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１．実施概要 

（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社 

（２）事業所名：柏崎刈羽原子力発電所 

（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：柏崎刈羽原子力規制事務所 

渡邉 健一 

黒川 武雄 

百瀬 元善 

前澤 直人 

石井 真一 

            原子力規制部検査グループ専門検査部門 

     上田 洋 

     吉村 直樹 

     平井 隆 

     足立 恭二 

     北村 博史 

     渋谷 徹 

     福富 晋一 

     大江 勇人 

     平沢 淳 

     須貝 実 

     雑賀 康正 

     平川 圭司 

宇野 正登 

    中田 聡 

    森田 憲二 

              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：柏崎刈羽原子力規制事務所 

佐藤 末明 

新通 智 

河村 浩史 

 原子力規制部検査グループ専門検査部門 

阿部 充 
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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 110.0 停止中 

２号機 110.0 停止中 

３号機 110.0 停止中 

４号機 110.0 停止中 

５号機 110.0 停止中 

６号機 135.6 停止中 

７号機 135.6 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 

    検査でパフォーマンスの劣化が確認されたが、検査期間内にその事実関係が十分に確認 

   できなかったために、確認を継続している事案は、以下のとおりである。 

 （１） 

件名 ７号機 蓄電池室（区分Ⅳ）内における火災感知器の不適切

な箇所への設置について 

検査運用ガイド 使用前事業者検査に対する監督（BM0010） 

確認されたパフォ

ーマンス劣化 

蓄電池室（区分Ⅳ）内の天井に据付けられている火災感知器

４台（熱感知器及び煙感知器各２台）のうち、煙感知器１台

が消防法施行規則で規定されている｢感知器は換気口等の

空気吹出し口から 1.5ｍ以上離れた位置に設けること｣を満足
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していないこと。 

確認年月日 令和３年２月 17 日 

 

 （２） 

件名 ７号機 新たに技術基準への適合性が求められる溶接部にお

ける機械試験の未実施について 

検査運用ガイド 使用前事業者検査に対する監督（BM0010） 

確認されたパフォ

ーマンス劣化 

新規制基準施行前に着手した主配管（伸縮継手）について、

施工時、新規制基準の工認審査結果を想定してあらかじめク

ラス２機器として発注した一方で機械試験が実施されないまま

設置されていたこと。 

確認年月日 令和３年１月 27 日 

 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

   検査項目 定期事業者検査 

   検査対象 

１）７号機 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 

 

（２）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）２号機 原子炉補機冷却海水系配管内面ポリエチレンライニング修理作業 

 

（３）BM0110 作業管理 

   検査項目 作業管理 

   検査対象 

１）７号機 使用前事業者検査要領書（Ｋ７－２－０８００６ 改訂０）の検査対象の記載

漏れ 

２）６号機 使用前事業者検査（溶接）の浸透探傷検査状況 

 

（４）BO1020 設備の系統構成 

   検査項目 標準的系統構成 

   検査対象 

１）４号機 復水貯蔵槽水張り後の復水補給水系統復旧 

２）７号機 復水移送ポンプによる代替循環冷却系 
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３）５号機 タービン補機冷却海水系出口側バイパス運転及びタービン補機冷却水系熱交

換器（B）出口配管水抜き作業 

４）６号機 使用済燃料プール冷却浄化系弁の駆動部点検に伴うろ過脱塩装置バイパス

運転 

 

 検査項目 包括的系統構成 

 検査対象 

１）７号機 復水補給水系 

 

（５）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）７号機 水圧制御ユニット蓄圧開放操作における制御棒分離発生 

２）５号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ピストン穴径許容値外れ 

 

（６）BＥ0010 自然災害防護 

 検査項目 自然災害防護 

   検査対象 

１）悪天候に対する準備状況 

 
（７）BE0020 火災防護 

   検査項目 四半期検査 

   検査対象 

１）大湊側消火系全停に伴う対応状況 

２）６、７号機 中央制御室用陽圧化空調機保管・設置場所のピストンダンパ設置状況 

３）７号機 誘導灯及び非常灯の設置状況 

 

（８）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持 

   検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

   検査対象 

１）７号機 重大事故等発生時の対応訓練 

 

（９）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）放射性固体廃棄物ドラム缶の表面のさび、天蓋締め付けバンドのゆるみ 

２）モルタルホッパ攪拌電動機交換後のモルタル充填試運転 
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（１０）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）パフォーマンス向上会議（拡大）の実施状況 

 

（１１）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）2020 年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 

 

４．２ チーム検査 

（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督 

   検査項目 使用前事業者検査（変更工事） 

   検査対象 

 １）７号機 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

２)７号機 原子炉冷却系統施設 

３)７号機 計測制御系統施設 

４)７号機 放射線管理施設 

５)７号機 原子炉格納施設 

６)７号機 その他発電用原子炉の附属施設    

非常用電源設備 

          火災防護設備 

          浸水防護施設 

          補機駆動用燃料設備 

          非常用取水設備   

７)６号機 原子炉冷却系統施設 復水補給水系配管 

８)７号機 新規取得溶接士技能検査 

９)７号機 新たに技術基準への適合性が求められる溶接部についての確認 

 

（２）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 
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（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

検査項目 定期事業者検査 

検査対象 

 １）７号機 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 

  資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 第１０保全サイクル定期事業者検査要領書

（Ｋ７－１０－２１ーＢ－Ｒ改定０） 

・ 柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 第１０保全サイクル定期事業者検査要領書

（Ｋ７－１０－２１ーＢ－Ｒ－１改定０） 

・ 点検長期計画表改訂メモ（７号機 プラント起動に向けた弁追加点検 H26．1．

27） 

・ 点検長期計画表改訂メモ（７号機 B21､E22､E51､G51､P61､T31 系弁点検 

H26．6．25） 

・ 点検計画改訂メモ（７号機 E11､E22､E51､E61､P13､T22 系弁点検 H28．12．2） 

・ 点検計画改訂メモ（E11-MO-F008 バックシート部 PT 指示模様の件（ＳＲ

10349593）に伴う本格点検及び弁ふた交換の追加 2020．9．4） 

 

（２）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）２号機 原子炉補機冷却海水系配管内面ポリエチレンライニング修理作業 

  資料名 

・ 状態報告 ＣＲ１００３６７５３ Ｋ－２ ＲＳＷ配管内面ポリエチレンライニング軽微な

き裂について 

・ 直営業務 ＫＫ－2Ｒ 海水系配管ライニング修理作業 作業要領書  

・ 製品安全データシート ＢＥＬＺＯＮＡ®２２１１（ＭＰ ハイビルド エラストマー）ベース  

・ 製品安全データシート ＢＥＬＺＯＮＡ®２２１１（ＭＰ ハイビルド エラストマー）硬化 

剤 

・ 製品安全データシート ＢＥＬＺＯＮＡ®２９１１（エラストマー ＱＤ コンディショナー）   

 

（３）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）７号機 使用前事業者検査要領書（Ｋ７－２－０８００６ 改訂０）の検査対象の   

記載漏れ 

 資料名 

・ 状態報告 ＣＲ１００３０８２４ 【使事検】使用前事業者検査要領書の記載漏れ
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について 

・ 検査の有効性への影響評価記録（2020.12.17 確認） 

・ 使用前事業者検査要領書Ｋ７－３－０８００６ 改訂１（2021/1/８） 

２）６号機 使用前事業者検査（溶接）の浸透探傷検査状況 

           資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所 第６号機 使用前事業者検査（溶接）要領書 KK１９

０１６-０１ KK－６R CSP 外部注水配管追設（更安）他 1 件 

・ 溶接事業者検査実施要領書（K-IBR-M09-２１３０１ 改正 15） 

・ 使用前事業者検査（溶接）工程管理記録（１）、（２）(計画書番号：横検 19 第

3001 号) 

・ 浸透探傷試験記録(計画書番号：横検 19 第 3001 号) 

 

（４）BO1020 設備の系統構成 

   検査項目 標準的系統構成 

   検査対象 

１）４号機 復水貯蔵槽水張り後の復水補給水系統復旧 

      資料名 

・ Ｋ－４ ＣＰＮｏ．ＣＬ１０３９５４２１ 件名 ＣＳＰ水張り後の復旧手順 

・ Ｋ－４ ＣＰＮｏ．ＣＬ１０３９５４２１ 件名 ＭＵＷＣ系統ベント 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 復水補給水系 配管計装線図（原子炉建屋

１／２） Ｐ１３－１０００Ｔ 改訂８  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 復水補給水系 配管計装線図（原子炉建屋

２／２） Ｐ１３－１０２０Ｔ 改訂９ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 復水補給水系 配管計装線図（タービン建屋） 

Ｐ１３－１０１０Ｔ 改訂４ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 高圧炉心スプレイ系 配管計装線図 Ｅ２２

－１０００Ｔ 改訂６ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 燃料プール補給水系 配管計装線図 Ｐ１４

－１０００Ｔ 改訂４ 

２）７号機 復水移送ポンプによる代替循環冷却系 

        資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 高圧炉心注水系 配管計装線図（１／２） 

Ｅ２２－２１０１－０００１－００００１７ 改訂８ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 残留熱除去系 配管計装線図（２／３） Ｅ１

１－２１０１－０００１－００００２Ｔ 改訂１３ 

・ 状態報告 ＣＲ１００３３８２４ ７号機 ＨＰＣＦ注入隔離弁（Ｂ）「Ｅ２２－ＭＯ－Ｆ

００３Ｂ」シートパスに伴う保全依頼 
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・ ＮＭ－５１－５・ＫＫ－Ｈ１－５６７、７号機 ＡＭ設備別操作手順書 ２０２０年１

１月９日（０１）手順番号③－１－３ ＭＵＷＣによる原子炉注水 

３）５号機 タービン補機冷却海水系出口側バイパス運転及びタービン補機冷却水系熱 

交換器（B）出口配管水抜き作業 

      資料名 

・ 状態報告 ＣＲ１００３４２９３ Ｋ５ ＴＣＷ熱交換器（Ｂ）チューブリーク保全作業

依頼 

・ その他手順書（作業手順書） ＴＣＷ熱交換器（Ｂ）チューブリーク対応、①ＴＳＷ熱

交換器出口配管通常→バイパスへ切替 2021．2．12 

・ 2021 年 2 月 11 日木曜日１直Ｂ班 当直員引継日誌 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第５号機 タービン補機冷却海水系配管計装図 Ｐ４２

－１０００Ｔ 改訂７ 

・ その他手順書（作業手順書）ＴＣＷ熱交換器（Ｂ）チューブリーク対応、②ＴＳＷ熱

交換器（B）および熱交換器出口配管水抜き 2021．2．12 

４）６号機 使用済燃料プール冷却浄化系弁の駆動部点検に伴うろ過脱塩装置バイパス

運転 

      資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第６号機 燃料プール冷却浄化系 配管計装線図 Ｇ４

１－２１０１－０００１－００００２Ｔ 改訂６  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第６号機 燃料プール冷却浄化系 配管計装線図 Ｇ４

１－２１０１－０００１－００００３Ｔ 改訂５ 

・ ＫＫ６－ＣＬ１０３９４７２２ 【ＣＰ】ＦＰＣ駆動部点検（鉱油対策） ＦＰＣ Ｆ／Ｄ隔

離･アイソレ  

 

     検査項目 包括的系統構成 

１）７号機 復水補給水系 

     資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 代替所内電気設備 概略単線接続図 Ａ３

３－２２０１－１０００－０１Ｔ 改訂２  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ原子炉建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－１Ａ 

（１／２）単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０２Ｔ 改訂１  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ原子炉建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－１Ａ 

（２／２）単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０３Ｔ 改訂１  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ原子炉建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－１Ｂ 

単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０４Ｔ 改訂１  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ原子炉建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－１Ｃ 

（１／２）単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０５Ｔ 改訂１  
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・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ原子炉建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－１Ｃ 

（２／２）単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０６Ｔ 改訂１  

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 ４８０Ｖ廃棄物処理建屋 AM 用ＭＣＣ ７Ｂ－

１Ｄ単線接続図 Ａ３３－２２０１－１０００－０７Ｔ 改訂１ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 復水補給水系 配管計装線図（復水貯蔵槽

／ポンプ） Ｐ１３－２１０１－０００１－００００１Ｔ 改訂１０ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 復水補給水系 配管計装線図（Ｒ／Ｂ） Ｐ

１３－２１０１－０００１－００００２Ｔ 改訂１２ 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 復水補給水系 ＣＳＰ外部注水ライン配管計

装線図 Ｐ１３Ｔ－０５０１－０００１－０３４Ｔ 改訂２ 

 

（５）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）７号機 水圧制御ユニット蓄圧開放操作における制御棒分離発生    

  資料名 

・ 不適合報告書 ＳＲ１０３５８１３９ Ｋ７ Ｓ ＨＣＵ蓄圧開放操作におけるＣＲ分離

発生についての調査保全依頼 

・ ＮＭ５１－５・ＫＫ－Ｈ１－５４２、７号機 設備別操作手順書 第１編 ２０１７年

３月５日（２０８） 第４節 ＨＣＵ隔離・復旧操作 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 制御棒駆動系配管計装線図（３／３） Ｃ１２

－２１０１－０００１－００００３Ｔ  改定３ 

・ ７号機 HCU 蓄圧開放操作における FMCRD 分離発生の推定原因及び再発防止

対策について ２０２０年１１月１２日 

・ ＮＭ５１－５・ＫＫ－Ｈ１－５４２、７号機 設備別操作手順書 第１編 運転操作

手順書類 暫定指示書 暫定２０２０－１３６ 

・ ７号機 FMCRD 分離事象の原因調査に伴う実機による検証について ２０２１．１．

８ 

・ ＮＭ５１－５・ＫＫ－Ｈ１－５４２、７号機 設備別操作手順書 第１編 運転操作

手順書類 暫定指示書 暫定２０２０－１３６ Ｒｅｖ１ 

２）５号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ピストン穴径許容値外れ 

      資料名 

・ ＣＲ１００３５０２２ ＣＲ報告書＜不適合＞ ピストン穴径許容値外れについて 

・ 柏崎刈羽原子力発電所第５号機 非常用及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備 機器取扱説明書 １．ディーゼル機関 １．１機関取扱説明書（非常用１

８ＰＣ２－３Ｖ） 第２編 機関保守点検要領 

・ Ｋ５ Ｄ／Ｇ ピストン穴径許容値外れについて 
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・ Ｋ５Ｄ／Ｇ（Ｂ）ピストンピン許容値外れ 時系列 

・ Ｎ機－ＷＰ０９－１３ Ｍ５-０１９ 柏崎刈羽原子力発電所第５号機 標準施工

要領書 Ｄ／Ｇ設備点検 改訂９ 

・ Ｐ１８－１８５７Ａ－１３ ＫK-5Ｒ 長期停止に伴うＣＲＤポンプ設備他点検手入工

事 Ｄ／Ｇ点検 施工要領書  

 

（６）BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象 

１）悪天候に対する準備状況 

  資料名 

・ 1 号機 悪天候対策点検表（冬季）悪天候前２１．１．２９ 悪天候後２１．１．３１ 

・ 1 号機 寒波対策点検表 寒波接近前２１．１．６ 寒波接近後２１．１．１５ 

・ ＮＭ５１－５ 状態管理マニュアル 改訂２０ 

・ 台風接近時における状態管理ガイド 改訂０４ 

 

（７）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

１）大湊側消火系全停に伴う対応状況      

      資料名 

・ 【規制周知】（火）（危）（溶）大湊側屋外消火配管改修工事 大湊側水系消火

系全停に伴う火気、危険物、消火栓使用の禁止について（２０２１年１月２９日～

２０２１年２月１日） 

・ 【依頼文書】大湊側消火系全停に伴う消防車の配備依頼 ２０２１年１月２０日 

・ 自衛消防隊運用ガイド ２０２０年３月３日（０４） 添付－２１ 大湊側 FP ライン

停止に伴う代替消火用水確保手順 

・ 大湊側屋外消火配管改修工事並びに関連除却工事（火災） 全停作業タイムス

ケジュール 

２）６、７号機 中央制御室用陽圧化空調機保管・設置場所のピストンダンパ設置状況 

       資料名 

・ 工事計画認可申請書 第 7-2-1-2-1-1 図 ＫＫ7 号機 放射線管理施設のうち

中央制御室換気空調系（中央制御室陽圧化換気空調系）に係る機器の配置を

明示した図面 

・ 状態報告 ＣＲ１００３３１６２ ６号機Ｃ／Ｂ計測制御用電源盤区域（Ｂ)送・排

風機室のピストンダンパ設置未完了の確認 

・ 柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 火災区画（区画）図 コントロール建屋 1 階 

2 階 
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・ （工事施行要領書）KK-7R 小空間固定式消火設備（ピストンダンパ）設置（その 2） 

・ （工事施行要領書）KK-7R 小空間固定式消火設備（ピストンダンパ）設置工事

及び同関連除却 

３）７号機 誘導灯及び非常灯の設置状況 

       資料名 

・ 技術メモ（Ｋ－７ 安全避難通路及び非常用照明の記載誤りについて 2021 年１

月 8 日） 

・ 工事計画認可申請 安全避難通路を明示した図面（その 19） 

・ 工事計画認可申請 非常用照明の取付箇所を明示した図面（その 19） 

・ 安全避難通路及び非常用照明の取付箇所を明示した図面（その 6） 

・ 消防法施行令２６条 誘導灯・誘導標識 

・ 建築基準施行令１２６条の４～５ 非常用照明装置 

 

（８）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持 

検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

検査対象 

１）７号機 重大事故等発生時の対応訓練 

  資料名 

・ 柏崎刈羽原子力発電所７号機 重大事故等発生時の対応訓練 実施計画書２

０２１年〇月〇日（2021 年 2 月 6 日時点のドラフト版） 

・ 復旧班（１０班）成立性確認検査 訓練計画表（防災安全Ｇ・復旧班共有） 

・ 発電直の組織表Ｎｏ．２－３１５ 運用開始日２０２１年２月１日 

 

（９）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）放射性固体廃棄物ドラム缶の表面のさび、天蓋締め付けバンドのゆるみ 

     資料名 

・ 状態報告 ＣＲ１００３３６２９ ドラム缶表面のさびの発生について 

・ 状態報告 ＣＲ１００３４２０７ ドラム缶蓋締め付けバンドのゆるみについて 

・ 状態報告 ＣＲ１００３４０４２ ドラム缶表面のさびの発生について 

・ アルミナ材ドラム缶処理作業 作業手順書（2021．2．19） 

２）モルタルホッパ攪拌電動機交換後のモルタル充填試運転 

       資料名 

・ 施工要領書 電気品・計装品点検（2021．2．1） 

・ ＮＣ-５４ｰ１ 放射性固体廃棄物事業所外廃棄マニュアル 改訂 14 
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（１０）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）パフォーマンス向上会議（拡大）の実施状況 

  資料名 

・ ＮⅠ－１１－ガイド４ パフォーマンス向上会議運営ガイド ２０２０年５月２９日（２１） 

・ ＮⅠ－１１－ＫＫガイド１ 不適合等管理業務処理･運用ガイド ２０２０年１１月１

６日（０７） 

・ 第６５回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ 【説明資料】３号ＳＧＴＳ（Ａ系）サーベランス時におけるＳＧＴＳ排風機（Ａ）誤操作に

ついて 

・ 【説明資料】３号ＴＳＷポンプ（Ｂ）水漏れ 

・ 第６６回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ ６号機 光ケーブル布設作業におけるケーブル誤切断について 

・ 第６７回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ ２０２０年度上期 安全文化評価（経営層レビュー） 

・ 第６８回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ （審議）ＫＫ－７Ｒ 小空間固定式消火設備（ピストンダンパ）設置（その３）ダンパ吊

り上げ作業における墜落事象について 

・ 第７０回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ ＯＥ及び新知見情報の処理の運用について 

・ 不適合管理及び是正処置･未然防止処置の状況 ２０２０年度上半期報告 

・ 第７１回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ １号機 Ｕ４１系計装品点検における給気風量低ＡＮＮ発生について 

・ 第７２回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ 【説明資料】大湊側焼却設備プロパンボンベ切替操作未実施による警報発生につ

いて 

・ 第７３回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ 低線量ドラム缶の構内運搬に係わる手順不遵守 

・ 第７４回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ KK-7R ＤＧＦＯ配管系統分離対策（火災防護）におけるＡＰＤ及びＩＤカード取り外

し事象 

・ 第７５回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ （審議）「保安規定補正申請における記載ミス」について 

・ 第７６回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ 【説明資料】大湊側焼却設備プロパンボンベ切替操作未実施による警報発生につ

いて～運転管理部における問題点と対策について～ 
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・ 第７７回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ ７号機 放射線モニタ制御盤改造作業における盤内配線の誤切断について 

・ 第７８回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ ６号機 ＦＰＣポンプ（Ｂ）の停止事象について 

・ 第７９回 パフォーマンス向上会議（拡大） 議事録 

・ （マスター）Ｋ７設工認不適合 

・ ４号機 Ｐ／Ｃ４Ｄ－１系不足電圧継電器点検時の直流主母線盤ＭＣＣＢトリップ

について 

・ 【説明資料】７号機スタックモニタ欠測情報の事前連絡漏れについて～問題点と対

策～ 

 

（１１）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）２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 

  資料名 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 １号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ２号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ３号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ４号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ５号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ６号機 

・ ２０２０年度第３四半期 安全実績指標（ＰＩ） 東京電力ＨＤ株式会社 柏崎刈

羽原子力発電所 ７号機 

 

 

５．２ チーム検査 

（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督 

  検査項目 使用前事業者検査（変更工事） 

検査対象 

1) ７号機 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
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 資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-02001-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02001-4（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02001-5（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-02001-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-02001-2（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02002-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02002-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-02002（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-02002-1（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02003-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-02003-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-02003-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-02003-2（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-02003-4（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-02003-5（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-02007（表２－１０） 

 

2) ７号機 原子炉冷却系統施設 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03001-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-03002-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-03002-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-03002-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03003-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03003-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-03003-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03005-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-03006（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03006-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03006-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03006-4（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03007-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03007-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-03007-2（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03010-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03010-3（表２－１） 
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・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03011-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03011-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03011-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03012（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03012-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03012-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-03012（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-03501-1（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-3-07001（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-3-07006（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-2-07007（表２－７） 

 

3) ７号機 計測制御系統施設 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-04001（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-04001-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-04001-2（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-04016（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-04029（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-04031（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-04033（表２－１０） 

 

4) ７号機 放射線管理施設 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06001（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06001-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06002（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06002（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06003（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06004（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06004（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06004（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06005-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-06005（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-2-06005-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06006（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06006（表２－１０） 
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・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06007（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06008（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06009（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06010（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-06010（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06010（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-06011-5（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-06011-6（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-06011-7（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06012（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06014（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06015（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06016（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-06022-1（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-3-06022-2（表２－１０） 

      

5) ７号機 原子炉格納施設 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07001（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-07005（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-07005（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-07006（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-07007（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-3-07009（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07011-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07011-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-07012-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-07012-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-07012-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07012-4（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07012-5（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-07013（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-07014-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-07014-3（表２－１） 

       

6) ７号機 その他発電用原子炉の附属施設 

非常用電源設備 
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  資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08001（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-08001（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08002（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-08002（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-08002（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-08005（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-3-08005（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08005-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08005-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08005-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-08006（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-3-08006（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08007（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08008（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-08008（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08009（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-2-08009（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-08010（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-08010（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08012（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-08013（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-08014（表２－１０） 

 

火災防護設備 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-1-11001（表２-１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11001-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11001-1（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11002-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11002-2a（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11002-2b（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11002-3（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11002-4（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-11002-5（表２－７） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11003-2a（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11003-2b（表２－１） 
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・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11003-3（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11003-4（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-3-11003-3（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-11003-5（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-3-11004-1a（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書 K7-3-11006-1（表２－１０） 

 

浸水防護施設 

資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-12001（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-12001（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-12002-1（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-12002-2（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-12003（表２－１） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-3-12003（表２－１０） 

・７号機 使用前事業者検査（施設）要領書及び成績書 K7-1-12004（表２－１） 

     

補機駆動用燃料設備 

資料名  

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-03006-1（表２－１） 

 ・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-03007-1（表２－７） 

 

非常用取水設備 

 資料名 

・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-14001（表２－１） 

 ・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-2-14001（表２－７） 

 ・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-3-14001（表２－１０） 

 ・７号機 使用前事業者検査（施設）成績書 K7-1-14002（表２－１） 

 

7) ６号機 原子炉冷却系統施設 復水補給水系配管 

資料名 

 ・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル 

・使用前事業者検査（溶接）マニュアル 

・第６号機 溶接事業者検査計画書 横検１９第３００１号 

 ・第６号機 使用前事業者検査（溶接）成績書 横検１９第３００１号 

 

8) ７号機 新規取得溶接士技能検査         
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資料名   

・第７号機 あらかじめの使用前事業者検査（溶接）計画書 ＨＧＮＥ溶検第２０ 

      １９－１１号 

・第７号機 使用前事業者検査（溶接）成績書 ＨＧＮＥ溶検第２０１９－１１号         

 

9) ７号機 新たに技術基準への適合性が求められる溶接部についての確認 

資料名 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認要領書 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ１ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認要領書 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ２ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認要領書 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ３ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認要領書 ＫＫ－７－溶検適合性確認－M１ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認結果 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ１ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認結果 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ２ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認結果 ＫＫ－７－溶検適合性確認－Ｒ３ 

・第７号機 溶接部の技術基準適合性確認結果 ＫＫ－７－溶検適合性確認－M１ 

 

（２）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） 


