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１．実施概要 

（１）事業者名： 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

（２）事業所名： 原子力科学研究所 

（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： 東海・大洗原子力規制事務所 

片岸 信一 

橋野 早博 

星   勉 

大高 正廣 

原子力規制部検査グループ専門検査部門 

松本 武彦 

大和田 博幸 

柳 健 

原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門 

木村 淳一 

 

２．運転等の状況 

２．１ 試験研究用等原子炉施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

ＪＲＲ－３原子炉施設 実験中（停止中：令和３年１月１日～令和３年２月２６

日、実験中以外：令和３年２月２７日～令和３年３月３０

日） 

ＮＳＲＲ原子炉施設 実験中以外（実験中：令和３年１月７日、１９日） 

高速炉臨界実験装置（ＦＣＡ） 停止中 

軽水臨界実験装置（ＴＣＡ） 停止中（令和３年３月１７日廃止措置計画認可） 

定常臨界実験装置（ＳＴＡＣＹ） 停止中 

放射性廃棄物処理場及び 

汚染除去場（廃棄物処理場） 

稼働中 

 

２．２ 廃止措置施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

ＪＲＲ－２原子炉施設 廃止措置中（燃料体搬出済み） 

ＪＲＲ－４原子炉施設 廃止措置中 

過渡臨界実験装置（ＴＲＡＣＹ） 廃止措置中（燃料体搬出済み） 
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２．３ 廃棄物埋設施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

廃棄物埋設施設 運転中 

 

２．４ 使用施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

ホットラボ 核燃料物質の使用実績無し。 

プルトニウム研究１棟 核燃料物質の使用実績無し。 

燃料試験施設 核燃料物質の使用実績有り。 

廃棄物安全試験施設 核燃料物質の使用実績無し。 

バックエンド研究施設 核燃料物質の使用実績有り。 

ＪＲＲー３ 核燃料物質の使用実績無し。 

ＪＲＲー４ 核燃料物質の使用実績無し。 

ＮＳＲＲ 核燃料物質の使用実績有り。 

ＦＣＡ 核燃料物質の使用実績無し。  

放射性廃棄物処理場 核燃料物質の使用実績無し。 

 

【試験研究用等原子炉施設】 

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、

設置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 
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４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BE0090 地震防護 

 検査項目 地震防護 

検査対象  

１）ＪＲＲ－３施設の地震防護に係る活動状況 

２）ＮＳＲＲ施設の地震防護に係る活動状況 

３）ＦＣＡ施設の地震防護に係る活動状況 

４）ＴＣＡ施設の地震防護に係る活動状況 

５）ＳＴＡＣＹ施設の地震防護に係る活動状況 

 

（２）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）ＪＲＲ－３施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線測定機器の管理・校正 

ｄ）放射線作業における被ばく評価の実績 

ｅ）放射線作業における ALARA 活動 

２）ＮＳＲＲ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

３）ＦＣＡ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

４）ＴＣＡ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理状況 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

５）ＳＴＡＣＹ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

６）廃棄物処理場における放射線被ばく管理の実施状況 
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ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 

（３）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）ＪＲＲ－３施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

２）ＮＳＲＲ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

３）ＦＣＡ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

４）ＴＣＡ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

５）ＳＴＡＣＹ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

６）廃棄物処理場における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の運搬、保管、点検等の管理 

 

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 

検査対象  

１）使用前事業者検査（ＪＲＲ－３原子炉施設の変更） 

ａ）原子炉プールの構造(耐震性) 

ｂ）ステンレス製密封容器の構造(密封性) 

ｃ）安全保護系ケーブル分離設備の設置(建家貫通部) 

ｄ）冠水維持機能喪失用給水設備の設置 

ｅ）原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の設置 

ｆ）原子炉冷却系統設備の構造(耐震性) 



 

5 

 

ｇ）中央制御室外原子炉停止盤の設置 

ｈ）計測制御系統施設の構造(耐震性) 

ｉ）原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計 

ｊ）その他試験研究用等原子炉施設の附属施設(耐震性) 

２）使用前事業者検査（放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の一部変更（そ

の３）に係る工事） 

ａ）廃液廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 

ｂ）廃液廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 

ｃ）外部事象影響 

ｄ）通信連絡設備の設置 

ｅ）溢水防止対策 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１）ＪＲＲ－３施設の地震防護に係る活動状況 

資料名 

・ＪＲＲ－３本体施設運転手引（２０２０年３月３１日改定） 

・ＪＲＲ－３使用済燃料貯蔵施設（北地区）防護活動手引（２０２０年１１月２４日改

定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・研究炉加速器技術部大規模地震発生時の行動要領（２０１９年２月７日改定） 

・ＪＲＲ－３原子炉施設 核燃使用施設 ＲＩ使用施設 地震後点検表（令和２年１

１月２２日） 

・ＪＲＲ－３使用済燃料所蔵施設（ＤＳＦ）地震後点検報告書（２０２０年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＪＲＲ－３施設〕（令和２年１１月２２日） 

２）ＮＳＲＲ施設の地震防護に係る活動状況 

資料名 

・ＮＳＲＲ本体施設運転手引（２０２０年３月３１日改定） 

・ＮＳＲＲ自然現象等対応手引（２０２０年３月３１日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・研究炉加速器技術部大規模地震発生時の行動要領（２０１９年２月７日改定） 

・ＮＳＲＲ施設地震後点検記録（地震後点検・大津波警報解除後点検） （令和２
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年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＮＳＲＲ施設〕（令和２年１１月２２日） 

３）ＦＣＡ施設の地震防護に係る活動状況 

資料名 

・ＦＣＡ本体施設運転手引（２０２０年３月３１日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・臨界ホット試験技術部の地震対応マニュアル（２０２０年１１月１６日改定） 

・ＦＣＡ施設地震後点検報告書（令和２年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＦＣＡ施設〕（令和２年１１月２２日） 

４）ＴＣＡ施設の地震防護に係る活動状況 

 資料名 

・ＴＣＡ本体施設運転手引（２０２０年３月３１日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・臨界ホット試験技術部の地震対応マニュアル（２０２０年１１月１６日改定） 

・ＴＣＡ地震後点検記録（令和２年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＴＣＡ施設〕（令和２年１１月２２日） 

５）ＳＴＡＣＹ施設の地震防護に係る活動状況 

資料名 

・ＳＴＡＣＹ施設本体施設運転手引及びＴＲＡＣＹ施設本体施設管理手引（２０２０年

３月３１日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・臨界ホット試験技術部の地震対応マニュアル（２０２０年１１月１６日改定） 

・ＳＴＡＣＹ／ＴＲＡＣＹ原子炉施設地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・ＳＴＡＣＹ原子炉地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・燃料調製施設地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・廃棄施設地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・分析設備地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・実験室（Ⅱ）地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・実験機器地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＮＵＣＥＦ施設〕（令和２年１１月２２日） 

 

（２）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  
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１）ＪＲＲ－３施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２０年１１月２７日改定） 

・放射線管理要領（２０２０年３月３１日改定） 

・管理用計測機器の点検要領（２０２０年３月３１日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（ＪＲＲ－３炉室）（令和２年１１月４日、１０日、１７日、２５

日） 

・表面密度測定記録（ＪＲＲ－３炉室）（令和２年１１月４日、１０日、１７日、２５日） 

・線量当量測定記録（ＪＲＲ－３）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線測定機器の管理・校正 

 資料名 

・管理用計測機器巡視記録（モニタ類）ＪＲＲ－３（令和２年１０月） 

・管理用計測機器巡視記録（サーベイメータ類）ＪＲＲ－３（令和２年１０月） 

・管理用計測機器点検記録（α／β自動測定装置）（令和２年９月２３日承認） 

・管理用計測機器点検記録（γ線波高分析装置）（令和２年１１月１３日承認） 

ｄ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・放射線作業連絡票「ＪＲＲ－３原子炉冷却材ポンプ分解点検（１次冷却系）」（ＪＲ

Ｒ－３炉室地階）（令和２年９月２日～１０月１日） 

・１次冷却材主ポンプ点検作業実施要領書（令和２年 7 月３１日確認） 

・１次冷却材補助ポンプ点検作業実施要領書（令和２年７月３１日確認） 

・別添 室内ダスト測定記録（令和２年９月７日～１７日採取） 

・１次区画作業時スミヤ（インペラ、ケーシング、床）（令和２年９月１０日） 

ｅ）放射線作業における ALARA 活動 

 資料名 

・放射線作業連絡票「ＪＲＲ－３ヘリウム圧縮機の点検整備等作業」（ＪＲＲ－３炉

室地階重水区画）（令和２年１０月１２日～２３日） 

・放射線作業立会記録「ＪＲＲ－３ヘリウム圧縮機点検整備等作業」（令和２年１０

月１３日～２０日） 

・呼気測定によるトリチウム濃度からの内部被ばく線量の推定（令和２年１０月１２日

～２３日） 

２）ＮＳＲＲ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 
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 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２１年１月４日改定） 

・放射線管理要領（２０２１年１月６日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（ＮＳＲＲ）（令和２年１２月３日、１１日、１７日、２３日） 

・表面密度測定記録（ＮＳＲＲ）（令和２年１２月３日、１１日、１７日、２３日） 

・線量当量測定記録（ＮＳＲＲ）（令和２年１２月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・放射線作業連絡票「セミホットセル・ケーブ内カプセル組立準備作業（ＴｅｓｔＮｏ．Ｃ

Ｎ－２）」（２０２０年１１月１２日～１２月１３日） 

・作業要領書「セミホットセル・ケーブ内カプセル組立準備作業（ＴｅｓｔＮｏ．ＣＮ－２）」

（令和２年１１月１０日） 

・放射線作業立会記録「セミホットセル・ケーブ内カプセル組立準備作業（ＴｅｓｔＮｏ．

ＣＮ－２）」（令和２年１１月１７日） 

３）ＦＣＡ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２０年１１月２７日改定） 

・放射線管理要領（２０２０年３月３１日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（ＦＣＡ）（令和２年１１月１８日、２６日、１２月２日、８日） 

・表面密度測定記録（ＦＣＡ）（令和２年１１月１８日、２６日、１２月２日、８日） 

・線量当量測定記録（ＦＣＡ）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・放射線作業連絡票（ＦＣＡ炉心核計装の取り外し作業：炉室、燃料貯蔵庫）（令

和２年７月６日～１０日） 

・別添 ＦＣＡ立入制限区域作業者名簿（ＦＣＡ炉心核計装の取り外し作業）（２０２

０年７月６日～１０日） 

・ＦＣＡ炉心核計装の取り外し要領書（令和２年６月３０日承認） 

・作業管理体制表「ＦＣＡ炉心核計装の取り外し作業」（令和２年６月３０日承認） 

４）ＴＣＡ施設における放射線被ばく管理の実施状況 
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ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２０年１１月２７日改定） 

・放射線管理要領（２０２０年３月３１日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（ＴＣＡ）（令和２年１１月１８日、２５日、１２月２日、８日） 

・表面密度測定記録（ＴＣＡ）（令和２年１１月１８日、２５日、１２月２日、８日） 

・線量当量測定記録（ＴＣＡ）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・放射線作業連絡票（ＴＣＡ核燃料物質の棚卸作業（ＰＩＴ）：燃料貯蔵室）（令和２

年７月２８日） 

・別添 ＴＣＡ立入制限区域作業者名簿（ＴＣＡ核燃料物質の棚卸作業（ＰＩＴ））（２

０２０年７月２８日） 

・放射線作業立会記録（令和２年７月２８日） 

５）ＳＴＡＣＹ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２１年１月４日改定） 

・放射線管理要領（２０２１年１月６日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１２月１日、８日、１５日、２１日） 

・表面密度測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１２月１日、８日、１５日、２１日） 

・線量当量測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・放射線作業連絡票（ＮＵＣＥＦ実験棟Ａ機材保管室Ａ及び実験準備室の機器撤

去作業）（令和２年１１月１８日） 

・別添 作業員名簿（ＮＵＣＥＦ実験棟Ａ機材保管室Ａ及び実験準備室の機器撤

去作業）（令和２年１１月２４日～令和３年３月１２日） 

・放射線作業立会記録（ＮＵＣＥＦ実験棟Ａ機材保管室Ａ及び実験準備室の機器

撤去作業（ＧＨ作業））（令和２年１１月１４日～令和２年１２月２１日） 

６）廃棄物処理場における放射線被ばく管理の実施状況 
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ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２１年１月４日改定） 

・放射線管理要領（２０２１年１月６日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名 

・線量当量率測定記録（減容処理棟）（令和２年１２月１８日、２５日、令和３年１

月８日、１５日） 

・線量当量率測定記録（解体分別保管棟）（令和２年１２月１７日、２４日、令和３

年１月６日、１３日） 

・表面密度測定記録（減容処理棟）（令和２年１２月１８日、２５日、令和３年１月８

日、１５日） 

・表面密度測定記録（解体分別保管棟）（令和２年１２月１７日、２４日、令和３年

１月６日、１３日） 

・線量当量測定記録（廃棄物処理場）（令和２年１２月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名 

・区域放射線管理チームとの打合せ議事録「低レベル廃液貯槽解体分別処理作業」

（令和２年１０月２７日） 

・放射線作業連絡票（低レベル廃液貯槽解体分別処理作業）（２０２０年１１月４日

～１２月７日） 

・作業区域表面密度測定記録（大型廃棄物解体用 GH）（令和２年１１月６日） 

・汚染検査測定記録表（タンク内汚染検査結果） 

・被ばく管理表（PD 値）（令和２年１１月、１２月） 

 

（３）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）ＪＲＲ－３施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＪＲＲ－３放射性廃棄物等の管理要領（２０１９年６月７日改定） 

・ＪＲＲ－３原子炉施設耐震改修工事に係る放射性廃棄物の管理要領（令和元年

９月２０日改定） 

・課長パトロール要領（ＪＲＲ－３管理課）（２０２１年１月１９日改定） 
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ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・放射性廃棄物情報管理システム（２０２１年２月３日現在） 

・ＪＲＲ－３管理区域の物品管理台帳（平成２８年９月９日） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（令和３年１月２６日） 

・ＪＲＲ－３停止中点検（令和３年２月３日） 

・巡視の記録（令和３年１月２２日） 

２）ＮＳＲＲ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＮＳＲＲ本体施設運転手引（２０２０年１１月１７日改定） 

・ＮＳＲＲ放射性廃棄物等の管理要領（２０２０年３月３１日改定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・固体廃棄物（ドラム缶２００ℓ）仕掛品管理記録用紙（原子炉建家）（令和２年６月

５日） 

・原子炉建家 廃棄物保管場所 保管数量管理表（令和２年３月４日） 

・固体廃棄物（ドラム缶２００ℓ）仕掛品管理記録用紙（照射物管理棟）（令和２年６

月５日） 

・照射物管理棟 廃棄物保管場所 保管数量管理表（令和３年１月１３日） 

・固体廃棄物（１ｍ３）仕掛品管理記録用紙（機械棟排風機室）（令和２年３月３

日） 

・機械棟排風機室 廃棄物保管場所 保管数量管理表（令和２年２月２１日） 

・固体廃棄物（１ｍ３）仕掛品管理記録用紙（燃料棟）（令和２年３月３日） 

・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（原子炉建家廃棄物保管

場所）（２０２１年２月４日） 

・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（照射物管理棟廃棄物保

管場所）（２０２１年２月４日） 

・廃棄物保管場所巡視記録（令和２年１２月１４日） 

・ＮＳＲＲ巡視点検表（令和３年２月２日） 

３）ＦＣＡ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＦＣＡ本体施設運転手引（２０２０年１１月１１日改定） 

・ＴＣＡ、ＦＣＡ施設 廃棄物の仕掛品、放射性廃棄物及び再使用する物品の管理
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要領（２０２１年１月２２日改定） 

・自主点検要領（本体施設）（２０２１年１月２２日改定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・ＦＣＡ施設 廃棄物保管場所及び廃棄物の仕掛品の配置場所（令和２年６月１５

日） 

・封入前の廃棄物の仕掛品（ドラム缶）の内容物（ＦＣＡ施設）（令和２年６月１日） 

・ドラム缶Ｎｏ．８（原子炉施設）（ＦＣＡ施設）（令和２年５月２２日） 

・廃棄物保管場所・廃棄物の仕掛品の保管場所 保管記録（ＦＣＡ施設）（令和２

年２月１７日） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（ドラム缶Ｎｏ．ＮＹ－２０２－ＤＮ－３４２）

（令和元年１２月２４日） 

・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（令和３年１月５日） 

・封入前の廃棄物の仕掛品 点検表（ＦＣＡ施設）（令和３年１月２５日～２９日）

（日常点検） 

・封入前の廃棄物の仕掛品点検表 ＦＣＡ施設（令和３年１月）（月例報告） 

・廃棄物保管場所・廃棄物の仕掛品の保管場所 巡視記録表（ＦＣＡ施設（原子

炉施設））（令和２年１２月２１日） 

・保管中の放射性廃棄物等 点検記録表（ＦＣＡ施設）（令和３年１月２５日～２９

日）（日常点検） 

４）ＴＣＡ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＴＣＡ本体施設運転手引（２０２０年１１月１１日改定） 

・ＴＣＡ、ＦＣＡ施設 廃棄物の仕掛品、放射性廃棄物及び再使用する物品の管理

要領（２０２１年１月２２日改定） 

・自主点検要領（本体施設）（２０２１年１月２２日改定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・ＴＣＡ廃棄物の仕掛品の配置場所（令和元年９月４日） 

・封入前の廃棄物の仕掛品（ドラム缶）の内容物（ＴＣＡ施設）（令和２年１月１７日） 

・ドラム缶Ｎｏ．⑦（原子炉施設）（ＴＣＡ施設）（令和元年８月２９日）：参考様式３ 

・廃棄物保管場所・廃棄物の仕掛品の保管場所 保管記録（ＴＣＡ施設）（令和２

年１２月２３日） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（ドラム缶Ｎｏ．ＮＹ－１９９－ＤＮ－８１）（令

和元年６月２４日） 
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・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（令和２年１２月２３日） 

・封入前の廃棄物の仕掛品 点検表（ＴＣＡ施設）（令和３年１月２５日～２９日）

（日常点検） 

・封入前の廃棄物の仕掛品点検表 ＴＣＡ施設（令和３年１月）（月例報告） 

・廃棄物保管場所・廃棄物の仕掛品の保管場所 巡視記録表（ＴＣＡ施設）（令和

２年１２月２１日） 

・保管中の放射性廃棄物等 点検記録表（ＴＣＡ施設）（令和３年１月２５日～２９

日）（日常点検） 

５）ＳＴＡＣＹ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＳＴＡＣＹ施設本体施設運転手引及びＴＲＡＣＹ施設本体施設管理手引（２０２０

年１２月１８日改定）（第５編 ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹ廃棄施設運転手引） 

・廃棄施設作業手順書（２０２１年１月２５日改定）（第４編 ＮＵＣＥＦ施設固体状

放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品並びに再使用する物品の管理マニュアル） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・廃棄物の仕掛品受入記録（ドラム缶Ｎｏ．炉（Ｓ）－Ｆ－０８）（令和２年２月２１日

～４月８日） 

・ＮＵＣＥＦ原子炉施設廃棄物の仕掛品リスト（令和３年１月２２日） 

・ＮＵＣＥＦ実験棟廃棄物仕掛品配置図（令和３年１月２２日） 

・廃棄物の仕掛品点検表（ＳＴＡＣＹ施設/ＴＲＡＣＹ施設）（令和３年１月） 

・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（ＳＴＡＣＹ施設）（２０２１

年 1 月２８日保管） 

・固体廃棄施設 日常点検記録表（令和３年１月４日～２９日） 

・固体廃棄施設 廃棄物保管場所 週例点検記録表（令和３年１月２９日） 

・放射性廃棄物保管状況点検記録（固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ））（令和３年１

月２２日） 

・放射性廃棄物保管状況点検記録（β・γ固体廃棄物保管室）（令和３年１月２

２日） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（不燃）（令和２年１１月５日） 

６）廃棄物処理場における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・廃棄物処理場本体施設運転手引（２０２０年１２月２４日改定） 
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・放射性廃棄物情報管理システム運用管理要領（２０２０年６月２５日改定） 

・放射性廃棄物管理第１課の施設、設備等の点検要領（２０２０年８月２７日改定） 

・放射性廃棄物管理第１課の自主検査要領（２０１９年８月２７日改定） 

・保管廃棄施設・Ｌ（優先度区分Ａ）の保管体健全性確認作業要領書(２０２０年６

月２５日改定） 

・保管廃棄施設・Ｌ（優先度区分 B）の保管体健全性確認作業要領書(２０２０年６

月２５日改定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の運搬、保管、点検等の管理 

 資料名 

・放射性廃棄物情報管理システム（２０２１年２月１０日現在） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（区分Ａ－１）（令和３年１月２９日搬入） 

・事業所内運搬時の保安チェックシート（令和３年１月２９日） 

・保管廃棄施設巡視記録（週報）（令和３年２月５日） 

・保管廃棄体の保管状況巡視記録（令和２年度）（令和２年７月１０日、９月２日

～４日、９日、２４日、２５日、２８日、１０月６日、令和３年１月２８日、２月３日） 

・保管体健全性確認に係る保管体点検記録票（Ｌ－３３）（Ｐ－７６８－２９３）（令

和３年１月２９日） 

・保管体健全性確認に係る保管体収納作業記録（Ｌ－３３）（Ｐ－７６８－２９３）

（令和３年２月２日） 

・保管体点検記録（Ｌ－５１）（令和３年２月１日） 

・保管体補修記録（Ｌ－５１）（令和３年２月４日） 

 

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 

検査対象 

１）使用前事業者検査（ＪＲＲ－３原子炉施設の変更） 

ａ）原子炉プールの構造(耐震性) 

ｂ）ステンレス製密封容器の構造(密封性) 

ｃ）安全保護系ケーブル分離設備の設置(建家貫通部) 

ｄ）冠水維持機能喪失用給水設備の設置 

ｅ）原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の設置 

ｆ）原子炉冷却系統設備の構造(耐震性) 

ｇ）中央制御室外原子炉停止盤の設置 

ｈ）計測制御系統施設の構造(耐震性) 

ｉ）原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計 

ｊ）その他試験研究用等原子炉施設の附属施設(耐震性) 
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 資料名 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査計画書（その１）[設工認その１、設工

認その１０、設工認その１１、設工認その１２]（令和２年１２月２１日、令和３年１月

２７日） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査計画書（その２）[設工認その１３]（令

和３年１月２７日） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査実施要領書[設工認申請書（その１

０）](令和３年１月１９日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査実施要領書[設工認申請書（その１

１）](令和２年１２月２１日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査実施要領書[設工認申請書（その１

２）](令和３年２月１日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査実施要領書[設工認申請書（その１

３）](令和３年１月２７日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査成績書[設工認申請書（その１

０）](令和３年２月３日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査成績書[設工認申請書（その１

１）](令和３年１月６日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査成績書[設工認申請書（その１

２）](令和３年２月３日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施設

（ＪＲＲ－３原子炉施設）使用前事業者検査成績書[設工認申請書（その１

３）](令和３年２月３日) 

２）使用前事業者検査（放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の一部変更（その

３）に係る工事） 

ａ）廃液廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 

ｂ）廃液廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 

ｃ）外部事象影響 
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ｄ）通信連絡設備の設置 

ｅ）溢水防止対策 

 資料名 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所原子炉施設

（放射性廃棄物の廃棄施設）使用前事業者検査計画書（設工認その３）（令和３

年１月１３日） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施

設（放射性廃棄物の廃棄施設）使用前事業者検査実施要領書[設工認（その

３）](令和３年１月１３日) 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 原子炉施

設（放射性廃棄物の廃棄施設）使用前事業者検査成績書[設工認（その３）](令

和３年１月２０日) 
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【廃止措置施設】 

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、

設置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 

 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BE0090 地震防護 

 検査項目 地震防護 

検査対象  

１）ＪＲＲ－２施設の地震防護に係る活動状況 

２）ＪＲＲ－４施設の地震防護に係る活動状況 

 

（２）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）ＪＲＲ－２施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

２）ＪＲＲ－４施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線測定機器の管理・校正 
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ｄ）放射線作業における被ばく評価の実績 

ｅ）放射線作業における ALARA 活動 

３）ＴＲＡＣＹ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 

（３）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）ＪＲＲ－２施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物の管理に係る要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

２）ＪＲＲ－４施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物の管理に係る要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

３）ＴＲＡＣＹ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１）ＪＲＲ－２施設の地震防護に係る活動状況 

 資料名 

・ＪＲＲ－２本体施設管理手引（２０２０年６月２９日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 

・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・バックエンド技術部地震対応要領（２０２０年７月１６日改定） 

・ＪＲＲ－２原子炉施設地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＪＲＲ－２施設〕（令和２年１１月２２日） 

２）ＪＲＲ－４施設の地震防護に係る活動状況 

 資料名 

・ＪＲＲ－４管理手引（２０２０年３月３１日改定） 

・原子力科学研究所事故対策規則（２０２０年１１月４日改定） 
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・原子力科学研究所地震対応要領（２０１９年３月２８日改定） 

・研究炉加速器技術部大規模地震発生時の行動要領（２０１９年２月７日改定） 

・ＪＲＲ－４ 地震後点検表（令和２年１１月２２日） 

・施設等点検結果報告書〔ＪＲＲ－４原子炉施設〕（令和２年１１月２２日） 

 

（２）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）ＪＲＲ－２施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

  資料名  

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２１年１月４日改定） 

・放射線管理要領（２０２１年１月６日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名  

・線量当量率測定記録（ＪＲＲ－２）（令和２年１２月１４日、２２日、令和３年１月５

日、１２日） 

・表面密度測定記録（ＪＲＲ－２）（令和２年１２月１４日、２２日、令和３年１月５日、

１２日） 

・線量当量測定記録（ＪＲＲ－２）（令和２年１２月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名  

・放射線作業連絡票（ＪＲＲ－２原子炉本体密閉箇所の点検）（令和３年１月１４

日～１５日） 

・ＪＲＲ－２原子炉本体密閉箇所の点検要領書（令和３年１月８日） 

２）ＪＲＲ－４施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名  

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２０年１１月２７日改定） 

・放射線管理要領（２０２０年３月３１日改定） 

・管理用計測機器の点検要領（２０２０年３月３１日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名  

・線量当量率測定記録（ＪＲＲ－４炉室）（令和２年１１月４日、１１日、１８日、２５

日） 
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・表面密度測定記録（ＪＲＲ－４炉室）（令和２年１１月４日、１１日、１８日、２５日） 

・線量当量測定記録（ＪＲＲ－４）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線測定機器の管理・校正 

 資料名  

・管理用計測機器巡視記録（モニタ類）ＪＲＲ－４（令和２年１０月） 

・管理用計測機器巡視記録（サーベイメータ類）ＪＲＲ－４（令和２年１０月） 

・管理用計測機器点検記録（α／β自動測定装置）（令和２年９月２３日承認） 

・管理用計測機器点検記録（γ線波高分析装置）（令和２年１１月１３日承認） 

ｄ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名  

・放射線作業連絡票「ウランコンバータ点検」（ＪＲＲ－４炉室２階 炉心ブリッジ）（令

和２年８月２６日～２７日） 

・ウランコンバータ点検作業要領書（ＪＲＲ－４管理課）（令和２年３月３１日改定） 

・放射線作業立合記録（令和２年９月１日） 

ｅ）放射線作業における ALARA 活動 

 資料名  

・放射線作業連絡票「排気フィルタチャンバ内面点検作業」（ＪＲＲ－４炉室 排風

機室）（令和２年１０月１４日～２１日） 

・別添 排気フィルタチャンバ内面点検に係るサンプリング 室内ダスト測定記録（令

和２年１０月１９日採取） 

３）ＴＲＡＣＹ施設における放射線被ばく管理の実施状況 

ａ）放射線被ばく管理の要領等の整備 

 資料名  

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・放射線管理手引（施設放射線管理編）（２０２１年１月４日改定） 

・放射線管理要領（２０２１年１月６日改定） 

ｂ）施設の作業環境の放射線管理 

 資料名  

・線量当量率測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１２月１日、８日、１５日、２１日） 

・表面密度測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１２月１日、８日、１５日、２１日） 

・線量当量測定記録（ＮＵＣＥＦ）（令和２年１１月） 

ｃ）放射線作業における被ばく評価の実績 

 資料名  

・放射線作業連絡票（モニタ設備の点検作業）（令和２年１２月１８日） 

 

（３）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 
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検査対象 

１）ＪＲＲ－２施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物の管理に係る要領等の整備 

 資料名  

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＪＲＲ－２本体施設管理手引（２０２０年１２月１１日改定） 

・廃棄物の仕掛品管理要領（ＪＲＲ－２）（２０１９年７月３１日改定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名  

・固体廃棄物記録票（電子承認済み）（２０２１年１月２２日）（ＩＣタグＮｏ．１４１０２

２０４６８～１４１０２２０４７５） 

・放射性廃棄物情報管理システムの引取状況検索（２０２０年２月８日現在） 

・ＪＲＲ－２本体施設巡視点検表（令和３年２月１日～５日） 

・ＪＲＲ－２廃棄物の仕掛品巡視点検表（令和３年１月２９日、２月５日） 

２）ＪＲＲ－４施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物の管理に係る要領等の整備 

 資料名  

・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０２０年９月２８日改定） 

・ＪＲＲ－４管理手引（２０２０年１０月２９日改定） 

・ＪＲＲ－４廃棄物の仕掛品及び固体廃棄物の管理要領（２０１９年１１月２８日改

定） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 ａ）放射性固体廃棄物の管理に係る要領等の整備 

 資料名  

・廃棄物の仕掛品及び固体廃棄物の保管状況巡視記録（２０２１年１月、２月） 

・廃棄物の仕掛品収納物管理表（令和３年１月２５日、２月４日） 

・固体廃棄物保管管理表（ローディングドックＡ）（令和２年度） 

・ＪＲＲ－４廃棄物の仕掛品管理表（炉室地階、炉室１階、建家２階、廃液貯槽室）

（令和３年１月２５日） 

・ＪＲＲ－４高線量廃棄物の仕掛品管理表（地階、１階、炉室）（令和３年１月２５

日） 

・廃棄物保管場所における固体廃棄物保管廃棄記録票（ＪＲＲ－４）（２０２１年１

月２５日、２月４日） 

・ＪＲＲ－４廃棄物保管場所巡視点検記録（令和２年１２月１１日） 

３）ＴＲＡＣＹ施設における放射性固体廃棄物等の管理状況 

ａ）放射性固体廃棄物等の管理の要領等の整備 

 資料名  
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・原子力科学研究所 放射線安全取扱手引（２０20 年９月２８日改定） 

・ＳＴＡＣＹ施設本体施設運転手引及びＴＲＡＣＹ施設本体施設管理手引（２０２０

年１２月１８日改定）（第５編 ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹ廃棄施設運転手引） 

・廃棄施設作業手順書（２０２１年１月２５日改定）（第４編 ＮＵＣＥＦ施設固体状

放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品並びに再使用する物品の管理マニュアル） 

ｂ）放射性固体廃棄物の保管管理 

 資料名 

・廃棄物の仕掛品受入記録（ドラム缶Ｎｏ．炉（Ｓ）－Ｆ－０８）（令和２年２月２１日

～４月８日） 

・ＮＵＣＥＦ原子炉施設廃棄物の仕掛品リスト（令和３年１月２２日） 

・ＮＵＣＥＦ実験棟廃棄物仕掛品配置図（令和３年１月２２日） 

・廃棄物の仕掛品点検表（ＳＴＡＣＹ施設/ＴＲＡＣＹ施設）（令和３年１月） 

・固体廃棄施設 日常点検記録表（令和３年１月４日～２９日） 

・固体廃棄施設 廃棄物保管場所 週例点検記録表（令和３年１月２９日） 

・放射性廃棄物保管状況点検記録（β・γ固体廃棄物保管室）（令和３年１月２

２日） 

・放射性固体廃棄物引取検討依頼書（不燃）（令和２年１１月５日） 
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【廃棄物埋設施設】 

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 

 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 日常観察 

検査対象  

１）ＣＡＰ活動に係る規定類の整備 

２）廃棄物埋設施設における CAP 活動 

ａ）原子力科学研究所の CAP 活動 

ｂ）バックエンド技術部の CAP 活動 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 日常観察 

検査対象  

１）ＣＡＰ活動に係る規定類の整備 

 資料名 

・原子力科学研究所 廃棄物埋設施設品質マネジメント計画書（２０２０年１２月１

日改訂） 
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・原子力科学研究所 ＣＡＰ活動要領（２０２０年３月３０日制定） 

・原子力科学研究所 不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領（２０２

０年１１月２７日改定） 

・原子力科学研究所 不適合管理専門部会運営要領（２０２０年３月２６日改定） 

・原子力科学研究所 水平展開要領（２０２０年３月２７日改定） 

２）廃棄物埋設施設における CAP 活動 

ａ）原子力科学研究所の CAP 活動 

 資料名 

・令和２年度第３５回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和２年１２月２３日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３５回研究所ＣＡＰ会議：令和２年１２月２

３日） 

・令和２年度第３６回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和３年１月１３日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３６回研究所ＣＡＰ会議：令和３年１月１３

日） 

・令和２年度第３７回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和３年１月２０日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３７回研究所ＣＡＰ会議：令和３年１月２０

日） 

・令和２年度定期（年度中期）理事長マネジメントレビューへのインプット情報報告書 

・添付２ 不適合情報等の傾向分析結果について（令和２年度中期）（令和２年１０

月１５日） 

ｂ）バックエンド技術部の CAP 活動 

 資料名 

・令和２年度第３５回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和２年１２月２３日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３５回研究所ＣＡＰ会議：令和２年１２月２

３日） 

・令和２年度第３６回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和３年１月１３日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３６回研究所ＣＡＰ会議：令和３年１月１３

日） 

・令和２年度第３７回研究所ＣＡＰ会議 議事録（令和３年１月２０日） 

・ＣＲリスト（令和２年度）（令和２年度第３７回研究所ＣＡＰ会議：令和３年１月２０

日） 

・令和２年度定期（年度中期）理事長マネジメントレビューへのインプット情報報告書 

・添付２ 不適合情報等の傾向分析結果について（令和２年度中期）（令和２年１０

月１５日） 
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【使用施設】 

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、

使用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 

 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象  

１）燃料試験施設プール台車制御系等の更新 

a)規定類の整備 

b)記録類 

 

（２）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象  

１）ホットラボの廃止措置に係るウランマグノックス用鉛セル No.1～No.4 の解体及び付 

帯設備撤去作業 

a)規定類の整備 

b)記録類 

 

(３)BO2010 運転管理  

検査項目 運転管理 
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検査対象  

１）バックエンド研究施設の運転管理 

a)規定類の整備 

b)記録類 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

1）燃料試験施設プール台車制御系等の更新 

a)規定類の整備 

資料名 

・燃料試験施設本体施設使用手引（改定：２７） 

・原子力科学研究所調達管理要領（改定：１３） 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領（改定：２３） 

・臨界ホット試験技術部の設計・開発管理要領（改定：１２） 

b)記録類 

資料名 

・原子炉施設・核燃料物質使用施設等の許可・設工認等の要否判定プロセスの記

録の記録（燃料試験施設プール台車制御系等の更新：令和２年１月３１日） 

・調達要求事項の確認（燃料試験施設プール台車制御系等の更新：令和２年３月１

０日） 

・引合先の評価・再評価票（燃料試験施設プール台車制御系等の更新：令和２年６

月２日） 

 

（２）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

1）ホットラボの廃止措置に係るウランマグノックス用鉛セル No.1～No.4 の解体及び付帯設

備撤去作業 

a)規定類の整備 

資料名 

・ホットラボ本体施設使用手引（改定：３０） 

・ホットラボ特定施設運転手引（改定：２３） 

・原子力科学研究所調達管理要領（令和２年４月１日） 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領（改定：２
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３）  

・ホットラボ保安活動に従事する者の力量評価マニュアル（改定：０５）  

・臨界ホット試験技術部の年間使用計画、使用実施計画及び使用実施計画に基づ

く実績報告書の作成要領（平成３１年２月２１日）  

・危険予知（KY）活動及びツールボックスミーティング（TBM）実施要領（令和２年１１月

１３日） 

・リスクアセスメント要領（令和２年１１月１３日） 

・原子力科学研究所 文書及び記録の管理要領（改定：１９） 

・工事・作業の安全管理基準（令和２年１１月１３日） 

・個別要領書 ホットラボ廃止措置に係るウランマグノックス用鉛セル No.1～No.4 の解

体及び付帯設備撤去作業（令和３年１月１４日） 

b)記録類 

資料名 

・令和２年度ホットラボの施設管理目標設定票（令和２年４月１７日） 

・令和２年度ホットラボの施設管理目標設定票（施設管理の重要度が高い系統に対

する定量的な目標）（令和２年５月２７日） 

・ホットラボ施設管理実施計画（設備保全整理表）（検査要否整理表）（令和２年５

月２７日） 

・ホットラボに係る保安管理組織（令和２年１０月１３日） 

・作業責任者等認定制度の運用要領申請書（令和元年１２月１日） 

・ホットラボ修理及び改造計画書（ウランマグノックス用鉛セル及び廃棄施設の設備） 

（令和元年６月１４日） 

・発注仕様書（契約件名：ホットラボ廃止措置に係るウランマグノックス用鉛セル No.1～

No.4 の解体及び付帯設備撤去作業（平成３０年１０月１５日） 

・調達要求事項の確認（平成３０年１０月１２日） 

・引合先の評価・再評価票（平成３０年１１月２９日） 

・技術審査依頼書（兼回答書）（平成３０年１１月２９日） 

・業務連絡書 １９安環（業）１２０３０１「核燃料サイクル工学研究所高レベル放射性

物質研究施設における負傷者の発生を踏まえた水平展開の実施について（改善指

示）」 

・予防処置計画（令和元年１２月１８日） 

・予防処置報告書（令和２年６月３０日） 

・令和２年度 定期（年度中期）理事長マネジメントレビューへのインプット情報報告書

（臨界ホット試験技術部「原子炉施設及び核燃料物質使用施設等」） 

・業務連絡書 ２０科保品（業）０３２６１０「令和２年度 定期（年度中期）理事長マ

ネジメントレビューの結果について」 

・ホットラボ保安活動指標（ＰＩ）設定・評価票（第２四半期確認・評価）（令和２年１１
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月１９日） 

・令和２年度 ホットラボ保安活動指標（ＰＩ）設定・評価票（第２四半期確認・評価） 

（令和２年１１月１９日） 

・令和２年度 ホットラボ年間使用計画（改定：０） 

・工事・作業管理体制表（令和２年１１月２７日） 

・週間工程表（令和３年１月１８日～１月２４日） 

・月間工程表（令和３年１月） 

・KY・TBM 実施シート（令和３年１月１２日） 

・ワークシート（リスクアセスメント）（令和２年１０月２８日） 

・記録リスト（令和２年１０月２８日 

・作業員名簿（令和２年１１月３０日） 

・力量確認表（令和２年１１月３０日） 

・作業責任者等認定申請書（令和２年１０月９日） 

・緊急時連絡体制表（令和２年１２月２３日） 

・作業開始前・作業終了後点検記録表（令和３年１月２０日、２１日） 

・巡視点検記録表（令和３年１月２０日、２１日） 

 

（３）BO2010 運転管理  

検査項目 運転管理 

検査対象 

 1）バックエンド研究施設の運転管理 

a)規定類の整備 

資料名 

・バックエンド研究施設（BECKY）本体施設使用手引（改定：４２） 

・原子力科学研究所 不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領（改 

定：２３） 

・臨界ホット試験技術部の試験・検査の管理要領（改定：１２） 

・バックエンド研究施設（BECKY）本体施設自主検査要領（改定：１２） 

・臨界ホット試験技術部の教育・訓練管理要領（改定：２０） 

・臨界ホット試験技術部の部内品質保証審査機関運営要領（改定：１１） 

b)記録類 

資料名 

・令和２年度 臨界ホット試験技術部 BECKY 技術課 保安教育訓練実施計画 

（令和２年５月１８日） 

・保安活動に従事する者の力量評価表（再評価：令和２年３月１９日） 

・臨界ホット試験技術部 部内品質保証審査機関 審査手続票（変更許可取得に 

伴う改定）（答申：令和２年１０月５日） 
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・BECKY 巡視・点検記録（令和３年１月２７日） 

・BECKY 作業開始前・終了後点検表（セル及びセル付属設備）（令和３年１月２６ 

日） 

・バックエンド研究施設の施設定期自主検査の結果について（令和２年３月３０日） 

 

 


