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１．実施概要 

（１）設置者名： 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

（２）事業所名： 核燃料サイクル工学研究所 

（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 

津田 光伸 

検査補助者： 東海・大洗原子力規制事務所 

水野 英雄 

 

２．運転等の状況 

２．１ 再処理 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

再処理施設 廃止措置中（ガラス固化中） 

 

２．２ 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 

プルトニウム燃料第一開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第二開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第三開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム廃棄物処理開発施設 核燃料物質の使用実績有り。 

高レベル放射性物質研究施設 核燃料物質の使用実績有り。 

B 棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｊ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｍ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

ウラン系廃棄物処理施設 核燃料物質の使用実績無し。 

東海事業所第２ウラン貯蔵庫 核燃料物質の使用実績無し。 

 

【再処理施設】 

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
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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）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）定期事業者検査（冷却水設備プロセス用ポンプの性能試験【要領書番号９】）の

実施状況 

a）規定、要領書、手順の整備状況 

b）検査要領書の適切性 

c）検査実施体制の適切性 

d）定期事業者検査の実施状況 

2）定期事業者検査（ガラス固化技術開発施設の保管ピットの風量確認検査【要領

書番号１１】）の実施状況 

a）規定、要領書、手順の整備状況 

b）検査要領書の適切性 

c）定期事業者検査の実施状況 

3）定期事業者検査（セル等漏洩検知装置の警報試験【要領書番号３７】）の実施状

況 

a）規定、要領書、手順の整備状況 

b）検査要領書の適切性 

c）検査実施体制の適切性 

d）定期事業者検査の実施状況 

4）定期事業者検査（建家及びセル換気系インターロック作動試験（その３）【要領書

番号４－３】）の実施状況 

a）規定、要領書、手順の整備状況 
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b）検査要領書の適切性 

c）検査実施体制の適切性 

d）定期事業者検査の実施状況 

5）定期事業者検査（非常用発電機の作動試験【要領書番号３８】）の実施状況 

a）規定、要領書、手順の整備状況 

b）検査要領書の適切性 

c）検査実施体制の適切性 

d）定期事業者検査の実施状況 

 

 （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）ガラス固化技術開発施設槽類換気系排風機の保守点検 

a）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

b）保守管理の実施状況 

c）傾向監視結果 

2）主排気筒トリチウムカーボンサンプラの保守点検 

a）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

b）保守管理の実施状況 

c）保全の有効性評価、高経年化技術評価 

 

 （３）BM0100設計管理 

 検査項目 設計管理の適切性 

検査対象  

1）分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換 

a）設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

b）設計要求事項、仕様書 

c）手順書に基づき実施された記録 

 

（４）BM0110作業管理 

 検査項目 作業管理 

検査対象  

１）分離精製工場のＭＳマニプレータの整備作業の役務の調達管理 

a）調達管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b）調達プロセス 

c）調達品の検証 
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 （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）高放射性液体廃棄物貯槽の温度上昇警報装置の性能試験 

a）サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b）試験計画、実施体制 

c）サーベイランス試験の実施状況 

 

 （６）BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

検査対象  

1）廃棄物処理場の蒸発処理運転の運転管理 

a）運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

b）運転管理の実施状況 

c）運転要員の教育・訓練、力量管理 

 

（７）BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

検査対象  

1）プルトニウム転換技術開発施設の焙焼還元炉（Ｐ１４Ｘ１４）の臨界管理 

a）臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

b）運転要員の教育・訓練、力量管理 

 

 （８）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象  

1）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（消火栓）の管理状況 

a）消防設備等の設置場所 

b）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c）保守管理、巡視等の実施状況 

2）焼却施設の消防設備等（熱感知器）の管理状況 

a）消防設備等の設置場所 

b）保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c）保守管理、巡視等の実施状況 

 

検査項目 年次検査 

検査対象  
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1）自衛消防隊（消防班）の維持管理状況 

a）自衛消防隊（消防班）に係る要領書、手順書の整備状況 

b）自衛消防隊（消防班）の訓練実施状況 

c）資機材、装備の管理状況 

 

（９）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）再処理廃止措置技術開発センターの緊急時対応組織における体制 

a）緊急時対応組織に係る要領書、手順書の整備状況 

b）緊急時対応組織に係る体制、訓練 

c）通信設備等の管理状況 

 

（１０）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）再処理廃止措置技術開発センターの現場指揮所（技術管理棟）の設備、資機材

等の保全状況 

a）保全・管理に係る要領書、手順書の整備状況 

b）保全・管理の実施状況 

c）現場指揮所の非常用電源供給状況 

 

 （１１）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）自然災害を想定した避難訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 

b)訓練計画、実施記録 

2）再処理センターの保安規定第５３条第２項に係る異常事態対処訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 

b)訓練計画、実施記録 

 

（１２）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

1）分離精製工場の地震発生時に備えた体制の準備状態 

a）地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 
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b）点検実施状況、人員配置、通報連絡体制 

c）地震発生時の対応要員 

 

（１３）BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象  

1）分離精製工場の津波発生時に備えた体制の準備状態 

a）津波発生時の対応手順書等の整備状況 

b）津波発生時の対応要員 

c）訓練状況 

 

（１４）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）分析所の貯蔵室（Ｇ１２０）固着汚染箇所の処置作業の放射線被ばく管理 

a）放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

b）放射線作業、汚染管理等の実施状況 

 

 （１５）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）不適合の是正状況 

a)不適合に係る規定、要領、手順の整備状況 

b)是正処置状況 

c)有効性レビュー 

 

５．確認資料 

５．１ 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）定期事業者検査（冷却水設備プロセス用ポンプの性能試験【要領書番号９】）の実施

状況 

a)規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設 独立検査要領（再Ｑ品証０１０版番号０－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 
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・第１回 再処理施設 施設管理実施計画 令和２年１２月（再Ｐ再００１版番号０

－００） 

・第１回 定期事業者検査実施計画（再Ｐ品証００１版番号０－００） 

b)検査要領書の適切性 

       資料名 

・定期事業者検査要領書 ９冷却水設備プロセス用ポンプの性能試験（再Ｑ品証１

１１版番号０－００） 

c)検査実施体制の適切性 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査実施体制（検査実施期間：令和２年１２月２３日） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和２年１１月２１日課長指名） 

d)定期事業者検査の実施状況 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査成績書 検査項目名：冷却水設備プロセス用ポンプの性

能試験（検査年月日：令和２年１２月２３日） 

2）定期事業者検査（ガラス固化技術開発施設の保管ピットの風量確認検査【要領書番

号１１】）の実施状況 

a)規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設 独立検査要領（再Ｑ品証０１０版番号０－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画 令和２年１２月（再Ｐ再００１版番号０

－００） 

・第１回 定期事業者検査実施計画（再Ｐ品証００１版番号０－００） 

b)検査要領書の適切性 

       資料名 

・定期事業者検査要領書 １１ガラス固化技術開発施設の保管ピットの風量確認

検査（再Ｑ品証１１３版番号０－００） 

・ガラス固化技術開発施設の保管ピットの風量確認検査に係る判定基準について 

ガラス固化処理課（作成日：平成２３年７月２７日） 

c)定期事業者検査の実施状況 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査成績書 検査項目名：ガラス固化技術開発施設の保管

ピットの風量確認検査（検査年月日：令和３年１月２７日） 

・再処理施設 施設定期自主検査 ＴＶＦ－ガ処－２０－Ｙ－００２（検査期間：令

和３年１月１９日） 

・検査日程表（定期事業者検査）（検査期日：令和３年１月２７日） 
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3）定期事業者検査（セル等漏洩検知装置の警報試験【要領書番号３７】）の実施状況 

a)規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設 独立検査要領（再Ｑ品証０１０版番号０－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画 令和２年１２月（再Ｐ再００１版番号０

－００） 

・第１回 定期事業者検査実施計画（再Ｐ品証００１版番号０－００） 

b)検査要領書の適切性 

       資料名 

・定期事業者検査要領書 ３７セル等漏洩検知装置の警報試験（再Ｑ品証１４４

版番号０－００） 

c)定期事業者検査の実施状況 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査成績書 検査項目名：セル等漏洩検知装置の警報試

験（検査年月日：令和３年３月２日） 

・第１回 定期事業者検査実施体制（検査実施期間：令和３年３月２日） 

・検査日程表（定期事業者検査）（検査期日：令和３年３月２日） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和２年１２月２１日課長指名） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和３年１月１８日課長指名） 

4）定期事業者検査（建家及びセル換気系インターロック作動試験（その３）【要領書番号

４－３】）の実施状況 

a)規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設 独立検査要領（再Ｑ品証０１０版番号０－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画 令和２年１２月（再Ｐ再００１版番号０

－００） 

・第１回 定期事業者検査実施計画（再Ｐ品証００１版番号０－００） 

b)検査要領書の適切性 

       資料名 

・定期事業者検査要領書 ４－３建家及びセル換気系インターロックの作動試験（そ

の３）（再Ｑ品証１０６版番号０－００） 

c)定期事業者検査の実施状況 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査成績書 検査項目名：建家及びセル換気系イン

ターロックの作動試験（その３）（検査年月日：令和３年３月１２日） 
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・第１回 定期事業者検査実施体制（検査実施期間：令和３年３月１２日） 

・検査日程表（定期事業者検査）（検査期日：令和３年３月１２日） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和３年１月１８日課長指名） 

5）定期事業者検査（非常用発電機の作動試験【要領書番号３８】）の実施状況 

a)規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設 独立検査要領（再Ｑ品証０１０版番号０－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画 令和２年１２月（再Ｐ再００１版番号０

－００） 

・第１回 定期事業者検査実施計画（再Ｐ品証００１版番号０－００） 

b)検査要領書の適切性 

       資料名 

・定期事業者検査要領書 ３８非常用発電機の作動試験（再Ｑ品証１４５版番号

０－００） 

c)定期事業者検査の実施状況 

       資料名 

・第１回 定期事業者検査成績書 検査項目名：非常用発電機の作動試験（検

査年月日：令和３年３月１１日、１２日） 

・第１回 定期事業者検査実施体制（検査実施期間：令和３年３月１１日、１２日） 

・検査日程表（定期事業者検査）（検査期日：令和３年３月１１日、１２日） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和２年１２月２１日課長指名） 

・定期事業者検査の検査員指名記録（令和３年１月１８日課長指名） 

 

（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）ガラス固化技術開発施設槽類換気系排風機の保守点検 

a)保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画（再Ｐ再００１版番号０－００） 

・再処理施設 保全有効性評価要領（再Ｑ再０２０版番号０－００） 

・回転機器管理要領（再Ｓガ管００７版番号１－０４） 

・供用期間中検査の検査要領書（再Ｑガ管０１５版番号０－０２） 

・ガラス固化技術開発施設に係る施設定期自主検査要領書（再Ｑガ管０１０版番

号０－０６６） 

b)保守管理の実施状況 
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       資料名 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 ＴＶＦ－ガ管－１９－Ｙ－００１（２）（検査

期間：令和２年２月２６日） 

・供用期間中の検査 自主検査記録 ポンプ等回転機器（排風機）の健全性確認

検査槽類換気系排風機（Ｇ４１Ｋ５０）（検査年月日：令和２年１２月２日） 

c)傾向監視結果 

       資料名 

・回転機器の振動測定記録（令和元年度） 

・回転機器の振動測定記録（令和２年度１月期） 

・２０２０年度 Ｇ４１Ｋ５０排風機測定記録傾向グラフ（令和２年度） 

2）主排気筒トリチウムカーボンサンプラの保守点検 

a)保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・第１回 再処理施設 施設管理実施計画（令和２年１２月 放射線管理部） 

・業務の計画及び実施要領書（放Ｑ－Ｄ改訂番号３９） 

・令和２年度 放射線管理部長期保全計画（作成日：令和２年４月３日） 

・令和２年度 放射線管理第２課保全計画（作成日：令和２年４月３日） 

・再処理施設に係る放射線管理部の業務の計画（令和２年度）（放Ｑ－Ｄｄ－００２

改訂番号５０） 

・放射線管理用機器等の管理要領（放Ｍ－放２Ｙ－Ⅵ－１改訂番号３０） 

・排気モニタの点検手順書（放Ｍ－放２ＫＴ－Ⅵ－１０改訂番号２４） 

・排気関連機器の定期保守点検の手順書（放Ｍ－放２ＫＴ－Ⅵ－１１改訂番号１

７） 

・主排気筒トリチウムカーボンサンプラ装置の保守点検作業 点検要領書 日本放

射線エンジニアリング株式会社（令和元年１１月１８日放射線管理第２課長確認） 

・エアスニファブロワの点検手順書（放Ｍ－放２ＫＴ－Ⅵ－３改訂番号６） 

b)保守管理の実施状況 

       資料名 

・トリチウムカーボンサンプラ点検記録（排気筒ユニット１ 現場用）（令和２年１１月） 

・主排気筒トリチウムカーボンサンプラ装置の保守点検作業 点検報告書 日本放

射線エンジニアリング株式会社（令和２年１月７日放射線管理第２課長確認） 

c)保全の有効性評価、高経年化技術評価 

       資料名 

・令和元年度「メーカ点検報告書の確認評価表」 主排気筒トリチウムカーボンサン

プラの保守点検作業（令和２年１月７日放射線管理第２課長） 

・東海再処理施設トリチウム及び炭素１４サンプラの高経年化評価結果の概要（平

成２８年６月２８日核燃料サイクル工学研究所） 
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・電気・計装類のＫ値算定根拠書 対象施設・機器名称：トリチウム・炭素１４サンプ

リング装置（平成２８年６月２８日） 

 

（３）BM0100設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

1）分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換 

a)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

       資料名 

・再処理施設品質保証計画書（ＱＳ－Ｐ０６改訂番号２６） 

・購買管理規則（再Ｑ前施００２版番号２０－０２） 

・検査・試験要領書 排気ブロワ用電動機の修理（平成３０年９月１５日） 

・運転要領書 Ｕ２０７分離精製工場（ＭＰ換気設備） ユニットの運転 異常時の

措置（平成３０年７月２日改訂） 

・使用前自主検査要領書 分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換（再

Ｑ保ⅰ５０１版番号０－００） 

b)設計要求事項、仕様書 

       資料名 

・排気ブロワ用電動機の修理 仕様書（平成３０年６月） 

c)手順書に基づき実施された記録 

       資料名 

・検査・試験成績書 排気ブロワ用電動機の修理（２０１９年１月３１日） 

・使用前自主検査記録 分離精製工場のアンバー系排風機の電動機交換（アンバ

ー系排風機２０７Ｋ１４、２０７Ｋ１５の電動機）（検査年月日：令和元年１０月８日） 

 

（４）BM0110作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

1）分離精製工場のＭＳマニプレータの整備作業の役務の調達管理 

a)調達管理に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・再処理施設品質マネジメント計画書（ＱＳ－Ｐ０６改訂番号２８） 

・品質マニュアル（再Ｑ再００１版番号１１－００） 

・購買管理規則（再Ｑ施００２版番号２０－０２） 

・業務計画（施設管理部 前処理施設課編）（再Ｐ前施００１版番号０－００） 

・前処理施設課点検記録管理標準（再Ｔ前施００１版番号０－１０） 

・ＭＳマニプレータ保守管理要領（再Ｑ前施０２４版番号０－００） 
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b)調達プロセス 

       資料名 

・前処理施設課保全計画（計画・実績）（令和２年４月６日課長確認） 

・前処理施設課保全計画（計画・実績）（令和３年１月８日課長確認） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 ＭＳマニプレータの保守作業（Ｓ２－前施

課－１９－０２０） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 ＭＳマニプレータの整備作業（Ｓ２－前施

課－２０－０１９） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 ＭＳマニプレータの整備作業（その２）（Ｓ

２－前施課－２０－０２４） 

・保全作業伝票（整理番号：２１０－２０１９－受１０１） 

・保全作業伝票（整理番号：２１０－２０２０－受１０１） 

・ＭＳマニプレータの健全性確認記録（平成３１年４月１２日） 

・一般契約請求票（請求Ｎｏ．３１０２Ｃ０４８２５） 

・一般契約請求票（請求Ｎｏ．０２０２Ｃ０３７０１） 

・契約通知書、契約仕様書（契約Ｎｏ．３１０２Ｃ０４８２５） 

・契約通知書、契約仕様書（契約Ｎｏ．０２０２Ｃ０３７０１） 

・購買先の品質保証計画書の評価・確認チェックシート（令和２年９月２９日確認） 

・調達先の品質管理調査書 ＭＳマニプレータの整備作業（請求Ｎｏ．０２０２Ｃ０３７

０１） 

・購買先評価書 協力会社名：（株）永木精機（令和２年７月２９日品証課長承認） 

c)調達品の検証 

       資料名 

・作業要領書 ＭＳマニプレータの整備作業 （株）永木精機（令和２年１１月１３日

課長確認） 

・作業員名簿 （株）永木精機（２０２０年１０月３０日作成） 

・ＭＳマニプレータの部品交換手順書（令和２年２月２７日） 

・ＭＳマニプレータの部品交換手順書（令和２年３月１９日） 

・部品交換に係る検査記録 ＭＳマニプレータＮＯ．ＭＴ－２９（受入検査）（検査日：

令和２年２月２７日） 

・部品交換に係る検査記録 ＭＳマニプレータＮＯ．ＭＴ－２９（据付検査）（検査日：

令和２年２月２７日） 

・部品交換に係る検査記録 ＭＳマニプレータＮＯ．ＭＴ－２９（作動検査）（検査日：

令和２年３月１９日） 

・作業日報（２０２０年１２月２５日） 

 

（５）BO0010 サーベイランス試験 
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検査項目 標準的な検査 

検査対象 

1）高放射性液体廃棄物貯槽の温度上昇警報装置の性能試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・安全作業基準（令和２年９月１日改訂） 

・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１２－００） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１８－００） 

・施設定期自主検査管理規則（再Ｑ化施１０７版番号０－０４） 

b)試験計画、実施体制 

       資料名 

・再処理施設定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－０１） 

・令和２年度 年間作業計画・実績（令和２年４月２２日作成） 

c)サーベイランス試験の実施状況 

       資料名 

・施設定期自主検査要領書（再Ｑ化施１０８版番号０－０８） 

・施設定期自主検査記録（検査実施日：令和２年１２月９日） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年７月１６日課長承認） 

 

（６）BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

検査対象 

1）廃棄物処理場の蒸発処理運転の運転管理 

a)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・運転要領書 Ｕ３２１低放射性廃液第一蒸発濃縮処理工程 ユニットの運転（平

成３０年７月１日改訂） 

・運転要領書 Ｕ３２１低放射性廃液第一蒸発濃縮処理工程 異常時の措置（平

成３０年７月１日改訂） 

b)運転管理の実施状況 

       資料名 

・ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ工程名：Ｕ３２１低放射性廃液第一蒸発濃縮処理工程（令

和２年１１月１１日～令和２年１１月１２日運転分） 

・操作・保守記録 （令和２年１１月１２日分） 

・ログシート［工程用］（令和２年１１月１２日分） 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

       資料名 
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・教育訓練カリキュラム標準（再Ｔ品証００２版番号１１－０９） 

・運転員階層区分管理表（令和２年７月２日教育担当確認） 

・運転指示書（スポット・インストラクション）（課ＮＯ．２０－３－００３ 令和２年１０月

３０日） 

・教育・訓練実施報告書 就業中放射線業務従事者教育（令和２年１１月２日実

施） 

 

（７）BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

検査対象 

1）プルトニウム転換技術開発施設の焙焼還元炉（Ｐ１４Ｘ１４）の臨界管理 

a)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・運転要領書 ユニットの運転 Ｐ１４倍焼還元工程（平成３１年３月２５日改訂） 

・ＯＳＣＬ（再Ｐ転換Ｏ１４０１ｄ 平成２８年６月９日） 

・焙焼還元工程 作業シート（２０１６年６月８日～１０日） 

b)運転要員の教育・訓練、力量管理 

       資料名 

・運転指示書 ゼネラル・インストラクション ＮＯ．１６－０１－６ （平成２８年５月２０

日） 

・運転員の階層・身分等一覧（平成２７年度作成） 

 

（８）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

1）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（消火栓）の管理状況 

a)消防設備等の設置場所 

       資料名 

・消防用設備等検査済証（第３－１３号 平成３年８月１日） 

・ガラス固化技術開発施設 消火設備地下１階、地下２階 平面図（図面番号：Ｎ

ｏ Ｔ－６００９１０－ 日建設計） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・防消火機器類の保守管理要領（再Ｑ保ⅱ０９４版番号１－００） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

       資料名 

・消防用設備等点検結果報告書 消火設備点検票 上期（期間：令和元年１０月
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～令和元年１２月） 

・消防用設備等点検結果報告書 消火設備点検票 下期（期間：令和２年１月～

令和２年３月） 

2）焼却施設の消防設備等（熱感知器）の管理状況 

a)消防設備等の設置場所 

       資料名 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（焼却施設）（令和元年２月） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和２年９月） 

・仕様書（令和２年７月） 

・消防設備の保守点検及び防災管理点検 点検要領書 能美防災株式会社（令

和３年１月６日確認） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

       資料名 

・保全作業伝票 令和２年度消防設備の定期点検依頼（２０２０．４．１４） 

・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 名称：焼却施設ＩＦ（点検

実施年月日：令和２年１月１７日～令和２年２月１４日） 

 

検査項目 年次検査 

資料名 

1）自衛消防隊（消防班）の維持管理状況 

a)自衛消防隊（消防班）に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（最終改正 令０２サ（規則）第１７号 令

和２年９月１日） 

・核燃料サイクル工学研究所 消防班規則（最終改正 ２４サ（規則）第４６号 平

成２４年１０月１日） 

b)自衛消防隊（消防班）の訓練実施状況 

       資料名 

・消防班活動報告書（令和３年１月） 

・常駐消防班訓練報告書（令和３年１月） 

・防災訓練実施結果報告書（令０２原機（サ保）１１７ 令和３年１月１９日） 

・化学車合同消火訓練について（依頼） ひたちなか東海広域事務組合（ひ東事東

署発第１４号 令和元年７月１７日） 

・消防職員派遣について（依頼）（令和３年１月５日） 

c)資機材、装備の管理状況 
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       資料名 

・消防班活動資機材の点検手順書（（危）内規第５０号 改定番号０１） 

・一般複合容器再検査成績書（検査実施日：２０２０年１２月２４日） 

 

（９）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）再処理廃止措置技術開発センターの緊急時対応組織における体制 

a)緊急時対応組織に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・緊急作業に従事する放射線業務従事者の選出に係る管理要領（再処理施設編）

（再Ｑ管理００７版番号３－００） 

b)緊急時対応組織に係る体制、訓練 

       資料名 

・緊急作業に係る原子力防災要員（実効線量限度２５０ｍＳｖ）の現状（平成３０年

７月１日現在） 

・緊急作業に従事する要員リスト（実効線量限度２５０ｍＳｖ）（令和２年４月１日現

在） 

・教育・訓練実施報告書 特例緊急作業特別教育（令和２年１２月３日） 

・文書のレビューチェックシート（確認日：令和２年３月２０日） 

・緊急作業に係る保安訓練スケジュール（再処理センター予定）（令和２年度） 

c)通信設備等の管理状況 

       資料名 

・事故対応資機材の点検要領（再Ｑ管理０１０版番号４－００） 

・令和２年度上期 事故対応資機材点検表（点検年月日：令和２年６月３０日） 

・ＭＣＡ無線機確認チェックリスト（令和３年１月） 

・緊急時対策所・現場指揮所接続確認チェックリスト（点検報告日：２０２１年１月２

１日） 

 

 （１０）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）再処理廃止措置技術開発センターの現場指揮所（技術管理棟）の設備、資機材等

の保全状況 

a)保全・管理に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 
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・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・前処理施設課 施設定期自主検査要領書（再Ｑ前施１１０版番号０－００） 

・自主検査要領書（再Ｑ前施１０６版番号０－１１） 

・安全性向上対策等に係る計画（再Ｑ処００７版番号０－００） 

b)保全・管理の実施状況 

       資料名 

・施設定期自主検査記録（通信機材）（検査期間：令和２年１２月２４日） 

・シビアアクシデント対応用品の月例点検記録（簡易無線機、ＭＣＡ、衛星電話）

（検査年月日：令和３年１月５日） 

c)現場指揮所の非常用電源供給状況 

       資料名 

・前処理施設課 停電時の対応要領書（再Ｓ前施１２１版番号０－０３） 

・前処理施設課 ＬＰガス発電設備の管理要領（再Ｓ前施１１７版番号０－０１） 

・ＬＰガス発電設備の月例点検（検査年月日：令和３年１月４日） 

・ＬＰガス発電設備の年次点検（検査年月日：令和２年１２月１５日） 

 

（１１）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）自然災害を想定した避難訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・事故対策規則（令和２年１１月２４日施行） 

・事故対策手順（令和３年１月１５日改訂） 

・各部・センター 通報連絡責任者及び代理者（２０２０年１０月９日版） 

b)訓練計画、実施記録 

       資料名 

・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和２年９月） 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 年間訓練計画（令和２年７月６日変更） 

・大津波警報発表時の避難等の対応について（令和２年７月２７日改正） 

・大津波警報発表時の避難等の対応について（令和２年１２月２５日改正） 

・平成３０年度 核燃料サイクル工学研究所避難訓練実施結果（平成３１年５月３

０日） 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所避難訓練実施結果（令和２年１２月２２

日） 

・保安教育・訓練実施報告書 タイトル：緊急通報連絡訓練（令和２年１２月１日） 

2）再処理センターの保安規定第５３条第２項に係る異常事態対処訓練の実施状況 
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a)要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・事故対策規則（令和２年１２月１日施行） 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・センター規則 教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３） 

・共通安全作業要領（令和２年９月１５日改訂） 

・管理職通報連絡系統図（勤務時間内）（令和２年１０月１日） 

・管理職通報連絡系統図（勤務時間外及び休日）（令和２年１０月１日） 

・再処理廃止措置技術開発センター保安管理者及び代理者一覧（令和２年１０月

１日） 

・化学処理施設課 緊急連絡体制（令和３年２月１日改訂） 

b)訓練計画、実施記録 

       資料名 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 年間訓練計画（令和２年３月１０日） 

・令和２年度 保安強化の日に実施する教育・訓練予定表（令和２年４月２７日） 

・令和２年度 法規制に基づく保安訓練〈計画〉（令和２年４月１０日確認） 

・再処理施設保安規定第５３条第２項及び事故対処の有効性評価に係る訓練に

ついて（令和３年１月７日） 

・令和元年度 再処理施設保安規定第５３条第２項訓練の実施結果について（令

和２年２月５日） 

・再処理施設保安規定第５３条第２項に係る訓練の実施結果について（令和３年２

月１７日） 

・教育・訓練実施報告書（令和元年１１月１８日） 

・教育・訓練実施報告書（令和３年１月１４日） 

 

（１２）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

1）分離精製工場の地震発生時に備えた体制の準備状態 

a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・地震発生時の対応について（令和２年３月３０日改正） 

・地震時の対応要領（再Ｑ管理０１１版番号３－００） 

・地震発生時の対応要領書（再Ｓ前施１２０版番号０－０１） 

・地震時の対応要領書（再Ｑ前施００７版番号０－０３） 

・異常時等の対応規則（再Ｓ化施００２版番号０－０１） 
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・地震発生時の対応要領書（再Ｓ化施１０４版番号０－０２） 

・操作記録・保守記録管理規則（再Ｍ再０１１版番号８－００） 

・文書のレビュー結果（承認日：令和元年９月１７日） 

・文書のレビュー結果（承認日：令和３年２月８日） 

b)点検実施状況、人員配置、通報連絡体制 

       資料名 

・地震発生時の現場点検記録（技術管理課）（令和３年２月１３日） 

・技術管理課 緊急連絡体制表（令和２年１１月現在） 

・現場対応版 総務・情報Ｇｒ役割分担表（事故トラブル訓練共通）（令和２年１２

月１７日改訂） 

・地震発生時の点検報告書（分離精製工場 前処理施設課所掌範囲）（令和３年

２月１３日） 

・地震時（震度３以上）点検結果報告書（令和３年２月１３日） 

・操作・保守記録（令和３年２月１３日） 

・地震発生時の現場点検記録（令和３年２月１３日） 

・地震発生時の分離精製工場現場点検記録（令和３年２月１３日） 

c)地震発生時の対応要員 

       資料名 

・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３） 

・夜間・休日における初期対応者の選任について（令和３年２月１０日） 

・夜間・休日における初動対応者の選任について（令和３年２月１０日） 

・２０２０年度 技術部技術管理課 力量到達評価表（令和２年９月１０日承認） 

・力量到達評価表（承認日：令和２年２月１４日） 

・力量到達評価表（承認日：平成３０年１１月９日） 

・教育・訓練実施報告書 異常時の対応（平成３０年１１月９日） 

 

（１３）BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象 

1）分離精製工場の津波発生時に備えた体制の準備状態 

a)津波発生時の対応手順書等の整備状況 

       資料名 

・大津波警報発表時の避難等の対応について（令和２年１２月２５日改正） 

・地震発生時の対応要領書（再Ｓ前施１２０版番号０－０１） 

・地震時の対応要領書（再Ｑ前施００７版番号０－０３） 

・異常時等の対応規則（再Ｓ化施００２版番号０－０１） 

・地震発生時の対応要領書（再Ｓ化施１０４版番号０－０２） 
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・浸水防止扉類の管理要領（再Ｓ化施００６版番号１－００） 

b)津波発生時の対応要員 

       資料名 

・夜間・休日における初期対応者の選任について（令和３年２月１０日） 

・夜間・休日における初動対応者の選任について（令和３年２月１０日） 

c)訓練状況 

       資料名 

・令和２年度 自然災害発生を想定した避難訓練の対応について（令和２年１１月

２０日） 

・令和２年度 自然災害発生を想定した避難訓練の結果について（令和２年１２月

４日） 

 

（１４）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）分析所の貯蔵室（Ｇ１２０）固着汚染箇所の処置作業の放射線被ばく管理 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

       資料名 

・放射線管理基準（令和２年９月１日施行） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書（Ｓ２－分析課－２０－００８） 件名：Ｇ１

２０固着汚染箇所の処置（計画承認：令和２年１０月６日部長承認） 

・「固着汚染箇所の処置」に係る作業手順書（令和２年１０月６日部長承認） 

・作業手順等の妥当性確認シート（分析課） 手順書件名：Ｇ１２０固着汚染箇所

の処置（令和２年１０月６日課長承認） 

・作業場所 人員配置図（令和２年１０月６日部長承認） 

・使用防護具等一覧（令和２年１０月６日部長承認） 

・使用防護具着脱装手順（令和２年１０月６日部長承認） 

・呼吸保護具選定根拠（令和２年１０月６日部長承認） 

・実効線量及び等価線量（体幹部・皮膚）推定（令和２年１０月６日部長承認） 

・等価線量（末端部・皮膚）推定及び被ばく管理計画（令和２年１０月６日部長承

認） 

b)放射線作業、汚染管理等の実施状況 

       資料名 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書（Ｓ２－分析課－２０－００８） 件名：Ｇ１

２０固着汚染箇所の処置（報告：令和２年１１月１２日部長確認） 

・作業手順（作業チェックシート：令和２年１０月１２日～２３日） 

・被ばく線量計画及び被ばく線量測定結果（令和２年１１月１２日部長確認） 
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・放射線モニタリング結果（令和２年１１月１２日部長確認） 

・担当課作業報告（令和２年１１月１２日部長確認） 

・放管２課管理報告（令和２年１１月１２日部長確認） 

・グリーンハウス使用前（使用開始時）点検表（点検日：令和２年１０月１６日） 

・汚染物品移動時の点検記録（点検実施日：令和２年１０月８日） 

・工程表（Ｇ１２０固着汚染箇所の処置）（作業期間：令和２年１０月１２日～１１月

２０日） 

 

（１５）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）不適合の是正状況 

a)不適合に係る規定、要領、手順の整備状況 

       資料名 

・不適合管理及び是正処置・未然防止処置規則（再Ｑ再０１３版番号２２－００） 

・不適合管理検討部会運営の手引き（再処理廃止措置技術開発センター編）（再

Ｍ品証００９版番号３－００） 

b)是正処置状況 

       資料名 

・令和２年度 不適合処置状況一覧（令和３年３月５日現在） 

・令和２年度 不適合事象関連報告書管理表（２０２１年２月１９日） 

・是正処置要求書（兼報告書）件名：ＩＦ焼却炉の廃棄物投入機ダンパ周りにおける

煤のような粉体の確認（番号：（是）Ｒ２－０８ 令和３年３月１日センター長確認） 

c)有効性レビュー 

       資料名 

・有効性レビュー報告書 件名：ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）の非管理区域に

保管していたポータブル酸素モニタの紛失（番号：（是）Ｒ１－１２ 令和２年８月２７

日センター長確認） 
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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）BM0110作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象  

1）プルトニウム燃料第一開発室の作業管理 

a)規定類の整備 

b)記録類 

 

（２）BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送） 

検査項目 燃料の運搬等 

検査対象  

1）プルトニウム燃料第二開発室の燃料運搬 

a)規定類の整備 

b)記録類 

 

５． 確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BM0110作業管理 
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検査項目 作業管理 

検査対象 

1）プルトニウム燃料第一開発室の作業管理 

a)規定類の整備 

資料名 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 調達管理要領書（改訂：１５） 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 設計管理要領書（改訂：１３） 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 運転管理要領書（改訂：２３） 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 保全有効性評価要領書（改訂：０） 

・ 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：２０） 

・ ＣＡＰ活動実施要領書（改訂：０２） 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 不適合管理並びに是正及び未然防止処置マニ 

ュアル（改訂：１２） 

b)記録類 

資料名 

・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画

（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日） 

・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 設備保全整理表（政

令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日） 

・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 検査要否整理表（政

令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日） 

・原子力安全に係る品質方針（令和２年４月１日） 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 品質目標リスト（令和２年４月２７日） 

・令和２年度 各部・センター品質目標リスト・実績  

①中間（第１～第２四半期）（令和２年１０月２８日） 

②暫定（第１～第３四半期）（令和３年１月２１日） 

・令和２年度 保全活動指標（ＰＩ）の測定・評価結果報告書（半期（第２四半期）

（令和２年１１月５日） 

・不適合管理報告書 

①Ｐｕ－１放射化学分析室（Ｒ－１３０）におけるＧＢ内温度上昇警報の誤吹鳴

について（管理番号：１９３（０２－０７）） 

②Ｐｕ－１セラミック室（Ｒ－１２５）におけるＧＢ内温度上昇警報の誤吹鳴について

（管理番号：１９５（０２－０９） 

 

（２）BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送） 

検査項目 燃料の運搬等 

検査対象 
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1）プルトニウム燃料第二開発室の燃料運搬 

a)規定類の整備 

資料名 

・ 核燃料物質使用変更許可申請書（プルトニウム燃料第二開発室）（令和２年２月

２６日） 

・ 放射性物質等事業所内運搬要領（令和２年８月５日） 

・ 核燃料輸送物の事業所外運搬に係る輸送管理要領（改訂：５） 

・ 核物質管理課作業マニュアル 封入棒集合体の移動及び貯蔵（ＢＡ－ＷＵ－１６

－０１９）  

・ 廃止措置技術開発課作業マニュアル 封入棒・集合体の運搬及び貯蔵作業（ＫＤ

－ＷＫ－１５－０３６） 

・ 計量管理担当者指定マニュアル（ＢＡ－ＷＴ－０７－０１１） 

・ 不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：２０） 

・ ＣＡＰ活動実施要領書（改訂：０２） 

・ プルトニウム燃料施設品質保証 不適合管理並びに是正及び未然防止処置マニ

ュアル（改訂：１２） 

b)記録類 

資料名 

・ 保安規定に基づく標識・表示の確認票（プルトニウム燃料第二開発室）（令和２年

１２月４日） 

・ 核燃料物質移動伝票（令和２年１２月２４日） 

・ 核物質管理課 力量評価表（令和２年３月１７日） 

・ 核物質管理課 計量管理担当者指定の記録（令和２年７月１日） 

・ 廃止措置技術開発課 ホイスト・クレーン運転者指名票（令和３年１月５日） 

・ 廃止措置技術開発課 玉掛け作業者指名票（令和３年１月５日） 

・ 特定核燃料物質の取扱いに係る終業点検表（令和２年１２月） 

①核物質管理課 （Ｃ－１１９、１２０、１２１、１３０） 

②廃止措置技術開発課（Ａ－１１３、１１４、Ｃ－１２５） 

・廃止措置技術開発課 通信連絡設備の点検記録（Ａ－１１３、１１４、Ｃ－１２５）

（令和２年１２月） 

・封入棒集合体運搬台車始業前点検記録表（令和２年１２月） 

・核物質管理課 クレーン始業前点検記録表（Ｃ－１３０）（令和２年１２月） 

・廃止措置技術開発課 クレーン作業開始前点検表（Ａ－１１３、１１４）（令和２年

１２月） 

・核物質管理課 クレーン月例点検 定期自主検査表（Ｃ－１３０）（令和２年１２月） 

・廃止措置技術開発課 クレーン・ホイスト月例点検 定期自主検査表（Ａ－１１３、

１１４）（令和２年１２月） 
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・廃止措置技術開発課 ＫＹ実施記録（令和２年１２月２４日） 

・環境プラント技術部廃止措置技術開発課業務予定一覧表（令和２年１２月２５日） 

・放射性廃棄物の処理、管理及び残材処理・廃止措置に係る業務請負契約に係る 

提出書類 

①従事者名簿 

②業務週報（令和２年１２月２１日から２７日） 

 

 


