
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

九州電力株式会社 

川内原子力発電所 

令和元年度（第２回）保安検査報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月 

原子力規制委員会 
 

 

 

  



 

2 
 

 
目  次  

１．実施概要…………………………………………………………………………… 3 

 

２．保安規定違反……………………………………………………………………… 4 

 

３．運転状況…………………………………………………………………………… 4 

 

４．検査内容…………………………………………………………………………… 4 

 

５．確認資料…………………………………………………………………………… 6 

 

６．特記事項…………………………………………………………………………… 17 

 
 

  



 

3 
 

１．実施概要 

（１）事業者名：九州電力株式会社 
（２）施設名：川内原子力発電所 
（３）検査実施期間：  

ア 年４回の保安検査 
① 基本検査 

令和元年７月８日～令和元年９月２５日 

② 追加検査 

なし。 

 

イ 安全確保上重要な行為等の保安検査 
① 原子炉の停止時の保安検査（１号機） 

令和元年７月２５日～同年７月３０日 

② ミッドループ運転時（燃料取出前）の保安検査（１号機） 
令和元年７月２９日～同年８月６日 

③ 燃料取替時（燃料取り出し）の保安検査（１号機） 
令和元年８月２日～同年８月１３日 

④ 燃料取替時（燃料装荷）の保安検査（１号機） 
令和元年９月６日～同年９月２０日 

⑤ ミッドループ運転時（燃料装荷後）の保安検査（１号機） 
令和元年９月６日～同年９月２５日 

⑥ 原子炉の起動時の保安検査（１号機） 
令和元年９月２７日～ 

⑦ ＳＡ1等要員訓練時の保安検査（１号機及び２号機） 
（ア）その他のＳＡ等要員訓練（１号機及び２号機） 

令和元年７月１日～令和元年８月２８日 

 

（４）検査実施者： 
川内原子力規制事務所 

鶴園 和男 

米丸 祥一 

川越 和浩 

佐々木 敬一 

堀江 良徳 

                                            
1 Severe Accident（重大事故）のこと。 
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藤原 秀一 

中村 哲朗 

原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 

福原 大輔 

武岡 英二 

志賀原子力規制事務所 

城内 忠 

 

２．保安規定違反 

なし。 

 

３．運転状況 

号機 出力(万 kW) 検査期間中の運転状況 

１号機 ８９．０ 
停止中 

定期検査に伴う停止期間：令和元年７月２７日（解列）～ 

２号機 ８９．０ 運転中 

 

４．検査内容 

今回の保安検査では、下記に示す検査項目について検査を実施した。 

（１）年４回の保安検査 
ア 基本検査 

①  品質保証活動の実施状況 
検査ガイド名：品質マネジメントシステムの運用 

 上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 是正処置プログラムの実効性 

 他の原子力施設から得られたトラブル情報等の反映状況 

 運転管理状況 

 事業者会議体（陪席） 

 

②  燃料体管理の実施状況 
検査ガイド名：燃料体管理（運搬・貯蔵） 

 上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 貯蔵施設における燃料の臨界管理等の燃料の貯蔵管理 
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イ 追加検査 
     なし。 

 

（２）安全確保上重要な行為等の保安検査 
① 原子炉の停止時の保安検査（１号機） 

検査ガイド名：原子炉起動停止 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 原子炉の起動操作に係る準備の実施状況 

 原子炉の起動操作の実施状況 

 

② ミッドループ運転時（燃料取り出し前）の保安検査（１号機） 

検査ガイド名：原子炉起動停止 
上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 ミッドループ運転操作に係る準備の実施状況 

 ミッドループ運転操作の実施状況 

 

③ 燃料取替時（燃料取り出し）の保安検査（１号機） 
検査ガイド名：原子炉起動停止 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 取替炉心の安全性評価の実施状況 

 燃料取替実施計画の立案状況 

 

④ 燃料取替時（燃料装荷）の保安検査（１号機） 
検査ガイド名：原子炉起動停止 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 取替炉心の安全性評価の実施状況 

 燃料取替実施計画の立案状況 

 

⑤ ミッドループ運転時（燃料装荷後）の保安検査（１号機） 
検査ガイド名：原子炉起動停止 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 ミッドループ運転操作に係る準備の実施状況 
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 ミッドループ運転操作の実施状況 

 

⑥ 原子炉の起動時の保安検査（１号機） 
検査ガイド名：原子炉起動停止 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 原子炉の起動操作に係る準備の実施状況 

 原子炉の起動操作の実施状況 

 

⑦ ＳＡ等要員訓練時の保安検査（１号機及び２号機） 
（ア）その他のＳＡ等要員訓練（１号機及び２号機） 

検査ガイド名：重大事故等対応要員の能力維持 

上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施したところ、当該検査項目に係る保

安規定違反は確認されなかった。 

 中央制御室主体の操作に係る成立性確認訓練の実施状況 

 技術的能力に係る成立性確認訓練の実施状況 

 現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練の実施状況 

 

５．確認資料 

（１）年４回の保安検査 

ア 基本検査 

① 品質保証活動の実施状況 

「当直課長引継簿」 

「計算機運転日誌」 

「警報記録」 

「巡視点検チェックシート」 

「ＣＡＰ会議資料」 

「原子力発電安全委員会資料」 

「川内原子力発電所安全運営委員会資料」他 

 

② 燃料管理の実施状況 

「燃料管理基準」 

「燃料管理業務要領」 

「作業管理要領」 

「川内 1 号機燃料貯蔵施設巡視点検チェックシート」 

「川内 1 号機使用済燃料ピット浄化冷却系統図」 

「川内 2 号機燃料貯蔵施設巡視点検チェックシート」他 
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（２）安全確保上重要な行為等の保安検査 
①  原子炉の停止時の保安検査（１号機） 
【原子炉停止時（事前確認）】 

 定期検査工程関連 
「川内１号機第２４回定期検査 クリティカル工程表」 

「川内１号機第２４回定期検査 クリティカル工程表（月間）」 

「川内１号機第２４回定期検査 週間クリティカル工程表（１、２次系）」 

「川内１号機第２４回定検停止工程」 

「安全運営委員会議事録」 

「川内１号機第２４回施設定期検査 検討用全体工程表」 

「川内１号機第２４回施設定期検査 検討用詳細工程表」 

「１号機第２４回定期検査日間工程会議議事録」 

「安全品質保証統括室業務要領」 

「停止時ＰＲＡ実施報告書（定期検査工程確定後）」 

「停止時ＰＲＡ実施報告書 兼 定期検査工程変更依頼書」他 

 

 基準、要領関連 
「発電課当直課長引継簿記載要領」 

「発電課定検時プラント管理要領」 

「運転基準（総括編） 保安規定第４章から第６章に係る業務確認表」 

「運転基準（原子炉編）Ⅳ－１－（２） 原子炉負荷変化（負荷上昇、降下）、Ⅳ－１－

（３） 原子炉停止（最小負荷から高温停止）、Ⅳ－１－（４） 原子炉停止（高温停止か

ら低温停止）」 

「運転基準（タービン編）Ⅲ－１－（３） タービン停止」 

「運転基準（電気編）Ⅱ－１－（５） 発電機停止」 

「規定文書配付前確認及び通知兼配付管理表」 

「運転基準（緊急処置編） Ⅵ－２－（１） 発電機トリップ、Ⅵ－３－（１） タービントリッ

プ、Ⅵ－４－（１） 原子炉トリップ、Ⅵ－４－（１１） 余熱除去系異常」 

「運転基準（緊急処置編第二部）１－（１９）－１ 停止中の全交流動力電源喪失、１－

（２０）－１ 停止中の海水冷却機能喪失、１－（２１）－１ 停止中の補機冷却機能喪

失、１－（２２）－１ 停止中の余熱除去機能喪失」 

「運転基準（警報処置編）AR-(２)－４－２ 格納容器サンプ流量高、AR-(２)－１－１ 

冷却材フイルタ差圧高」 

「規定文書制定改廃書」 

「業務連絡票」 

「運転指針票」 
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「規定文書配付前確認及び通知兼配付管理表」他 

 

 体制、連絡体制関連 
「発電課定検時プラント管理要領 ５．定検時のプラント管理体制 添付資料－３ 定検

時各連絡事項の管理の方法について」 

「打合せ連絡メモ（1 号機第 24 回定期検査 停止工程における連絡体制について） 添

付資料１ チェック表」他 

 

 教育訓練関連 
「保安教育訓練 緊急処置訓練（プラント停止）」 

「保安教育訓練 緊急処置訓練（余熱除去系異常）」 

「教育訓練 直（班）内教育（定期検査前勉強会）」 

「教育訓練 作業時操作訓練（所内母線停電作業）」他 

 

 不適合管理関連 
「不適合・是正処置報告書管理台帳」 

「ヒューマンファクター活動要領」 

「技術基準」 

「ヒヤリハット事例報告書管理表」 

「ヒヤリハット事例報告書」 

「ヒューマンファクター検討会議事録」 

「予防処置情報処理票」 

「予防処置情報反映事項調査票」 

「事故・故障情報検討会議事録」 

「教育訓練基準」他 

 

【原子炉停止時（事後確認）】 

 体制、力量関連 
「重大事故等対策要員等確認簿」 

「発電課教育訓練要領」 

「ポジション別実習チェックシート」 

「力量評価表」（所員）他 

 

 記録関連 
「当直課長引継簿」 

「１号機計算機運転日誌」 

「運転管理記録（保安規定関連）」 
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「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「運転基準（原子炉編）Ⅳ－１－（３） 原子炉停止（最小負荷から高温停止）」 

「原子炉停止後チェックシート（保安規定関連）」 

「運転連絡票（川内１号機原子炉停止条件について）」 

「原子炉停止後チェックシート（モード５到達時）」 

「運転基準（原子炉編）Ⅳ－１－（４） 原子炉停止（高温停止から低温停止）、原子炉

停止後チェックシート（モード５到達時）」 

「１号機 警報記録」 

「不適合管理台帳」他 

 

② ミッドループ運転時（燃料取り出し前）の保安検査（１号機） 
【ミッドループ運転（事前確認）】 

 基準、要領関連 
「運転基準（原子炉編）Ⅳ－２－（１）-ａ １次冷却系統水抜、Ⅳ－１３－（１） 原子炉

キャビティ水張り」  

「運転基準（総括編）保安規定第４章から第６章に係る業務確認表」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「運転基準（緊急処置編）」 

「運転基準（緊急処置編第二部）」 

「運転基準（警報処置編）」 

「業務連絡票」 

「運転指針票」 

「規定文書配付前確認及び通知兼配付管理表」 

「規定文書制定改廃書」他 

 

 系統構成関連 
「原子炉廻り水位計系統図」 

「化学体積制御系統図 その２、その３」 

「余熱除去系統図」 

「安全注入系統図 その１」 

「１次冷却材系統図 その１」 

「ＲＣＳベント処理系統図」 

「運転基準（原子炉編）Ⅳ－２－（１）-ａ １次冷却系統水抜、Ⅳ－１３－（１） 原子炉

キャビティ水張り」他 

 

 体制、教育訓練関連 
「保安教育訓練実施報告書 緊急処置訓練（プラント停止）」 
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「保安教育訓練実施報告書 緊急処置訓練（余熱除去系異常）」 

「教育訓練実施報告書」 

「直（班）内教育（定期検査前勉強会）」 

「発電課定検時プラント管理要領 ５．定検時のプラント管理体制 添付資料－３ 定検

時各連絡事項の管理の方法について」 

「打合せ連絡メモ （１号機第２４回定期検査 定期検査中の動的機器の単一故障対

応等について）」他 

 

【ミッドループ運転（事後確認）】 

 体制、力量関連 
「発電課教育訓練要領」 

「力量評価表」（所員）他 

 

 記録関連 
「当直課長引継簿」 

「１号機計算機運転日誌」 

「運転管理記録（保安規定関連）」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「モード移行前確認チェックシート」 

「保安規定化学記録」 

「化学業務要領」 

「１号機 第２４回定検停止時「酸化運転」について」 

「１号機 警報記録」他 

 

 不適合管理関連 
「１号保修依頼票」 

「１号機 １次系補機日誌（冷却材貯蔵タンク水位）」他 

 

③ 燃料取替時（燃料取り出し）の保安検査（１号機） 
【燃料取替（燃料取り出し）（事前確認）】 

 基準、要領関連 
「燃料管理基準 ２．５ 燃料取替、６．１．１ 燃料取扱中の異常時」 

「燃料管理業務要領 添付資料－４ 燃料貯蔵及び貯蔵施設管理要領、添付資料－

１５ 異常時措置管理要領」 

「保修基準 ３．３ 燃料取扱作業」 

「保安規定に基づく保修業務要領 ２．４ 燃料管理（「保安規定」第５章関連） ６ 燃

料取扱作業 添付資料－１１ 燃料取扱作業」 
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「川内１号機第２４回定検 燃料取替実施計画書（その１：燃料取出し）」 

「定期修繕工事 燃料取出し 標準作業手順書」 

「第２４回定期修繕工事 燃料取出し 作業要領書」 

「第１号機第２４保全サイクル 社内検査手順書（保安規定関連） 手順書名：燃料装

取出状況確認手順書、要領書名：燃料取出手順検査」他 

 

 連絡体制関連 
「１号機２４回定検 燃料取出／装荷作業に係わる業務内容について（Ｃ／Ｖ本部用） 

添付資料 1 号機川内原子力発電所燃料取出／装荷 連絡体制」 

「定検修繕工事 燃料取出し 標準作業手順書 添付資料 ＳＦＰ移動 ＳＦＰクレーン

操作チェックシート」 

「点検記録・月例点検記録」 

「１号機第２４回定期修繕工事 燃料取出し読合せ」 

「川内１号機第２４回定検 燃料取替実施計画書（その１：燃料取出し） 図－１ 燃料

取出しの基本体制」他 

 

 調達管理関連 
「設計・調達管理基準」 

「調達管理要領」 

「第１号機第２４回定期修繕工事 工事仕様書」（協力会社） 

「調達管理要領」（本店） 

「供給者評価チェックシート」 

「漏えい監視方法図面」 

「水抜きライン系統図」他 

 

【燃料取替（燃料取り出し）（事後確認）】 

 体制、力量関連 
「保安教育訓練実施報告書」（所員） 

「力量評価表」（所員） 

「請負会社保安教育実施報告書」 

「委託員の力量及びその評価表」 

「１号機２４回定期修繕工事 燃料取出作業に於ける有資格者確認書」他 

 

 燃料取扱設備点検関連 
「第１号機第２４保全サイクル 定期事業者検査成績書 燃料取扱装置機能検査（ＳＮ

１－３６）」 

「第１号機第２４保全サイクル 定期事業者検査成績書 燃料取扱設備検査（動作・イ
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ンターロック試験等）（ＳＮ１－９５）」 

「燃料取扱設備点検記録票」 

「格納容器内封機能確認表」 

「格納容器内封機能確認票（保修課担当分）」 

「第１号機第２４保全サイクル社内検査手順書（記録）（保安規定関連） 手順書名：燃

料取出状況確認手順書 要領書名：燃料取出手順検査」 

「燃料取出作業 条件確認チェックシート Ｃ／Ｖ側」 

「川内 1 号機燃料貯蔵施設巡視点検チェックシート」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用） 

「停止時保安管理チェックシート」他 

 

 記録関連 
「当直課長引継簿」 

「１号機計算機運転日誌」 

「運転管理記録（保安規定関連）」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「１号機 警報記録」 

「第１号機第２４保全サイクル社内検査成績書（保安規定関連） 検査名：燃料取出手

順検査」 

「燃料取出手順検査記録」 

「要領書 原子炉容器開放・復旧工事（キャビティシールリングリークテスト及び隙間計測）」

他 

 

④ 燃料取替時（燃料装荷）の保安検査（１号機） 

【燃料取替（燃料装荷）（事前確認）】 

 取替炉心の安全性評価関連 
「川内原子力発電所第１号機第２５サイクル取替炉心の安全性について 添付資料  

第１図 第２５サイクル炉心燃料装荷パターン」（本店） 

「燃料管理基準」 

「川内１号機第２４回定検 燃料集合体外観検査等結果及び UT 曲がり測定データの送

付について（報告）」 

「定期事業者検査要領書（燃料集合体外観検査：SN1-2）」 

「定期事業者検査成績書（燃料集合体外観検査：SN1-2）」 

「燃料技術基準」（本店） 

「取替炉心検討管理要領」（本店） 

「取替炉心チェックシート（３ループ）」（本店） 

「川内１号機第２５サイクル取替炉心の安全性解析結果のまとめ」（本店） 
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「原子力発電安全委員会議事録 添付資料 川内原子力発電所第１号機第２５サイク

ル取替炉心の安全性について」 

「文書送付票 添付資料 川内原子力発電所第１号機第２５サイクル取替炉心の安全

性について」（本店） 

「文書送付票 添付資料 川内１号機第２４回定検 燃料取替計画について」（本店） 

「第１号機第２４保全サイクル定期事業者検査成績書 （制御棒クラスタ検査：ＳＮ１－１

０８）」 

「川内１号機 第２５サイクル ＲＣＣの炉心装荷位置」 

「ＰＷＲプラントの制御棒クラスタの健全性評価及び管理方法について」に関する補足説明

資料」 

「改良型制御棒クラスタの運用方針について」 

「ＰＷＲプラントの制御棒クラスタにおける経年劣化に関する管理方法について」 

「川内１号機第２４回定検 燃料取替実施計画書（その３：燃料装荷）」 他 

 

 基準、要領関連 
「定期修繕工事 燃料装荷 標準作業手順書」 

「第２４回定期修繕工事 燃料装荷 作業要領書」 

「第１号機 ２４保全サイクル 社内検査手順書（保安規定関連） 燃料装荷状況確認

手順書、燃料装荷手順検査 添付資料」 

「燃料管理業務要領」 

「保修基準」 

「保安規定に基づく保修業務要領 添付資料１１ 燃料取扱作業」他 

 

 体制、教育訓練関連 
「教育訓練実施報告書（社内検査に係る教育）」 

「燃料装荷作業に係る連絡体制等の周知」 

「１号機第２４回定期修繕工事 燃料装荷読合せ」他 

 

【燃料取替（燃料装荷）（事後確認）】 

 体制、力量関連 
「保安教育訓練実施報告書」（所員） 

「力量評価表」（所員） 

「請負会社保安教育実施報告書」 

「委託員の力量及びその評価表」 

「施工者名簿」他 
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 燃料取扱設備の点検関連 
「ＱＳＮ－１ 第２４回定修 SFP クレーン日常点検チェックシート」 

「ＱＳＮ－１ 第２４回定修 M/C 日常点検チェックシート」 

「ＱＳＮ－１ 第２４回定修 FH/B 側燃料移送装置日常点検チェックシート」 

「ＱＳＮ－１ 第２４回定修 C/V 側燃料移送装置日常点検チェックシート」 

「ＱＳＮ－１ 第２４回定修 SF/H ＴｏｏＬ日常点検チェックシート」他 

 

 記録関連 
「当直課長引継簿」 

「第１号機 ２４保全サイクル 社内検査手順書（記録）（保安規定関連） 燃料装荷状

況確認手順書、燃料装荷手順検査 燃料装荷作業 条件確認チェックシート（２／２）

（Ｃ／Ｖ側） ２．系統条件(16)」 

「川内１号機 燃料貯蔵施設巡視点検チェックシート」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「停止時保安管理チェックシート」 

「格納容器内封機能確認表」 

「格納容器内封機能確認票（保修課担当分）」 

「第１号機 第２４保全サイクル 社内検査手順書（記録）（保安規定関連） 燃料装荷

状況確認手順書、燃料装荷手順検査 燃料装荷作業 条件確認チェックシート（１／２）

（Ｃ／Ｖ側） １．関連設備、２．系統条件」 

「第１号機 第２４保全サイクル 社内検査手順書（記録）（保安規定関連） 燃料装荷

状況確認手順書、燃料装荷手順検査 添付資料 Ｃ／Ｖ側燃料装荷状況確認手順、

ＦＨ／Ｂ側燃料装荷状況確認手順、燃料装荷作業 条件確認チェックシート（Ｃ／Ｖ側）

（ＦＨ／Ｂ側）、Ｃ／Ｖ側燃料装荷チェックシート、ＦＨ／Ｂ側燃料装荷チェックシート」 

「第１号機 第２４保全サイクル 社内検査成績書（保安規定関連） 燃料装荷手順検

査」 

「１／Ｍプロット」 

「燃料装荷経過記録表」 

「１号機計算機運転日誌」 

「運転管理記録（保安規定関連）」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「１号機 警報記録」他 

 

⑤ ミッドループ運転時（燃料装荷後）の保安検査（１号機） 
【ミッドループ運転（燃料装荷後）事前確認】 

 基準、要領関連 
「運転基準（原子炉編）Ⅳ－１３－（４） 原子炉キャビティ水抜き、Ⅳ－２－（１）－c １
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次冷却系統水張り（真空ベンティング装置使用）」 

「運転基準（緊急処置編）Ⅵ－２－（２）－ｃ １Ｃ直流母線電源喪失、Ⅵ－１－（６） 火

災、Ⅵ－１－（４）－ｅ １ＥＦ計装用母線電源喪失、Ⅵ－１－（４）－ｆ  １K 計装用母線

電源喪失、Ⅵ－２－（１） 発電機トリップ」 

「運転基準（警報処置編）送電盤、所内電気盤、火災受信機盤、所内電気盤」 

「規定文書制定改廃書」 

「業務連絡票」 

「運転指針票」 

「規定文書配付前確認及び通知兼配付管理表」他 

 

 系統構成関連 
「原子炉廻り水位計系統図」 

「化学体積制御系統図 その２、その３」 

「余熱除去系統図」 

「燃料取替用水系統図」 

「真空ベンティング装置系統図 その１、その２」 

「１次冷却材系統図 その１、その２」 

「運転基準（原子炉編）Ⅳ－１３－（４） 原子炉キャビティ水抜き ４．原子炉キャビティ水

抜き（１Ｂ余熱除去ポンプ使用）」 

「川内１号機長期点検計画（定期検査）（制御設備）」 

「単体校正シート 燃料取替時用ＲＣＳ水位発信器」 

「原子炉制御系ラックループ試験成績書 燃料取替時用ＲＣＳ水位」 

「計器単体校正シート 真空ベンティング装置用 A ループ１次冷却材水位」 

「ループ校正シート 真空ベンティング装置用 A ループ１次冷却材水位」他 

 

 教育訓練関連 
「保安教育訓練実施報告書 緊急処置訓練（プラント停止）」 

「保安教育訓練実施報告書 緊急処置訓練（余熱除去系異常）」 

「教育訓練実施報告書 直（班）内教育（定期検査前勉強会）」 

「教育訓練実施報告書 直（班）内教育（安全運営委員会議事録周知教育）」他 

 

【ミッドループ運転（燃料装荷後）（事後確認）】 

 体制、力量関連 
「力量評価表」（所員）他 

 

 記録関連 
「保安規定化学記録」 
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「保安規定に係わる測定計画及び実績表（1 号機）」 

「当直課長引継簿」 

「１号機計算機運転日誌」 

「運転管理記録（保安規定関連）」 

「巡視点検チェックシート（当直課長用）」 

「１号機 警報記録」他 

 

⑥ 原子炉の起動時の保安検査（１号機） 
【原子炉起動時（事前確認）】 

 基準、要領関連 
「安全運営委員会運営基準」 

「安全運営委員会議事次第」 

「運転基準（原子炉編）１Ⅳ－１－（１） 原子炉起動（低温停止から最小負荷）、１Ⅳ－

１－（２） 原子炉負荷変化（負荷上昇、降下）」 

「運転基準（タービン編）１Ⅲ－１－（１） タービン起動」 

「運転基準（電気編）１Ⅱ－１－（１） 発電機起動」 

「運転基準（緊急処置編）」 

「運転基準（警報処置編）」 

「規定文書制定改廃書」 

「業務連絡票」 

「運転指針票」 

「規定文書配付前確認及び通知兼配付管理表」他 

 

 体制、教育訓練関連 
「発電課定検時プラント管理要領 ５．定検時のプラント管理体制 添付資料－３ 定検

時各連絡事項の管理の方法について」 

「打合せ連絡メモ（１号機第２４回定期検査 起動工程における連絡体制について）   

添付資料－１ 連絡者確認チェック表」 

「保安教育訓練 緊急処置訓練（プラント停止）」 

「保安教育訓練 緊急処置訓練（余熱除去系異常）」 

「教育訓練 直（班）内教育（定期検査前勉強会）」 

「教育訓練 直（班）内教育（安全運営委員会議事録周知教育）」他 

 

⑦ ＳＡ等要員訓練時の保安検査（１号機及び２号機） 
（ア）その他のＳＡ等要員訓練（１号機及び２号機） 

「成立性確認訓練等月間計画表（実績）【２０１９年度７月度～９月度】 

「中央制御室主体の操作に係る成立性確認訓練 実施報告書」 



 

17 
 

「技術的能力に係る成立性確認訓練 実施報告書」 

「現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練 実施報告書」 

 

６．特記事項 

なし。 


