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１．実施概要 

（１）事業者名：中部電力株式会社 

（２）施設名：浜岡原子力発電所 

（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１０月２日～令和元年１２月２３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 

なし。 

 

検査実施者： 

浜岡原子力規制事務所 

矢野 雅之 

江頭 豊 

北村 博史 

深沢 幸久 

検査補助者： 

浜岡原子力規制事務所 

里信 修一 

河合 正美 

 

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 ５４．０ 

廃止措置中 

（第一段階） 

平成２１年１１月１８日～平成２８年２月３日 

使用済燃料搬出完了 

平成２５年１月２３日 

（第二段階） 

平成２８年２月３日～ 
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２号機 ８４．０ 

廃止措置中 

（第一段階） 

平成２１年１１月１８日～平成２８年２月３日 

使用済燃料搬出完了 

平成２６年２月２６日 

（第二段階） 

平成２８年２月３日～ 

３号機 １１０．０ 停止中 

４号機 １１３．７ 停止中 

５号機 １３８．０ 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。 

 ３号機非常用ディーゼル発電機（A）定期試験 

 ５号機非常用ディーゼル発電機（A）定期試験 

 ５号機非常用ディーゼル発電機（B）定期試験 

 ２号機ＲＰＳ－ＭＧセット（Ａ）無負荷運転確認 

 

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。 

 ２号機原子炉機器冷却水系の不適合管理の実施状況 

 ３号機補給水系の不適合管理の実施状況 

 ５号機非常用ディーゼル発電機（A）の不適合管理の実施状況 

 

検査ガイド名：運転員能力 

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（A）定期試験 

 ２号機ＲＣＣＷ・ＲＣＷＳ系定期確認 
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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。 

 ３号機～５号機 消火設備の保守と訓練の実施状況 

 自衛消防隊の体制と訓練の実施状況 

 ５号機用水ポンプ（A）モータ軸受部からの火花・煙の発生についての対応状況 

 ４号機原子炉建屋二酸化炭素消火設備 

 

検査ガイド名：自然災害防護 

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。 

 1 号～５号 外部溢水に対する対応の実施状況 

 

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。 

 ５号機原子炉機器冷却水熱交換器（C-１）、（C-２） 

 

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。 

 事業者の内部監査及びマネジメントレビュー等の自己評価の実効性 

 

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。 

 燃料の取扱作業及び貯蔵 

 

⑤ 放射性廃棄物管理の実施状況 

検査ガイド名：放射性固体廃棄物等の管理 

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。 

 放射性固体廃棄物の貯蔵と管理 
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⑥ 放射線管理の実施状況 

検査ガイド名：放射線被ばくの管理 

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。 

 4 号機移動式炉心内計装装置工事の実施状況 

 

⑦ 非常時の措置の実施状況 

検査ガイド名：緊急時対応組織の維持 

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。 

 緊急時対応組織における体制等 

 

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 

サーベイランス試験 

・３号機定期試験計画表２０１９年１０月分 

・３号機Ｅ-２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書 

・３号機非常用ディーゼル発電機（A）定期試験記録（負荷運転試験、始動空気圧縮機

充填能力試験、燃料供給系試験、試験年月日２０１９年１０月３日） 

・３号機単線結線図（３号所内系統図） 

・３号機単線結線図（３号所内系統図（同期検定）） 

・３号機非常用ディーゼル発電機（A）単線結線図 

・３号非常用メタクラ（E）単線結線図 

・３号機非常用ディーゼル発電設備冷却水系配管計装線図兼配管系統図 

・３号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図兼配管系統図 

・３号機非常用ディーゼル発電設備始動空気及び吸排気系配管計装線図兼配管系統

図 

・３号機非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図兼配管系統図 

・３号機非常用及び HPCS 系ディーゼル発電設燃料油系配管計装線図兼配管系統図 

・５号機定期試験計画表２０１９年１０月分 

・５号機定期試験計画表２０１９年１１月分 

・５号機Ｅ-２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書 

・５号機非常用ディーゼル発電機（A）定期試験記録（負荷運転試験、始動空気圧縮機

充填能力試験、燃料供給系試験、試験年月日２０１９年１０月１１日） 

・５号機非常用ディーゼル発電機（B）定期試験記録（負荷運転試験、始動空気圧縮機
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充填能力試験、燃料供給系試験、試験年月日２０１９年１１月５日） 

・５号機単線結線図（５号所内系統図） 

・５号機単線結線図（５号所内系統図（同期検定）） 

・５号機非常用ディーゼル発電機（A）単線結線図 

・５号非常用メタクラ（E）単線結線図 

・５号機非常用ディーゼル発電機（B）単線結線図 

・５号非常用メタクラ（F）単線結線図 

・５号機非常用ディーゼル発電設備冷却水系配管計装線図 

・５号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図 

・５号機非常用ディーゼル発電設備始動空気及び吸排気系配管計装線図 

・５号機非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図 

・５号機非常用ディーゼル発電設燃料移送系配管計装線図 

・２号機 定期確認・補機系設備運転切替計画表 2019 年 11 月分 

・浜岡２号炉（その他自ら定める設備）Ｒ３８Ａ原子炉保護系ＭＧセット操作手順書（廃止

措置） 

・２号ＲＰＳ－ＭＧセット（Ａ）無負荷運転確認（施設運用管理に関する手順） 

・施設運用管理に関する運用(通知)「１・２号機原子炉保護系ＭＧセットの運用について」 

・２号機原子炉保護系分電盤単線結線図 

 

オペラビリティ判断 

・２０１８－２５６１「２号機ＲＣＣＷ系の硝酸イオン濃度の上昇について」（ＣＡＰ資料） 

・２号機ＲＣＣＷ系硝酸イオン濃度の推移(２０１６/４-２０１８/９) 

・別図－３ ＲＣＣＷ水質トレンド/２号機(２０１８/４-２０１９/１０) 

・水質管理手引（運転） 

・２号機原子炉機器冷却水系配管計装線図 

・浜岡２号保全作業報告書（原子炉設備施設定期点検工事（第１０回）（原子炉機器冷

却水系熱交換器点検）） 

・２０１８－３１７７「３号機補給水ポンプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）ミニマムフロー配管の減肉について」（Ｃ

ＡＰ資料） 

・３号機補給水系配管計装線図兼配管系統図 

・「３号機補給水ポンプ（Ｂ）ミニマムフロー配管からの漏水について」原因調査結果（要因分

析図） 

・「３号機補給水ポンプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）ミニマムフロー配管の減肉について」対応スケジュール 

・減肉測定点リスト（３号）原子炉系（長期停止） 

・減肉管理手引（運転） 

・２０１９－４７３４「５号機Ｄ／Ｇ（Ａ）機械的診断絶縁診断結果について」（ＣＡＰ資料） 

・５号機非常用ディーゼル発電設備取扱説明書 
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・浜岡原子力発電所の技術史（CBP（A）モータ不具合） 

・５号５回維持点検（A）系点検工程（楔緩み対応スケジュール） 

・５号機工事要領書（電気設備維持点検工事（第５回）高圧電動機絶縁診断） 

・５号機非常用ディーゼル発電機（A）楔ゆるみ点検記録（補修前） 

・５号機非常用ディーゼル発電機（A）楔ゆるみ点検記録（補修後） 

 

運転員能力 

・４号機定期試験計画表２０１９年１１月分 

・４号機Ｅ-２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書 

・４号機非常用ディーゼル発電機（A）定期試験記録（負荷運転試験、始動空気圧縮機

充填能力試験、燃料供給系試験、試験年月日２０１９年１１月１３日） 

・４号機単線結線図（３号所内系統図） 

・４号機単線結線図（３号所内系統図（同期検定）） 

・４号機非常用ディーゼル発電機（A）単線結線図 

・４号非常用メタクラ（E）単線結線図 

・４号機非常用ディーゼル発電設備冷却水系配管計装線図 

・４号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図 

・４号機非常用ディーゼル発電設備始動空気及び吸排気系配管計装線図 

・４号機非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図 

・４号機ディーゼル発電設備軽油タンク燃料油系配管計装線図 

・２号機 定期確認・補機系設備運転切替計画表２０１９年１１月分 

・浜岡２号炉（保安規定 62 条関連設備）P４２、P４５原子炉機器冷却水系および原子

炉機器冷却水海水系操作手順書（廃止措置） 

・浜岡２号炉 ＲＣＣＷ・ＲＣＷＳ系定期確認（点検日２０１９年１１月１２日、記録） 

・２号機原子炉機器冷却水系配管計装線図 

・２号機原子炉機器冷却水系（海水連けい系）配管計装線図兼配管系統図 

・２号機海水循環系配管計装線図兼配管系統図 

・２号機原子炉機器冷却水ポンプ付属小配管計装線図 

・２号機原子炉機器冷却水海水ポンプ付属小配管計装線図 

・２号機非常用メタクラ（E）単線結線図 

・２号機非常用パワーセンタ（E）単線結線図 

・２号機非常用コントロールセンタ（A）単線結線図 

 

火災防護 

・浜岡原子力発電所 消防計画（２０１９年７月） 

・火災発生時の初動対応手引 

・消防設備分担表 
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・浜岡３号機 共通補機設備運転操作手順書（Ax-１１常用消火用水系・非常用消火

用水系運転操作手順書、Ax-１２火災消火設備運転操作手順書、Ax-１３変圧器消

火用水系運転操作手順書） 

・浜岡４号機 共通補機設備運転操作手順書（Ax-９火災消火設備運転操作手順書、

Ax-１０変圧器消火設備運転操作手順書） 

・浜岡５号機 共通補機設備運転操作手順書（Ax-１１消火用水系運転操作手順書、

Ax-１２火災消火設備運転操作手順書、Ax-１３変圧器消火用水系運転操作手順書） 

・３号機消火用水系配管計装線図兼配管系統図 

・浜岡３号 点検計画管理表（消火系統設備点検） 

・浜岡３号保全作業報告書（第９回（２０１７年度））（消火系統設備（電気）定期点検工

事） 

・ＣＢＭ履歴（３号機常用消火用水系・非常用消火用水系ポンプ：振動点検） 

・運転員の基礎知識 

・運転教育実施手引０４－０４ 火災対応訓練受講者名簿 

・委託業務実施要領書（消防・防災業務 ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日、年

間業務予定表（２０１９年度）、２０１９年度消防教育・訓練計画書含む） 

・（ＣＲ登録情報、ＮＯ．２０１９－４７１１）５号機用水ポンプ（Ａ）トリップおよびモータ軸受部

からの火花・煙の発生について 

・火災発生時の初動対応手引 別図１ 火災発生時の初動対応一覧（周辺防護区域

内） 

・５号機 全体配置図 

・５号機 屋外配置図Ｄ 北側ヤード ＳＨ－５ 

・５号機 所内系統図 

・５号直結パワーセンタ（Ａ－２）単線結線図 

・５号タービンコントロールセンタ（Ｃ）単線結線図 

・５号機 用水系配管計装線図 

・５号機 用水系配管計装線図（用水ポンプ室廻り） 

・５号機 ２００８年度）保修作業報告書 用水系電気設備定期点検工事 

・（共通、２０１０年７月２６日施行）保全の有効性評価 ３号脱塩水ポンプ電動機他の保

全方式見直し 

・（５号機）対策検討記録 Ｈ５ Ｐ１７ ＥＣ ００１Ａ用水ポンプ（Ａ） 

・ＮＯ．２０１９-４７１１【運転情報】５号機用水ポンプ（A）トリップおよびモータ軸受部からの

火花・煙の発生について（２０１９年１２月１７日 CAP 会合資料） 

・（４号機、ディーゼル発電機（Ａ）（Ｂ）（ＨＰＣＳ）室）不活性ガス（二酸化炭素）消火設備

点検票(２０１９年７月２２日) 

・（４号機、ケーブル処理室（A）（B））不活性ガス（二酸化炭素）消火設備点検票(２０１９

年７月１８日) 
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自然災害防護 

・ 「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事

象に係る対応について（指示）及び（追加指示）」に基づく報告 

・ ２０１９－３８００「【台風１９号】４号機ＲＣＣＷ連絡ダクト電線管貫通部からの雨水侵入

について」（ＣＡＰ資料） 

・ 発電所 事故・故障、非常災害等対策手引 

・ 気象情報入手に伴う事前措置の実施結果について（確認日時２０１９年１０月１１日） 

・ 自然災害発生後の巡視点検結果について（確認日時２０１９年１０月１５日～１６日） 

・ 過去に発生した台風等による被害状況および対応状況について（台風１９号関係） 

・ 雨水・湧水の浸入状況管理基準 

・ 雨水・湧水等管理リスト（マップ含む） 

・ ２０１９－２２４４「【運転情報表２－１２】１号機復水ろ過脱塩装置建屋地下 1 階にお

ける地下水の流入について」（ＣＡＰ資料） 

・ １号機復水ろ過脱塩装置建屋地下 1 階における地下水の流入に対する原因と対策の

スケジュール 

・ 浜岡原子力発電所 第１号機 ＣＦＤ建屋 地下２階～２階 

・ 浜岡原子力発電所 サブドレンポンプ他 配置図 

 

② 保守管理の実施状況 

ヒートシンク性能 

・（５号機）機器設計仕様書 原子炉機器冷却水熱交換器 

・（５号機）原子炉機器冷却水熱交換器 取扱説明書 

・(５号機、２０１７年度)保全作業報告書原子炉機器冷却海水系 原子炉本体・補機

関係機械設備維持点検工事(４回) 海水系配管点検 

・（５号機、２０１７年度)保全作業報告書原子炉機器冷却海水系 原子炉本体・補機

関係機械設備維持点検工事(４回)原子炉機器冷却水熱交換器点検 

・(５号機、２０１７年度)保全作業報告書原子炉維持点検工事(４回)原子炉機器冷却

水ポンプ点検 

・５号機第５回定期点検 維持点検および保管対策工程表 

・浜岡原子力発電所工事工程 浜岡５号 原子炉本体・補機関係機械設備維持点

検工事(５回) 原子炉機器冷却水熱交換器点検 

・浜岡原子力発電所工事工程 浜岡５号 原子炉本体・補機関係機械設備維持点

検工事(５回) 海水系配管点検 

・(５号機、２０１９年度)工事要領書 原子炉機器冷却海水系 原子炉本体・補機関

係機械設備維持点検工事(５回) 海水系配管点検 

・(５号機、２０１９年度)工事要領書 原子炉機器冷却水系 原子炉本体・補機関係
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機械設備維持点検工事(５回) RCCW 熱交換器点検 

・(５号機、２０１９年度)工事要領書 原子炉機器冷却水系 原子炉本体・補機関係

機械設備維持点検工事(５回)  原子炉機器冷却水ポンプ点検 

・５号機 原子炉機器冷却海水系配管計装線図（C 系） 

・５号機 原子炉機器冷却海水系配管計装線図（鉄イオン供給ライン） 

・５号機 原子炉機器冷却海水ポンプ付属配管計装線図 

・５号機 原子炉機器冷却水系配管計装線図[C 系ポンプ廻り] 

 

③ 品質保証活動の実施状況 

品質マネジメントシステムの運用 

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ(MR)報告書(２０１６～２０１８年度) 

・ ２０１８年度(第 4 四半期)ﾃﾞｰﾀ分析ｼｰﾄ､ﾃﾞｰﾀ分析結果総括 

・ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ決定事項改善計画書兼報告書 

・ ２０１８年度ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ結果(議事録) 

・ 力量管理表、教育訓練記録、作業体制表 

・ 不適合管理台帳、不適合処理承認書・報告書、是正処置承認書・報告書 

・原子力内部監査報告書(年度報告) ２０１６～２０１８年度 

・内部監査報告書(２０１８定期監査保守管理(運転)および個別ﾃｰﾏ) 

・内部監査ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ結果(２０１６～２０１８年度) 

・２０１９年度原子力内部監査年度計画(見直し) 

・２０１９年度原子力内部監査報告書(上期報告) 

・内部監査に対する品質目標 

・平成３０年度原子力内部監査年度計画 

・２０１９年度内部監査ﾌﾟﾛｾｽの継続的改善に向けた取り組みについて 

・第３５５回発電所ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検討会審議結果報告書 

・内部監査指摘事項是正実施報告書 

・内部監査 重大な指摘・指摘事項 是正計画書 

・長期(３か年)内部監査計画書 

 

④ 燃料管理の実施状況 

燃料体管理（運搬・貯蔵） 

・訓練日程調整表 

・力量認定Ａ（ｓ）「燃料取替機操作者」取得および力量維持のための訓練実施について 

・燃料取替機操作教育要領 兼 実績確認表 

・燃料移動指示書 

・燃料移動指示カード 

・燃料取扱装置操作手引 ０９-０４ 
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・浜岡４号燃料取替機始業前点検チェックシート 

 

⑤ 放射性廃棄物管理の実施状況 

放射性固体廃棄物等の管理 

・現場掲示板「放射性固体廃棄物の保管状況（２０１９年１０月末現在）」 

・２０１９年１０月度廃棄物管理月報 

・放射性固体廃棄物保管状況等点検記録 

 

⑥ 放射線管理の実施状況 

放射線被ばくの管理 

・ 作業に係る放射線管理手引 

・ 被ばく管理手引 

・ 管理区域入退域管理手引 

・ 今年度に提出されている「工事別放射線管理計画書」リスト（目標線量順） 

・ Ｈ－４移動式炉心内計装装置（電気・計装工事）スケジュール表 

・ ４号機工事別放射線管理計画書（第 1 回改訂）（移動式炉心内計装装置（電気・計

装工事）） 

・ ４号作業票変更（ＴＩＰ更新工事） 

・ ４号放射線防護指示（ＴＩＰ更新工事） 

・ ４号機放射線管理記録（TIP 更新工事） 

・ 件名別入退域実績（日々集約）（電気・計装工事） 

 

⑦ 非常時の措置の実施状況 

緊急時対応組織の維持 

・CAP 会合資料（No２０１９-３８１９） 

・発電所 事故・故障、非常災害等対策手引 

・CAP 会合資料（No２０１９-３８２２） 

・CAP 会合資料（No２０１９-３７４９） 

・安全データシート（ＳＤＳ） 

・防火管理手引（運転）１２-２９ 

・緊急時ガスタービン発電機建屋 電気品室配置図 

・緊急時運転操作手引き（電源機能等喪失時編）１３-２２ 

・浜岡３号機「災害対策用発電機による電源供給手順書」 

 

６．特記事項 

なし。 


