事 工事仕様書 

・伊方発電所 第３号機 コメント処理票 

・主タービン監視計器盤３号（ＭＴＭ）配電盤外形図 

・配電盤内部図（主タービン監視計器盤） 

・御契約仕様書 貴伊方発電所３号機 交換油脱気装置設置 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所３号機 交換油脱気装置 御説明資料 

・技術（回答）書 四国電力株式会社殿 伊方発電所３号機 第１４回定検密封油

装置交換油脱気装置設置 ご質問に対する回答 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所３号機 発電機密封油脱気装置 基本仕様書 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所３号機 密封油装置交換油脱気装置設置 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所３号機 密封油装置交換油脱気装置設置（配

電盤組立図） 

・四電エンジニアリング株式会社殿 四国電力株式会社 伊方発電所第３号機 ２次

系コントロールセンタ容量検討書（密封油装置交換油脱気装置設置） 

・保全通知 ３ｕ密封油装置交換油脱気装置設置に伴う変更 

・伊方発電所第３号機 密封油装置交換油脱気装置設置 購入仕様書 

 

(4) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験 

 検査項目 サーベイランス試験 

資料名 

・運転予定表 

・運転定期点検内規 

・系統図 

・運転記録記載マニュアル 
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(5) 検査ガイド ＢＯ１０２０設備の系統構成 

 検査項目 設備の系統構成 

資料名 

・系統図 

・所内単線結線図 

・主単線結線全体図 

 

(6) 検査ガイド ＢＯ１０４０可用性判断及び性能評価 

 検査項目 可用性判断及び性能評価 

資料名 

・定期点検チェックシート ＩＲ３－５０５安全注入系統弁開閉試験 

・運転定期点検内規 

・系統図 

・弁類構造図集 

・統合型保修管理システム 

・伊方発電所３号機 原子炉トリップ回路ロジック検査手順書 

・伊方発電所３号機 原子炉トリップ回路ロジック検査成績書 

・伊方３号炉 安全評価補足説明資料（運転時の異常な過渡変化、事故） 

・四国電力株式会社殿 伊方発電所 第３号機 第１４回 計装設備定期点検 工

事記録（Ⅰ） 

・四国電力株式会社 伊方発電所第３号機 第１４保全サイクル 定期事業者検査

成績書（制御棒駆動系機能検査） 

・伊方発電所 ３号炉 水質測定日報 

・発電日誌 

・主単線結線全体図 

・所内単線結線図 

・３Ｃ１，３Ｃ２パワーセンタ回路 

・３Ｄ１，３Ｄ２パワーセンタ回路 

・原子炉コントロールセンタ３Ｃ１，３Ｃ２単線結線図 

・原子炉コントロールセンタ３Ｄ１，３Ｄ２単線結線図 

・ヒートトレース設備単線結線図（Ａ系統） 

・ヒートトレース設備単線結線図（Ｂ系統） 

 

(7) 検査ガイド ＢＯ００６０燃料体管理(運搬・貯蔵) 

 検査項目 燃料体管理(運搬・貯蔵) 

資料名 

・四国電力（株）伊方発電所１号機 使用済燃料構内移送作業 標準作業要領書 
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・四国電力（株）伊方発電所 第１３回 使用済燃料構内移送作業 工事計画書 

・放射線計測等点検報告書（定期） 細則－３ 電離箱サーベイメータ 

・放射線計測等点検報告書（定期） 中性子サーベイメータ 

・検査実施体制表 

・労働安全衛生法による免許証 

 

(8) 検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護 

 検査項目 自然災害防護 

資料名 

・系統運用指針 

・自然災害対応内規 

・故障・事故処理内規（全般編） 

・１，２号機 台風対策チェックシート 

・３号機 台風対策チェックシート 

・防災課から予備体制発令に伴う屋外飛散防止等対策の確認依頼メール 

 

(9) 検査ガイド ＢＥ００２０火災防護 

 検査項目 火災防護 

資料名 

・消防自動車操作訓練計画 

 

(10) 検査ガイド ＢＥ００３０内部溢水防護 

 検査項目 内部溢水防護 

資料名 

・伊方発電所溢水対応内規 

・溢水対応管理マニュアル 

・伊方３号機工事計画に係る説明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち浸

水防護設備） 

・伊方３号機内部溢水の影響評価について 

・評価項目毎の評価対象区画 

・耐震性に関する説明書 

・可搬型直流電源装置切換盤３号外形図 

 

(11) 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 

・業務決定 Ｈ３０年度（２回目）招集模擬訓練計画 
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・業務決定 Ｈ３０年度（２回目）招集模擬訓練報告 

・業務決定 ２０１９年度（１回目）招集模擬訓練計画 

・業務決定 ２０１９年度（１回目）招集模擬訓練報告 

・緊急時対応要員（四電）当番予定表 

・緊急時対応要員（協力会社）当番予定表 

・防災管理者／広報当番予定表 

・宅直要員／3 号原子炉主任技術者 当番予定表 

・宅直要員（水源確保班）２０１９年ＧＷ時の体制 

・宅直要員（配管接続班）２０１９年ＧＷ時の体制 

 

(12) 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 

・伊方発電所 貫通部点検計画 

・貫通部確認チェックシート 

・機械設備貫通部確認チェックシート 

・３－１４定検 貫通部シール調査について 

・耐震健全性検査計画 

・伊方発電所 土木建築設備保守マニュアル 

・四国電力株式会社伊方発電所第３号機 適合性確認検査成績書 

・建築設備定期点検報告書（Ｈ３０年度） 

・四国電力（株）伊方発電所第３号機第１４回定検 制御盤設備 工事記録 

・四国電力株式会社 伊方発電所第３号機 第１４保全サイクル 定期事業者検査

要領書 

・四国電力株式会社 伊方発電所第３号機 第１４保全サイクル 定期事業者検査

成績書 

・四国電力（株）伊方発電所第３号機第１４回定期点検タービン発電機 定期点検

工事 その他（ＳＡＤＢ機器点検 他） 工事報告書 

・四国電力（株）伊方発電所第３号機第１４回定検 水中照明灯他その他機器 工

事記録 

 

(13) 検査ガイド ＢＥ００６０重大事故等対応要員の能力維持 

 検査項目 重大事故等対応要員の能力維持 

資料名 

・緊急時対応教育訓練マニュアル（共通編） 

・伊方発電所 重大事故等および大規模損壊対応教育訓練マニュアル 

・故障・事故処理内規 
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・運転操作マニュアル  

・系統図 

・重大事故等対策における個別操作訓練実施報告書（維持訓練） 

・重大事故等対策における個別操作訓練実施報告書（成立性確認訓練） 

・訓練記録（技術的能力に係る成立性訓練） 

 

(14) 検査ガイド ＢＥ００８０重大事故等対応訓練のシナリオ 

 検査項目 重大事故等対応訓練のシナリオ 

資料名 

・伊方発電所３号機現場シーケンス訓練実施計画書（案） 

 

(15) 検査ガイド ＢＥ００９０地震防護 

 検査項目 地震防護 

資料名 

・適合性確認検査要領書（ＳＩＮ３－１－２２０１） 

・適合性確認検査成績書（ＳＩＮ３－１－２２０１） 

・適合性確認検査の計画及び要領書の作成要領 

 

(16) 検査ガイド ＢＥ０１００津波防護 

 検査項目 津波防護 

資料名 

・適合性確認検査要領書（ＳＩＮ３－基－０４１９） 

・適合性確認検査成績書（ＳＩＮ３－基－０４１９） 

・伊方発電所 第３号機 常設計装設備耐震補強工事 工事記録Ⅰ 

・伊方発電所 第３号機 海面監視カメラ架台 据付要領図 

・伊方発電所 第３号機 使用済燃料ピット・海面監視カメラ装置 展開接続図 

・伊方発電所 第３号機 使用済燃料ピット・海面監視カメラシステム機能分離工事 

工事記録Ⅰ 

・伊方発電所 第３号機 計装設備にかかる使用前検査を踏まえた重大事故等対処

設備健全性確認工事 工事記録Ⅰ（その６） 

・「ＳＩＮ３－基－０４１９」検査に係る判定基準について 

 

(17) 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 

・「伊方発電所における放射線管理および化学管理業務委託」作業要領書 【Ｒ０

４】管理区域内線量当量等測定業務 
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・３号機 管理区域内詳細線量当量率等測定結果（原子炉補助建屋） （外部放

射線に係る線量当量率） 

 

(18) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物の管理 

 検査項目 放射性固体廃棄物の管理 

資料名 

・伊方発電所２号機 アスファルト固化装置運転業務 月間予定表 

・伊方発電所 アスファルト固化装置運転日誌 

・アスファルト固化装置化学分析データ及びタンク収支 

・アスファルト固化装置作業報告書 

・四国電力（株）伊方発電所第３号機 第－回定検 使用済燃料ピット冷却器３Ｃ

分解点検工事 工事報告書 

・保全指図（可燃物等保管管理） 

・伊方発電所 セメント固化装置運転委託業務月間作業予定表  

・伊方発電所３号機 セメント固化装置運転工程 

・伊方発電所 セメント固化装置運転委託業務月間作業報告書 

 

(19) 検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ） 

 検査項目 品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ） 

資料名 

・統合型保修管理システム 

 

(20) 検査ガイド ＢＱ００４０パフォーマンス指標の検証 

 検査項目 パフォーマンス指標の検証 

資料名 

・現場シーケンス訓練実施報告（Ｈ３０ ＣＶ破損） 

・現場シーケンス訓練実施報告(Ｈ３０ ＳＢＯ） 

・現場シーケンス訓練実施報告(２０１９ ＣＶ破損） 

・大規模損壊発生時の技術能力の確認訓練実施結果報告書 

・平成３０年度伊方発電所業務計画実施状況（実績反映） 

・放射性気体廃棄物放出実績（２０１８年度） 

・放射性気体廃棄物放出実績（２０１９年度） 

・伊方発電所３号炉水質測定日報 

・１号機 放射性液体廃棄物処理確認/実績票 

・２号機 放射性液体廃棄物処理確認/実績票 

・３号機 放射性液体廃棄物処理確認/実績票 
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６．２ チーム検査 

なし 

 


