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１．実施概要 

（１）事業者名：北陸電力株式会社 

（２）事業所名：志賀原子力発電所 

（３）検査実施期間：令和３年１月１日～令和３年３月３１日 

（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所 

野中 則彦 

中野 重友 

城内 忠 

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 

小野 達也 

久光 仁 

検査補助者：志賀原子力規制事務所 

井奥 圭輔 

  

２．運転等の状況 

号機 
出力 

（万 kW) 
検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況 

１号機 54.0 停止中 

２号機 120.6 停止中 

 

３．検査結果 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実

施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関

する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、

事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状

況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第４四半期の結果は、以下のとおりである。 

 

３．１ 検査指摘事項 

指摘事項なし 

 

３．２ 未決事項 

なし 

 

３．３ 検査継続案件 

なし 



令和３年４月報告書（案） 

2 
 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）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) １号機 長期停止中における警報電源等の点検計画 

2) １号機、２号機 換気空調機非常用冷却水系冷凍機の保全計画 

 

（２）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

1) １号機 タービン補機冷却水系ポンプ点検作業 

2) １号機 ランドリ・シャワドレン系配管修繕工事に係る検査作業 

3) １号機 廃棄物処理建屋における換気空調系送風機点検作業 

 

（３）BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

検査対象 

1) １号機 非常用ガス処理系手動起動試験 

2) ２号機 中央制御室換気空調系隔離運転試験及び外気取入運転試験 

 

（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 

検査項目 動作可能性判断及び機能性評価 

検査対象 

1) ２号機 非常用ディーゼル発電設備空気圧縮機（Ｂ系）自動起動試験 

 

（５）BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象 

1) 暴風雪・大雪に対する災害防護対策 

2) １号機、２号機 主要建屋における凍結防止設備の運用 

 

（６）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

1) ２号機 原子炉建屋（管理区域）の消防用設備の設置、点検 

2) ２号機 原子炉建屋非常用ディーゼル発電機（C）制御盤室における仮置き物品
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管理 

 

検査項目 年次検査 

検査対象 

1) 消防訓練の実施状況 

 

（７）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) １号機、２号機 廃棄物処理建屋における区域区分変更 

 

４．２ チーム検査 

(１) BR1070 運転員能力 

  検査項目 運転責任者認定試験の適切性 

  検査対象 

1) 令和元年度第３回 運転責任者認定試験 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）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）１号機 長期停止中における警報電源等の点検計画 

資料名 

・志賀原子力発電所 施設管理要領 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２１１０ 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２１１０ ２０２１年１月７日説明資料 

・志賀１，２号機 プラント長期停止中の保全の考え方 ２０２１年１月１９日 

・志賀１号機 追加点検の点検対象設備選定フロー ２０２１年１月１９日 

・志賀原子力発電所１号機 技術検討書 志賀原子力発電所１号機 第１３回停

止時定検の長期停止に伴う機械設備及び電気・計装設備の追加点検について（２

０２０年度） １９－機保－０１３ ’１９．９．２６ 

・警報電源（番号：Ｂ２１－Ｅ／Ｓ－６０１、型式：ＥＶＳ０５２）取扱い説明書 Ａ３２

－３７－１１１３６９ ２０１１．１１．０７ 

２）１号機、２号機 換気空調機非常用冷却水系冷凍機の保全計画 

資料名 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２２３１ 
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・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２２３１ ２０２１年１月１８日、２０２１年１月２

５日、２０２１年２月１日、２０２１年２月９日説明資料 

・ＨＥＣＷ冷凍機及びギアボックス均圧弁の点検計画について ２０２１年２月９日 

保修部機械保修課 

・志賀原子力発電所第１、２号機 技術検討書 志賀原子力発電所１，２号機 Ｈ

ＮＣＷ冷凍機、ＨＥＣＷ冷凍機及びＳ／Ｂ ＨＮＣＷ冷凍機の点検計画の見直しに

ついて（改訂１） １８－機保－００９ Ｒ１ ２０１９年１１月２７日 

・１号機 保全の有効性評価 １号機 ＨＥＣＷ冷凍機点検計画の見直しについて 

２０１９年４月６日 機械保修課 

・２号機 保全の有効性評価 ２号機 ＨＥＣＷ冷凍機点検計画の見直しについて 

２０１９年４月６日 機械保修課 

・志賀原子力発電所１号機 保全計画 １－１９－Ｍ１－００１ 改定番号０１ 長

期停止期間中におけるＨＥＣＷ冷凍機点検（２０２０年度） 機械保修課 

・志賀原子力発電所２号機 保全計画 ２－１９－Ｍ１－００１ 改定番号０１ 長

期停止期間中におけるＨＥＣＷ冷凍機点検（２０２０年度） 機械保修課 

・志賀原子力発電所 第１号機 ＨＥＣＷ冷凍機 機内弁のメンテナンス方法の見

直しについて ＥＤＳ Ｎｏ７Ｅ－１５－９４８１／ＲＥＶ．０ ２２．６．１８ 機械保修

課 

 

（２）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）１号機 ポンプ等回転機器（タービン補機冷却水系ポンプ）点検 

資料名 

・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 発電設備経常修繕のうち機械

設備経常修繕工事 〈ポンプ等回転機器点検〉 標準作業要領書（改訂１０） 発

行２０２０年９月２９日 

・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所１号機 発電設備経常修繕のうち機械

設備経常修繕工事 〈当該回〉２０２０年度工事要領書（改訂４） 発行２０２０年

１２月１７日 

・作業票（Ｄ票） 1 号機（経常） 作業票番号 1-20-M4-128 件名 【２０２０年度

経常】ポンプ等回転機器点検（Ｐ２２、Ｐ９５） 

・作業指示書 １号機 １月２６日 １号機械経常修繕 ポンプ等回転機器点検（Ｔ

ＣＷポンプＡ） 

・作業指示書 １号機 １月２７日 １u 経常修繕工事 ポンプ等回転機器点検 

・作業標示 作業件名 １号経常修繕工事 ポンプ等回転機器点検 作業期間 

２０２０年４月１日～２０２１年３月２６日 
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・作業標示 作業件名 １号経常修繕工事 ポンプ等回転機器点検 ＴＣＷポンプ

Ｂ 作業期間 ２０２１年１月２７日～１月２９日 

・作業手順ＲＫＹ・ＱＹ活動表 北陸プラントサービス 工事件名 １号機械設備経常

修繕 ’２１年１月２６日 

・作業手順ＲＫＹ・ＱＹ活動表 北陸プラントサービス 工事件名 １u 経常修繕工

事 ’２１年１月２７日 

・潤滑油交換及び運転検査記録（潤滑油タイプ用） 志賀原子力発電所１号機 Ｔ

ＣＷポンプ（Ａ） 検査日２０２１年１月２６日 

・潤滑油交換及び運転検査記録（潤滑油タイプ用） 志賀原子力発電所１号機 Ｔ

ＣＷポンプ（Ｂ） 検査日２０２１年１月２７日 

２）１号機 ランドリ・シャワドレン系配管修繕工事に係る検査作業 

資料名 

・志賀原子力発電所 使用前事業者検査（施設）実施要領 

・志賀原子力発電所１号機 使用前事業者検査 月間計画（２０２１年１月分） ２

０２１年１月２６日 安全・品室保証室 

・志賀原子力発電所１号機 工事施工要領書 ＬＳＤ系配管修繕工事 Ｋ１５－３

５－２００９７５ 改訂番号１ ’２１.1．２５ 

・志賀原子力発電所１号機 試験・検査追加施工要領書 ＬＳＤ系配管修繕工事 

Ｋ１５－３５－２１００３８ 改訂番号１ ’２１.1．２５ 

・志賀原子力発電所１号機 ＬＳＤ系配管修繕工事 ランドリ・シャワ ドレン系配管

修理施工図 ２５Ａ－ＬＳＤ－５２１Ｂ、５２２Ｂ ２０ＭＤ－Ｎ１０６－０１ 改訂１ ２

０２１．１．１８ 

・志賀原子力発電所１号機 ＬＳＤ系配管修繕工事 ランドリ・シャワ ドレン系配管

修理施工図 ２５Ａ－ＬＳＤ－５３０Ｂ、５３１Ｂ ２０ＭＤ－Ｎ１０６－０２ 改訂３ ２

０２１．１．２５ 

・志賀原子力発電所１号機 ＬＳＤ系配管修繕工事 ランドリ・シャワ ドレン系配管

修理施工図 ２５Ａ－ＬＳＤ－５３３Ｂ、５３４Ｂ ２０ＭＤ－Ｎ１０６－０３ 改訂３ ２

０２１．１．２５ 

・志賀原子力発電所第１号機 使用前事業者検査（施設）要領書 検査名：志賀

原子力発電所１号機 ＬＳＤ系配管修繕工事 使用前事業者検査 改訂１ ２０

２１．１．２５ 

・志賀原子力発電所第１号機 使用前事業者検査（施設）成績書 検査名：志賀

原子力発電所１号機 ＬＳＤ系配管修繕工事 使用前事業者検査 ２０２１年２

月 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２２５８ 

３）１号機 廃棄物処理建屋における換気空調系送風機寸動運転 

資料名 
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・志賀原子力発電所 施設管理要領 

・志賀原子力発電所 保守作業手続細則 

・志賀原子力発電所 １号機 設備別運転操作要領（発電所補助関係／換気空

調関係） 第２章 廃棄物処理建屋換気空調系 

・志賀原子力発電所第１号機 廃棄物処理建屋換気空調系ダクト線図 ７Ｎ１Ａ６

００－００４ 

・志賀原子力発電所第２号機 廃棄物処理建屋換気空調系ダクト線図 ３１０ＰＢ

０９－８１１ 

・志賀原子力発電所第１号機 換気空調系 廃棄物処理建屋系統設計仕様書 

・志賀原子力発電所第２号機 換気空調系 系統設計仕様書 

・志賀原子力発電所第２号機 遮へい設計 設置許可申請用線量当量率区分図

（Ｒ／Ｂ、Ｔ／Ｂ、ＲＷ／Ｂ） 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２４７２ 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２４７２ ２０２１年２月２５日、２０２１年３月５

日、２０２１年３月１６日説明資料 

・２０２１年２月２５日（木）１３：１４ リアルタイムトレンド ２uＲｗ／Ｂ 建屋差圧 

・諸規制等連絡票 １－２０－Ｅ－０８９ ２０２１/０２/１６（火） Ｒｅｖ．１ 「【規制

日時変更】ＲＷ／Ｂ ＨＶＡＣ全停に伴う諸規制について」 

・作業日報／予定表 ２０２１年０２月２５日（木）～２０２１年０２月２５日（木） 

・作業日報／予定表 志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物処理作業委託 ２

０２１年２月２４日（水曜日）  

・本日の委託作業予定表 ２０２１年２月２５日（木曜日） 

・志賀原子力発電所放射線管理週報 ２０２１年２月２５日～２０２１年３月３日 

１号機、２号機 

・２０２１／２／２５の１号、２号 ＲＷ／Ｂダスト放射線モニタトレンド ２０２１年３月

１６日 放射線安全課 

 

（３）BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

検査対象 

１）１号機 非常用ガス処理系手動起動試験 

資料名 

・志賀原子力発電所１号機 定例試験操作要領 第１２章 非常用ガス処理系 

１２．１ 非常用ガス処理系手動起動試験 

・諸規制連絡票 １号機 ＳＧＴＳ系運転に伴う規制について（２０２１年１月分）１－

２０－０－０４３ ２０２０／１２／２２（火） 

・志賀原子力発電所１号機 １２．１ 非常用ガス処理系手動起動試験結果 ’２
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１．１．０６ 

２）２号機 中央制御室換気空調系隔離運転試験及び外気取入運転試験 

資料名 

・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領 第２１章 その他 ２１－２ 中

央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験 

・志賀原子力発電所２号機 ２１－２ 中央制御室換気空調系隔離運転及び外

気取入運転試験 結果 ２０２１年１月１４日 

 

（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 

検査項目 動作可能性判断及び機能性評価 

検査対象 

１）２号機 非常用ディーゼル発電設備空気圧縮機（Ｂ系）自動起動試験 

資料名 

・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 始動空気及び吸排気

系 配管計装線図 Ｒ４３－２１０１－０００４ 

・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電

設備 機器設計仕様書 Ｒ４３－Ｃ００１－３００１－０１ 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２１０５ 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２１０５ ２０２１年１月７日説明資料 

・志賀原子力発電所 ２号機定例試験操作要領 第１６章 非常用ディーゼル発

電設備 １６－３非常用ディーゼル発電設備空気圧縮機自動起動試験 ２０２０

年１２月 

・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備空気圧縮機自動起動

試験（Ｂ）系 待機前 結果 ２０２０年１２月２５日 

・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備空気圧縮機自動起動

試験（Ｂ）系 待機前 結果 ２０２０年１２月２８日 

・２０２０年度 第２１回原子力発電保安運営委員会資料 定例試験操作要領の

改訂について ２０２１年１月１４日 

 

（５）BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象 

１）暴風雪・大雪に対する災害防護対策 

資料名 

・志賀原子力発電所 非常災害対策要領 別表－１ 各体制の発令基準と対応

体制 

・パトロール実施結果報告書 ２０２１年１月７日（発電課、機械保修課、電気保修
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課、土木建築課、防災設備管理課、放射線安全課、燃料炉心課、施設防護

課、総務課） 

・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２１６０、２１６４、２１６５、２１６６ 

・志賀原子力発電所 消防管理マニュアル（改定５） ２０１８年６月 別添 構内消

防用水利位置図（グリッドマップ） 

・パトロール実施結果 ２０２１年１月８日 技術課 

・構内除雪状況（１／８現在） 

・志賀原子力発電所 除雪マップ【１／４全体版】（２０１９年１２月２７現在） 

・志賀原子力発電所 大雪除雪体制 

・事務本館・事務別館周辺の歩道類除雪体制（１／８～１／１２） ２０２１年１月８

日ｒｅｖ．０ 技術部技術課 

・１月１０日（日）１７時の発電所構内大雪状況 

・１月１１日（月）１６時現在の状況 

・１月１２日（火）７時現在の状況 

・パトロール実施結果報告書 ２０２１年１月１２日（発電課、機械保修課、電気保

修課、土木建築課、防災設備管理課、放射線安全課、燃料炉心課、施設防護

課、総務課） 

２）１号機、２号機 主要建屋における凍結防止設備の運用 

資料名 

・志賀原子力発電所 季節運用管理手引き 

・志賀原子力発電所 １号機 設備別運転操作要領 第６編 発電所補助関係 

第２０章 凍結防止設備 

・志賀原子力発電所 ２号機 設備別運転操作要領 第６編 発電所補助関係 

第２１章 凍結防止及び凝結防止設備 

・１号機、２号機 ２０２０年度 季節運用管理表 

・志賀１号機 引継日誌 ２０２０年１２月１日火曜日２直Ａ班 

・志賀２号機 引継日誌 ２０２０年１２月６日日曜日２直Ｂ班 

・変更依頼票 １号機作業票 １－２０－Ｅ４－０１３ 凍結防止ヒーター点検 ２０２

０／１１／１１ 

・変更依頼票 ２号機作業票 ２－２０－Ｅ４－００２ 凍結防止ヒーター点検 ２０２

０／１１／１６ 

・ＮＮ－２ Ｈｘ／Ｂ凍結防止ヒーター（２）（３）（４）展開接続図 ＴＶ００８ ７Ｎ１Ｄ３

８２－０２７ 訂正Ｃ ２００２．１０．２２ 

 

（６）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 
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１）２号機 原子炉建屋（管理区域）の消防用設備の設置、点検 

資料名 

・志賀原子力発電所 施設管理要領 

・志賀原子力発電所 第２号機原子炉建屋機器配置図（電力整理番号 A１２-２

００２-９２１０改訂０４） 

・志賀原子力発電所 ２号機原子炉建屋消火器配置図（その８）１７．４．１８消防

本部 

・志賀原子力発電所 ２号機原子炉建屋消火器配置図（その１０）１７．４．１８消

防本部 

・志賀原子力発電所 ２号機 点検基準表（Ｕ４３（機器）ｒｅｖ．１０） 

・志賀原子力発電所２号機 保守管理委託 ２０２１年１月予定表 

・作業日報／予定表 ２０２１年０１月２０日（水）～２０２１年０１月２０日（水） 【２

号０３０４】消火器点検 

・作業日報／予定表 ２０２１年０１月２５日（月）～２０２１年０１月２５日（月） 【２

号０３０４】屋内消火栓設備点検 

・消火器（外観）検査記録 志賀原子力発電所２号機 ２０２１年１月２０日～２０２

１年３月３日 

・屋内消火栓（消火栓箱）検査記録 志賀原子力発電所２号機 ２０２１年１月２５

日～２０２１年２月１日 

２）２号機 原子炉建屋非常用ディーゼル発電機（C）制御盤室における仮置き物品管

理 

資料名 

・志賀原子力発電所 施設管理要領 

・志賀原子力発電所 仮置物品配置細則 

・志賀原子力発電所 持込み可燃物管理細則 

・コンデションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２４３９ 

・コンデションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．２０－２４３９ ２０２１年２月２４日、２０２１年３月１

０日、２０２１年３月１９日 ２０２１年３月２５日説明資料 

・現場写真 

・仮置物品配置細則 改訂内容の説明会 ２０２０年８月２８日 志賀原子力発電

所 保修部保修計画課 

 

検査項目 年次検査 

検査対象 

１）消防訓練の実施状況 

資料名 

・志賀原子力発電所 初期消火対応要領 
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・志賀原子力発電所 初期消火対応細則 

・志賀原子力発電所 火災発生時における公設消防隊緊急入域細則 

・志賀原子力発電所における消防活動に関する協定（抜粋版）平成１５年２月１８

日 

・２０２０年度 消防教育訓練計画表（’２０．５．２５） 

・２０１９年度 火災防護活動における弱み及び２０２０年度火災防護改善活動（改

訂１） 

・２０２０年度 消防総合訓練及び公設消防連携訓練実施要領（２０２０年１１月） 

・消防資機材確認表（１０月点検分） 

・消防訓練実施報告書 報告２０２０年１２月１６日 

 

（７）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）１号機、２号機 廃棄物処理建屋における区域区分変更 

資料名 

・志賀原子力発電所 区域管理要領 

・志賀原子力発電所 第１号機 液体・固体廃棄物処理系 系統設計仕様書 Ｗ

Ｄ－１５－０００２ 

・志賀原子力発電所 第２号機 液体・固体廃棄物処理系 系統設計仕様書 Ｗ

Ｄ－５４－３００１ 

・管理区域内区域区分変更通知書 放射線安全課長 ２１．１．１２ ２１．１．２１ 

２１．１．２８ ２１．２．－２ ２１．２．－４ 

・志賀１号機運転員教育資料（２／２） ４３．廃棄物処理系 

・２号機 原子炉水 放射能濃度（合計） ２０２１年３月４日 放射線安全課 

・配管線量評価（QAD－CGGP２R により評価） ２０２１年３月４日 放射線安全課 

・系統の放射能濃度【２号機】 原子炉の状態：【運転中】 平成２２年１１月２５日 

 

５．２ チーム検査 

(１) BO1070 運転員能力 

検査項目 運転責任者認定試験の適切性 

検査対象 

１）令和元年度第３回 運転責任者認定試験 

資料名 

・令和元年度第３回 運転責任者筆記試験問題 

・令和元年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関するこ

と） 
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・令和元年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書 

・令和元年度第３回 運転責任者講習レポート課題 

・令和元年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR） 


