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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）施設名： 柏崎刈羽原子力発電所及び本社 

（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１０月３日～令和元年１２月２５日 

②  追加検査 

令和元年１２月２日～３日 

イ 安全確保上重要な行為等の保安検査 

なし。 

（４）検査実施者： 

柏崎刈羽原子力規制事務所 

水野 大 

佐藤 末明 

前澤 直人 

和田 武 

百瀬 元善 

黒川 武雄 

石井 真一 

福島第二原子力規制事務所 

上原 壮夫 

菅沼 清純 

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 

小坂 淳彦 

平田 雅巳 

片岸 信一 

久光 仁 

長澤 弘忠 

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

澁谷 朝紀 

  検査補助者： 

   柏崎刈羽原子力規制事務所 

新通 智 

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

宇野 正登 

高松 宏志 
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２．保安規定違反 

今回の保安検査では、違反が確認されなかった。 

 

３．運転状況 

号機 出力(万 kW) 検査期間中の運転状況 

１号機 １１０ 停止中 

２号機 １１０ 停止中 

３号機 １１０ 停止中 

４号機 １１０ 停止中 

５号機 １１０ 停止中 

６号機 １３５．６ 停止中 

７号機 １３５．６ 停止中 

 

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運転管理の実施状況 

検査ガイド名：サーベイランス試験 

 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。 

 ４号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系） 

 １号機 非常用ガス処理系手動起動試験（Ｂ系） 

 ７号機 ＲＳＳからのＲＣＷ・ＲＳＷ（Ｂ）系ポンプ起動試験 

 

検査ガイド名：設備の系統構成 

 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。 

 ７号機 ＲＣＷ配管追設後の耐圧試験・代替熱交換器車循環運転に向けた水張り

作業 

 

検査ガイド名：オペラビリティ判断 

 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。 

 ４号機 ＲＣＷポンプ（Ｂ） 

 ７号機 ＤＧ燃料移送ポンプ（Ｃ） 
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検査ガイド名：火災防護 

 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。 

 大湊側ＦＰ全停に伴う代替措置 

 

検査ガイド名：内部溢水防護 

 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。 

 ４号機 ＤＣ１２５Ｖバッテリー室（ＨＰＣＳ系） 

 

検査ガイド名：津波防護 

 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。 

 ６号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 

 ７号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 

 

②保守管理の実施状況 

検査ガイド名：ヒートシンク性能 

 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。 

 ７号機 ＲＣＷ熱交換器（Ｂ）（Ｅ） 

 

検査ガイド名：設計管理 

 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。 

 予備変圧器取替工事 

 

検査ガイド名：保全の有効性評価 

 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。 

 ７号機 Ｍ／Ｃ７Ｄ系 本格点検工事 

 

③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。 
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 是正処置プログラムの実効性 

 他社の不適合事象（事故故障）に対する水平展開の検討状況 

 

④燃料管理の実施状況 

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。 

 ７号機 輸送計画が変更となった漏えい燃料１体 

 ３号機 ＩＡＥＡによる査察の対象となったＭＯＸ新燃料 

 

⑤放射線管理の実施状況 

検査ガイド名：放射線被ばく管理 

 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。 

 ７号機 ＭＵＷＣ弁電動化工事におけるＭＵＷＣポンプ室の区域管理 

 

⑥非常時の措置の実施状況 

検査ガイド名：緊急時対応の準備と保全 

 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。 

 年 1 回の防災訓練及び月 1 回の要素訓練 

 

イ 追加検査 

①予防処置活動の不備に係る改善措置状況 

 検査ガイド名：品質マネジメントシステムの運用 

平成３０年度第４回保安検査において「保安規定違反（違反３）と判断された本社 

予防処置活動の不備に関して上記検査ガイドを用い、以下について検査を実施した。 

 根本原因分析結果を受けた再発防止対策について 

  検査の結果、違反に対する根本原因分析が行われ、再発防止対策が策定されるとと

もにその一部は実施段階に入っていることから、保安規定違反の追加検査は今回で終

了とする。なお、同対策は今年度中には全て実施段階に移行するものの、その有効性

評価の結果は一定の期間を経なければ確認できないことから、次年度以降も原子力規

制検査により有効性評価の結果等を確認することとする。 

 

（２）安全確保上重要な行為等の保安検査 

  なし。 
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５．確認資料 

（１）年４回の保安検査 

ア 基本検査 

①運転管理の実施状況 

検査ガイド名：サーベイランス試験 

 ４号機 定例試験手順書 ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５７ 改１５７ 

 定例試験マニュアル ＮＭ－５１－１４ 改１６ 

 ＮＭ-５１－１４・ＫＫ－Ｈ１－５６０、７号機 定例試験手順書 

 １号機 定例試験手順書 ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５４ 改１７８ 

 

検査ガイド名：設備の系統構成 

 【ＣＰ】Ｋ７Ｔ２ＲＰ２１（Ｂ） ＲＣＷ系注入配管追設工事（系統水抜きに伴う作業）

ＲＣＷ(Ｂ)系統水張り 

 

検査ガイド名：オペラビリティ判断 

 原子力発電所状態監視マニュアル（改訂０８） 

 潤滑油診断の手引き（改訂０５） 

 状態レポート（ＣＲ１００１２６４４） 

 ＯＤＭシート アクションプラン（Ｋ４－ＲＣＷ（Ｂ）反ＣＰ側軸受潤滑油の変色及び

汚染度増加について） 

 不適合報告書「Ｋ７ 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（Ｃ）起動時におけ

る V0 動作に伴う調査・保全依頼」 

 状態報告「K7 Ｐ／Ｃ７Ｅ－１（３Ｂ）５１Ｇターゲット動作およびＶ０動作について」 

 「Ｄ/Ｇ燃料移送ポンプ(Ｃ)の地絡事象発生における運転継続可否について」 

 ＯＤＭシート アクションプラン「非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（Ｃ）起動

時における V０動作に伴うリスク」 

 

検査ガイド名：火災防護 

 大湊側消火系全停に伴う緊急時（火災発生時）対応手順 

 工事期間中の消防計画届出書 

 施工要領書 大湊側屋外消火配管改修工事並びに関連除却工事（火災）（仮

設弁取付、取外） 

 

検査ガイド名：内部溢水防護 

 Ｋ－４ ＣＰ ＮＯ． ＣＬ１０３８６１８６ ＷＷ０７－Ｐ２５－ＨＥＣＷ－Ａ ＨＥＣＷ

(Ａ)系冷凍機及びポンプ点検 
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検査ガイド名：津波防護 

 ６号機 原子炉補機冷却海水系配管計装線図(取水槽水位) Ｒｅｖ．５ 

 ７号機 原子炉補機冷却海水系(取水位計測廻り)配管計装線図(4/4) Ｒｅｖ．

Ｄ 

 計測制御基本計画書 KK-7M 取水槽水位計レンジ変更 

 ６号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 暫定２０１８-２６ 第１４章 自

然災害 

 ７号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 暫定２０１８-１２ 第１４章 自

然災害 

 

②保守管理の実施状況 

検査ガイド名：ヒートシンク性能 

 ＫＫ－７Ｒ 長期停止に伴うＲＣＷＨｘ他設備点検手入工事ＲＣＷＨｘ本格点検 

施工要領書 

 ＫＫ－７Ｒ 長期停止に伴うＲＣＷＨｘ他設備点検手入工事ＲＣＷＨｘ淡水側耐

圧試験 施工要領書 

 ＫＫ－７Ｒ 長期停止に伴うＲＣＷＨｘ他設備点検手入工事過流探傷検査 施

工要領書 

 作業管理ガイド（改訂２１） 

 過流探傷検査成績表（ＲＣＷ－Ｈｘ－Ｂ）（ＲＣＷ－Ｈｘ－Ｅ） 

 非破壊試験技術者資格証明書 

 

検査ガイド名：保全の有効性評価 

 標準施工要領書（６号機）ACB 本格点検（M-Ｋ６-ECM-７６３００） 

 技術検討書（１～７号機特別な保全計画における点検計画の整理について（統

合版））（KK-２０１９-Ｓ０１３２５８） 

 柏崎刈羽原子力発電所 ７号機電気設備点検 長期計画（電源設備）第二保

全部電気機器グループ 

 柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 特別な保全計画に伴う点検計画表 ２０１

９年６月４日（改訂１７）第二保全部電気機器グループ 

 

検査ガイド名：設計管理 

 技術検討書_「ＫＫ予備変圧器取替に伴う３次引出化の基本方針について」Ｈ２

８.１.８付け、添付資料（１）～（６） 

 設計管理シート「予備変圧器取替について」H28.2.8 

 プラント安全設計への影響チェックシート「KK-G 予備変圧器取替及び同関連除

却（改訂３）」Ｈ２８.６.９ 
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 設計管理シート「予備変圧器取替について」Ｈ２８.４.２７ 

 依頼文書「予備変圧器基礎設計委託」の仕様追加のお願い」について 

 技術検討書「KK 予備変圧器取替に伴う３次引出化の詳細仕様について」Ｈ３０.

６.１ 

 出張報告書「予備変圧器取替及び５００ｋＶ計量器設置工事他に伴う打合せに

ついて」２０１９.７.１６ 

 

③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 

 ＴＲ不適合報告 

 新規ＳＲ一覧（ＰＩＭ用） 

 処置分ＳＲ 

 

④燃料管理の実施状況 

検査ガイド名：燃料体管理（運搬・貯蔵）  

 柏崎刈羽原子力発電所７号機使用済燃料プール配置図 第二運転管理部 

燃料グループ(平成２８年１０月２８日承認) 

 Schedule of inspection activity (Details) (Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power 

Station UNIT NO.３) 

 ２０１９年１０月～２０２０年４月 ＩＡＥＡ査察（１/1）２０１９年１０月２日 REV.０

第二運転管理部燃料 G 

 Ｋ-３第１０回定期検査工程変更の実施について ２０１９年６月２８日保全部長

承認（ＫＫ-２０１９2019-S009744R00） 

 K-3 第１０回定期検査工程変更の依頼について ２０１９年６月１８日第二運転

管理部燃料 GM 承認（ＫＫ-２０１９-Ｈ０００８２３Ｒ００） 

 ＭＯＸ燃料に係る検査・調査作業チェックシート ２０１９年１１月５日承認 第二

運転管理部燃料 G 

 燃料移動チェックシート（東芝型）（半自動運転用） ２０１９年９月６日 

 燃料交換機運転員 認定資格有資格者リスト  ２０１９年１０月１５日一管発

電（３・４号）ＧＭ承認 

 作業予定表・防護指示書（放射線管理区域内作業用） ２０１９年１１月１日 

 柏崎刈羽原子力発電所 ３号機 ＭＯＸ新燃料非破壊検査作業手順書（検査

場所：ＩＳＰ） 平成２９年１１月２２日一管ＧＭ承認 

 東芝型燃料交換機等機能確認チェックシート（日常）２０１９年１１月１日（金）東

電監理員 

 

⑤放射線管理の実施状況 
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検査ガイド名：放射線被ばく管理 

 管理区域区域区分変更依頼・承認書（２０１９－０６－００３４－００（Ｎ）） 

 区域区分確認チェックシート（２０１９－０６－００３４－００（Ｎ）） 

 管理区域の設定解除・区分変更ガイド（改訂１４） 

 Ｂ２区域解除時汚染確認サーベイの合理化について 

 放射線管理基本マニュアル（改訂１６） 

 管理区域の設定解除・区域変更ガイド（改訂１４） 

 

⑥非常時の措置の実施状況 

検査ガイド名：緊急時対応の準備と保全 

 【原子力防災資機材】２０１９年度点検計画 

 【その他の原子力防災資機材】２０１９年度点検計画 

 不適合報告書(２号機海水モニタ、３号機海水モニタ) 

 放射線計測器管理ガイド（２０１９年８月１日（改訂０６)） 

 環境放射線管理設備保守点検管理ガイド(２０１９年度６月１８日(改訂０９)） 

 ２０１９年度 放射線測定器類校正／点検計画について(２０１９年３月２９日) 

 原子力災害対策用計測器配備台帳（計測器管理業務分）（２０１９年９月１９日

現在） 

 計測器管理台帳（中性子線サーベイメータ） 

 放射線計測器校正記録(中性子線サーベイメータ、β・γ電子式線量計、海水モ

ニタ、排気筒放射線モニタ) 

 原子力防災訓練実施ガイド（２０１９年１１月２８日（改訂１５）） 

 事業者防災訓練課題対応パンチリスト 

 ２０１９年度緊急時演習の実施結果について 

 ２０１９年度防災訓練気付き・反省事項集約 

 原子力安全監視観察レポート 

 

イ 追加検査項目 

①予防処置活動の不備に係る改善措置状況 

検査ガイド名：品質マネジメントシステムの運用 

 ＮＩ-１１不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル ２０１９/２/１５ 

原安統-品安-１８-２３５ 

 指示文書「予防処置の必要性の検討」が必要となった場合の業務フローの変更 

２０１９/２/１５ 原安統-品安-１８-２３５ 

 力量評価、教育訓練計画・実績、有効性評価表（２０１９年度）【改訂前】 ２０

１９/８/６ 

 力量評価、教育訓練計画・実績、有効性評価表（２０１９年度）【改訂後】 ２０
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１９/１０/２３ 

 本社予防処置活動の不備に関する根本原因及び再発防止対策について（保安

委員会資料） ２０１９/８/７ 

 「本社における予防処置活動の不備」に係る対策実施計画書 

 「本社における予防処置活動の不備」に係る是正処置・予防処置一覧 

 ＮＩ-１１不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル ２０１６/１２/１９ 

改訂２６ 

 ＮＩ-１１-１事故・故障情報処理マニュアル ２０１９/１２/１ 改訂１２ 

 ＮＩ-１１-１ガイド１事故・故障情報処理,活用ガイド ２０１９/１/３１ 改訂０７ 

 重点セルフアセスメント計画表【２カ年計画】（１１月更新） 

 モニタリング支援ツール概念図 

 事故・故障情報処理の基本的フロー 

 ＯＥ業務分担表 

 ２０１９年度グループ体制管理表 

 ＮＩ-１１-１事故・故障情報及び耐震新知見情報処理マニュアル 変更比較表 

 ＮＩ-１１不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル 変更比較表 

 ＮＩ-１１-１ガイド１事故・故障情報処理及び耐震新知見情報処理マニュアル 変

更比較表 

 

（２）安全確保上重要な行為等の保安検査 

  なし。 

 

６．特記事項 

なし。 
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別添 

保安規定違反（違反３）に対する発電用原子炉設置者の改善措置状況 

件名 違反概要・違反条項 再発防止策 改善措置状況 ステイタス 

本社予防処置活動の不備 違反概要：本来実施すべき

予防処置の必要性を検討す

るスクリーニングが本社で実施

されていなかった事案 

 

違反条項：保安規定第３条

（品質保証計画）８．５．３ 

予防処置 

【原因①】「不明瞭な業務手

順」に対する対策 

・予防処置プロセスの見直し 

・定期的なプロセス総点検 

対策１ 

予防処置要案件はエクセル登録や実施

計画策定を待たずに G1 に登録するよう、業

務プロセスを見直す。 

対策２  

「必要なところに必要な情報がタイムリーに

提供されているか」という観点でプロセス全体

を棚卸し、業務プロセスを見直す。 

STEP１：影響評価書作成の各分野検討 

STEP２：トラブル検討対応と予防処置対応

における検討の効率化 

STEP３：重大な自社不適合の水平展開を

本社集約型から各サイト直接入手

型へ 

対策３ 

「重点セルフアセスメント実施ガイド」に基

づく定期的なプロセス総点検 

・ 対 策 １ 及 び

対策２のSTEP

１の完了を確

認 

・STEP２，３は

今後検討する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

・対策３ 

計画の立案と

承認を確認 
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【原因②】「効果的ではないモ

ニタリング」に対する対策 

・ＩＴによるモニタリング 

 

対策４ 

予防処置プロセスのモニタリング支援ツー

ルの適用とそれを使ったモニタリングの実施 

対策５ 

ＩＴサポートによる業務の効率化とモニタリン

グ 

 

 

・対策４ 

対策の完了を

確認 

・対策５ 

年度内をめど

に運用開始予

定 

【原因③】「業務遂行に必要

な知識が付与されていない」

の対策及び 

【原因④】「品安評価Ｇの変

更管理が不十分だった」の対

策 

・知識の確実な伝承（個人の

変更管理） 

 

対策６ 

 予防処置／不適合管理プロセス、ＰＩＭ事

務局の役割、業務の流れについて業務遂行

に必要な知識を取りまとめ、人事異動や業

務分担の変更が生じた際に研修などを通じ

て付与する。付与した知識に基づく的確な

業務遂行をＧＭが一定期間／一定間隔で

確認する。 

 

・対策６ 

力量管理への

反映を確認 
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・業務と人的資源のバランス

（組織の変更管理） 

 

 

対策７ 

品安評価Ｇにおいて、新規取組や人事異

動の際、業務遂行に必要な機能と人的資

源と安全のバランスがとれているかどうかを見

える化し確認できる仕組みを構築する。 

 

対策７ 

グ ル ー プ 体 制

管理表への反

映を確認 

 

 

 


