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１．実施概要 

（１）事業者名：北海道電力株式会社 

（２）事業所名：泊発電所 

（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：泊原子力規制事務所 

稲垣 隆二 

野澤 俊也 

津田 宜孝 

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：泊原子力規制事務所 

柿崎 雄司 

丸田 文之 

 

２．運転等の状況 

 

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 

 

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 57.9 停止中 

２号機 57.9 停止中 

３号機 91.2 停止中 
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４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）ＢＭ1040 ヒートシンク性能 

検査項目 ヒートシンク性能 

検査対象 

１） １号機原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替え作業 

 

（２）ＢＭ0060 保全の有効性評価 

検査項目 保全の有効性 

検査対象 

１） １号機追加保全に伴う保全の有効性評価 

 

（３）ＢＭ0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

１） ろ過水タンク付属防雪設備の設計管理 

 

（４）ＢＭ0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１） １号機プロセスモニタ点検工事 機能・性能検査 

 

（５）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Ｂディーゼル発電機負荷試験 

２） ２号機Ｂディーゼル発電機起動試験 

３） ３号機Ｂディーゼル発電機負荷試験 

４）１号機Ａディーゼル発電機起動試験 

 

（６）ＢＯ1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１） ３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系の系統構成 

 

（７）ＢＥ0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 
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検査対象 

１）１号機管理区域における持込み可燃物、消防設備 

 

検査項目 年次検査 

検査対象 

１） ３号機中央制御室火災発生時の対応訓練 

２）専属消防隊消防自動車操作訓練 

 

（８）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 

１）緊急作業要員に対する実技訓練 

 

（９）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）防災資機材の準備 

 

（１０）ＢＥ0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１） 地震発生時における当直の即応能力の維持 

２） １号機原子炉補機冷却水系統／原子炉補機冷却海水系統の支持構造物の

耐震健全性検査 

 

（１１）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号機管理区域から物品搬出時の物品管理モニター故障時の対応 

２） １号機追加保全作業実施時の線量管理 

３） 放射性廃棄物減容業務 

 

（１２）ＢＲ0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象 

１） 固体廃棄物保管庫における搬入に伴う管理 
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（１３）ＢＱ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１）ヒューマンエラーの傾向  

 

（１４）ＢＱ0040 安全実績指標の検証 

検査項目 安全実績指標の検証 

検査対象 

１）１～３号機２０２０年度第３四半期の安全実績指標（ＰＩ） 

 

４．２ 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 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）ＢＭ1040 ヒートシンク性能 

検査項目 ヒートシンク性能 

検査対象 

１）１号機原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替え作業 

資料名 

・２０２０年度日常保守点検工事のうち定例外保守作業【機械保修課】工事要領

書（２０２０年１１月１６日） 

・泊発電所１号機使用前事業者検査要領書 原子炉補機冷却設備 材料検

査、寸法検査（ＨＴ１－２０２０－構－１） 

・泊発電所１号機使用前事業者検査成績書 原子炉補機冷却設備 材料検

査、寸法検査（ＨＴ１－２０２０－構－１） 

・１号機中間点検（追７）Ｃ－原子炉補機冷却水冷却器拡管記録（２０２１年２月

１６日） 

 

（２）ＢＭ0060 保全の有効性評価 

検査項目 施設管理目標の監視及び評価 

検査対象 

１）１号機追加保全に伴う保全の有効性評価 

資料名 
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・方針書泊１号機特別な保全計画に係る実績等の確認および評価結果について

（令和２年９月末時点）（２０２１年１月２１日、方－２０－０５９） 

・保全評価シート①（TMA－３）２０－補機－Ｅ０００１ 

・保全評価シート①（TMA－３）２０－制２－Ｅ０００４ 

・情報管理メモ①２０２０－補機－００１６ 

・不適合報告書①２０－１２０ 

・点検計画表（ＴＭＰ－２Ｓ）－１号機－泊発電所機械保修課補機グループ 

・点検計画表（ＴＭＰ－２Ｓ）（泊発電所１号機 現場計器（１次系）） 

・工事要領書（泊発電所１号ユニット定期保安工事のうち付属設備中間点検（追

７）工事（機械設備） 

・工事仕様書（泊発電所１号ユニット定期保安工事のうち付属設備中間点検（追

７）工事（制御設備）） 

 

（３）ＢＭ0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

１）ろ過水タンク付属防雪設備の設計管理 

資料名 

・泊発電所設計管理要領 

・設計変更方針書泊発電所屋外タンク付属配管敷設工事について（Ｒ１）（仮設防

雪小屋の設置について）２０２０年８月２６日 

・設計（変更）方針書レビュー記録２０２０年８月２０日 

 

（４）ＢＭ01１0 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）１号機プロセスモニタ点検工事 機能・性能検査 

資料名 

・泊発電所１号機使用前事業者検査要領書（ＨＴ１－２０２０－機－２、２０２１年

１月２１日（改正０）） 

・機能・性能検査（校正検査）記録（気体系プロセスモニタ（プラスチックシンチレーショ

ン検出器））２０２１年２月１日 

 

（５）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Ｂディーゼル発電機負荷試験 
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資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編１号機 

２） ２号機Ｂディーゼル発電機起動試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編２号機 

３）３号機Ｂディーゼル発電機負荷試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編３号機 

４）１号機Ａディーゼル発電機起動試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編１号機 

 

（６）ＢＯ1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１） ３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系の系統構成 

資料名 

・泊発電所３号使用済燃料ピット水浄化冷却系統図 

 

（７）ＢＥ0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）１号機管理区域における持込み可燃物、消防設備 

資料名 

・泊発電所防火管理マニュアル 

・防火パトロール チェックシート（様式－１１） 

 

検査項目 年次検査 

検査対象 

１）３号機中央制御室火災発生時の対応訓練 

資料名 

・泊発電所初期消火対応要則 

・中央制御室火災発生時対応手順 

・泊発電所消防業務委託｛運営課｝工事要領書（２０２０年１１月１１日） 

２）専属消防隊消防自動車操作訓練 

資料名 

・安全作業指示書消防委託業務（２０２１年３月２４日） 
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・泊発電所消防業務委託教育訓練計画及び実施要領書（H３１年度）｛運営課｝

業務報告書 添付資料４力量評価シート（2020 年３月３１日） 

・【２０２０年度】消防車両の点検計画・実績管理表 

 

（８）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 

１）緊急作業要員に対する実技訓練 

資料名 

・緊急作業特別教育実技訓練テキスト（２０２０年１０月６日） 

 

（９）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）防災資機材の準備 

資料名 

・原災法に基づく防災資機材立入り検査スケジュール（２０２１年１月２２日） 

・防災資機材に係る調査票（総括） 

 

（１０）ＢＥ0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１） 地震発生時における当直の即応能力の維持 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅳ緊急処置編３号機（改正８）地震 

・保安教育実施報告書（反復教育（運転員））２０２０年４月９日 

・中越沖地震対応訓練（訓練シナリオ３ＨＴＳ） 

・１号シミュレータ訓練計画書（作成２０２１年２月２日） 

・泊発電所運転要領 Ⅸ緊急処置編１号機（改正２６）地震・津波（地震） 

・泊発電所運転要領 Ⅸ緊急処置編１号機（改正２６）単独運転 

２）１号機原子炉補機冷却水系統／原子炉補機冷却海水系統の支持構造物の耐

震健全性検査 

資料名 

・泊発電所１号機第１７保全サイクル事業者検査（自主検査）要領書【追加保全

（追６サイクル）】（耐震健全性検査ＨＴ１－１０２） 

・泊発電所１号機第１７保全サイクル事業者検査（自主検査）要領書【追加保全

（追６サイクル）】（構造健全性検査ＨＴ１－１０３） 
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・泊発電所１号機第１７保全サイクル事業者検査（自主検査）成績書【追加保全

（追６サイクル）】（耐震健全性検査ＨＴ１－１０２） 

・泊発電所１号機第１７保全サイクル事業者検査（自主検査）成績書【追加保全

（追６サイクル）】（構造健全性検査ＨＴ１－１０３） 

 

（１１）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号機管理区域から物品搬出時の物品管理モニター故障時の対応 

資料名 

・管理区域物品搬出記録２０２１年１月８日分 

・放射線計測器保守業務日報２０２１年１月８日 

２） １号機追加保全作業実施時の線量管理 

資料名 

・放管会議議事録（２０２０年度第３回泊発電所放射線管理会議） 

・管理区域立入申請書・放射線管理計画書 追７）１号機現場計器他点検工事

（２０２１年１月１３日 北海道パワーエンジニアリング（株）） 

・放射線管理要領書 追７）１号機現場計器他点検工事（２０２１年１月１３日 

北海道パワーエンジニアリング（株）） 

・泊発電所１／２／３号ユニット定期保安工事のうち付属設備点検工事１次系現

場計器点検工事 標準要領書 （２０２０年１２月１５日 北海道パワーエンジニア

リング株式会社） 

３）放射性廃棄物減容業務 

資料名 

・委託仕様書放射性廃棄物減容業務（２０２０年８月５日） 

・放射線管理記録２０２１年３月３日 No３６ 

 

（１２）ＢＲ0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象 

１）固体廃棄物保管庫における搬入に伴う管理 

資料名 

・固体廃棄物管理システム（貯蔵保管状況表示） 

・放射性廃棄物ドラム缶保管運搬配列表（ＷＤ／Ｂ→ＳＷＤＳ／Ｂ、２０２１年１月

６日） 

・放射性固体廃棄物運搬記録（ＳＷＤＳ／Ｂ）２０２１年１月６日 

・放射線サーベイ記録２０２１年１月６日 
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・放射性固体廃棄物運搬遵守事項等チェックシート（容器）２０２１年１月６日 

・固体廃棄物貯蔵庫保管実績表２０２１年１月６日 

 

（１３）ＢＱ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１）ヒューマンエラーの傾向 

資料名 

・２０２０年度第３四半期ＣＲの集積分析結果 

 

（１４）ＢＱ0040 安全実績指標の検証 

検査項目 安全実績指標の検証 

検査対象 

１）１～３号機泊発電所 ２０２０年度第３四半期の安全実績指標（ＰＩ） 

資料名 

・ＰＩ確認・改善会議資料２０２０年度第３四半期（２０２１年２月４日） 

・泊発電所安全実績指標の報告について（令和２年度第３四半期） 

・原子力規制検査において活用する安全実績指標（ＰＩ）に関するガイドライン（原子

力エネルギー協議会 ２０１９年６月） 

 

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） 

・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） 

 


