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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： 福島第二原子力発電所 

（３）検査実施期間：  

ア 年４回の保安検査 

①  基本検査 

令和２年１月７日～令和２年３月１８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。 

 

（４）検査実施者： 

福島第二原子力規制事務所 

上原 壮夫 

菅沼 清純 

河村 進 

  検査補助者： 

   福島第二原子力規制事務所 

澤村 信 

長南 雄一 

 

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 １１０．０ 停止中 

２号機 １１０．０ 停止中 

３号機 １１０．０ 停止中 

４号機 １１０．０ 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。 
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（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。 

 ２号機非常用ディーゼル発電機(B)手動起動試験 

 

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。 

 ３号機非常用ガス処理系 

 ３号機原子炉補機冷却系第二中間ループ 

 ２号機原子炉補機冷却海水系 

 

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。 

 ３号機非常用ガス処理系 

 ２号機非常用ディーゼル発電機(B) 

 

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。 

 １号機原子炉建屋火災感知系統の健全性 

 

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。 

 ３号機原子炉建屋高電導度廃液系の健全性 

 

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。 

 １号機原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器（Ｃ） 
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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。 

 １号機残留熱除去系弁、非常用ディーゼル発電機過給機及び燃料プール冷

却材浄化系ポンプグリース封入型カップリングに係る保全の有効性評価 

 

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。 

 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事故報告事例の反映状況 

 

検査ガイド名：パフォーマンス指標の検証 

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。 

 安全系の機能故障件数（運転上の制限逸脱回数） 

 

④ 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号機タービン建屋内廃棄物処理業務 

 

イ 追加検査 

なし。 

 

（２）安全確保上重要な行為等の保安検査 

   なし。 

 

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 

・２号機 定例試験手順書 非常用ディーゼル発電機２A（２Ｂ）手動起動試験 

・定例試験マニュアル (改１６) 
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・運転管理部当直の組織表(NO.７７３) 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（２号炉） 

・TBM シート「２号機Ｄ／Ｇ(Ｂ)手動起動試験 燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０２０

年１月３０日） 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電力計 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電圧計 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ周波数計 

・２号機電気設備定例点検 保全部電気機器第一グループ（改４４） 

・保全作業票完了届完了届確認 Ｄ／Ｇ（B）系統点検（ＰＴＷ番号：２Ｆ２－Ｒ２０１８Ｎ

００３３) 

・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（試験結果）（２０２０年１月３０日） 

 

検査ガイド名：設備の系統構成 

・３号機 非常用ガス処理系配管計装線図（改４） 

・３号機 非常用ガス処理系（SGTS) バルブチェックリスト(８８) 

・作業管理マニュアル（改１２） 

・作業依頼票および作業票運用ガイド（改０６） 

・３号機 作業許可申請書 【ＷＷ０１】ＲＣＷ－２系点検（ＰＴＷ番号：２Ｆ３－Ｒ２０１９

Ｎ００３２） 

・３号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ配管計装線図１／２（改６） 

・２号機 作業許可申請書 【ＷＷ０２】ＲＣＷ－２Ｈｘ（Ｃ）点検（ＰＴＷ番号：２Ｆ２－Ｒ２０

１９Ｎ００４７） 

・２号機 補機冷却海水系配管計装線図（改８） 

 

検査ガイド名：オペラビリティ判断 

・定例試験マニュアル (改１６) 

・３号機 定例試験手順書 非常用ガス処理系手動起動試験 

・運転管理部当直の組織表(NO.７７３) 

・３号機保全計画（第１６保全サイクル）（改１５） 

・２Ｆ－３ 原子炉設備点検長期計画（プラント長期停止中）保全部機械第一グループ

（改１８） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ３非常用ガス処理系換気ファン A、Ｂ用電動機

（評価日２０２０．１．２０） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ３非常用ガス処理系換気ファン A、Ｂ（評価日２０

２０．１．２０） 

・３号機計測設備点検 特別な長期計画表保全部計測制御グループ（改１３） 

・工事施行報告書 ２Ｆ－３Ｍ重要系計装品点検工事（２０１９年６月１９日） 
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 第３号機３Ｍ重要系計装品点検工事 非常用ガス処理系換気ファンＡ流量計 

 第３号機３Ｍ重要系計装品点検工事 非常用ガス処理系換気ファンＢ流量計 

・３号機【電気設備定例点検工事分】保全部電気機器第二グループ（改６） 

・ＴＢＭシート「３号機ＳＧＴＳ手動起動試験」（２０２０年１月２０日） 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（３号炉） 

・３号機非常用ガス処理系手動起動試験におけるＳＧＴＳ換気ファン系統流量について(２

０２０．１．２０) 

・非常用ガス処理系手動起動試験（Ａ系）（Ｂ系）（試験結果）（２０２０年 1 月２０日） 

・１～４号機ＳＧＴＳ、ＭＣＲフィルタ性能試験および取替えの計画について（平成２６年２月

２６日） 

・３号機第１６保全サイクル定期事業者検査成績書 非常用ガス処理系フィルタ性能検

査（承認日Ｈ２２．２．２５） 

・２号機 定例試験手順書 非常用ディーゼル発電機２A（２Ｂ）手動起動試験 

・２号機 保全計画（第１９保全サイクル）（改１７） 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電力計 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電圧計 

・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ周波数計 

・２号機電気設備定例点検 保全部電気機器第一グループ（改４４) 

・ＴＢＭシート「２号機Ｄ／Ｇ(Ｂ)手動起動試験 燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０２０

年１月３０日） 

・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（試験結果）（２０２０年１月３０日） 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（２号炉） 

 

検査ガイド名：火災防護 

・消防用設備等設置届出書 「名称：東京電力(株)福島第二原子力発電所第１号機、

本館建屋、消防用設備等の種類：自動火災報知設備」 

・福島第二原子力発電所♯１号機原子炉建屋、チャコール建屋自動火災報知設備系

統図 

・原子力発電所建築設備点検マニュアル(改０９） 

・建物管理保全基本マニュアル(改０２） 

・消防用設備等保守点検業務 業務実施計画書(２０１９年度) 

・消防用設備等(特殊消防用設備等）点検結果総括表 「名称：1 号機原子炉建屋 点

検年月日：平成３０年１０月２２日～３１年３月２０日」 

・自動火災報知設備点検票 「１号機原子炉建屋 点検年月日：平成３０年６月１１日

～平成３０年７月３１日」 

・自動火災報知設備点検票 「1号機原子炉建屋 点検年月日：平成３０年１２月２５日

～平成３１年３月４日」 
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検査ガイド名：内部溢水防護 

・３号機 原子炉建屋配置平面図（Ｂ２階）（改１） 

・３号機 放射性廃棄物（液体、固体）処理設備配管計装線図 放射性ドレン移送系２

／６（改１） 

・３号機 床漏えい検出系計装ブロック図１／２（改１） 

・３号機 計装アレンジメント図（漏えい検出系ＴＥ、床漏えい検出系ＬＥ）Ｒ／Ｂ Ｂ２Ｆ 

（改２） 

・３号機 原子炉建屋 建屋内排水系ライザー線図（ＬＣＷ Ａ，Ｂ ＨＣＷ Ａ，Ｂ ＨＰＣＳ

サンプ）（改０） 

・３号機 原子炉建屋 建屋内排水系配管図（改５） 

・３号機保全計画（第１６保全サイクル）（改１５） 

・３号機 【電気設備定例点検工事分】保全部電気機器第二グループ（改６） 

・３号機 ２Ｆ－３原子炉設備点検長期計画（プラント長期停止中）保全部機械第一グル

ープ（改１７） 

・３号機 計測設備点検 特別な長期計画表 保全部計測制御グループ（改１３） 

・標準施工要領書 電動機運転確認（運転前準備含む）（改１） 

・２Ｆ－３Ｇ一般電気設備定例点検工事 工事施行報告書（改０） 

・２Ｆ－３Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事（サンプポンプ点検）工程表（２０２０年１

月１６日） 

・追加施行要領書 ２Ｆ－３Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事 サンプポンプ点検

（改０） 

・外観点検記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ

（Ａ） (立会２０２０．２．１８) 

・外観点検記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ

（Ｂ） (立会２０２０．２．２０) 

・外観点検記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ

（Ｃ） (立会２０２０．２．２１) 

・試運転記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ（Ａ）

ポンプ（Ａ）（Ｄ） (立会２０２０．２．１８) 

・試運転記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ（Ｂ）

ポンプ（Ｂ）（Ｅ） (立会２０２０．２．２０) 

・試運転記録 ２F－３R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｒ／Ｂ ＨＣＷサンプ（Ｃ）

ポンプ（Ｃ）（Ｆ） (立会２０２０．２．２１) 

・施工要領書 ２F－３M 重要系計装品点検工事（改０） 

・工事施行報告書 ２F－３M 重要系計装品点検工事（２０１９年６月１９日） 
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② 保守管理の実施状況 

検査ガイド名：ヒートシンク性能 

・保守管理基本マニュアル（改１５） 

・原子炉設備点検手入れ基準ガイド（改３） 

・標準施工要領書「ＲＣＷ２（原子炉補機冷却第二中間ループ）」（改１６） 

・追加施工要領書「２Ｆ－１Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事 ＲＣＷ－２（原子

炉補機冷却第二中間ループ） ＭＲ３１－１２適用」（改１） 

・非破壊試験技術者資格証明書 渦流探傷試験レベル２（ＥＴ２） 

・計測器リスト「２Ｆ－１Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事」（２０２０．２．１７） 

・機器点検シート「渦流探傷器」（２０２０．２．１７） 

・校正証明書「渦流探傷器」（試験日：２０１９年７月８日） 

 

検査ガイド名：保全の有効性評価 

・保全の有効性評価マニュアル（改４）  

・点検手入れ前状態データ採取・評価マニュアル（改０７） 

・保全の有効性評価結果記録シート（特別）「原子炉冷却系他弁の点検頻度の見直しに

ついて」 

・技術検討メモ「２Ｆ－１～４号機 原子炉冷却系他弁の点検頻度見直しについて」（機一

１９－メ－０１） 

・保全の有効性評価結果記録シート（特別）「１号機Ｄ／Ｇ潤滑油ポンプ（機付）（Ａ，Ｂ，

Ｈ)、動弁注油ポンプ（機付）（Ａ，Ｂ，Ｈ)、過給機（Ｌ側、Ｒ側）（Ａ，Ｂ，Ｈ)の点検頻度見直

しについて」 

・技術検討メモ「２Ｆ－１～４号機 Ｄ／Ｇ潤滑油ポンプ（機付）（Ａ，Ｂ，Ｈ）他の点検頻度

の見直しについて」（機一１９－メ－０２） 

・保全の有効性評価結果記録シート（特別）「グリース封入型カップリングの保全タスクの見

直しについて」 

・技術検討メモ「ＣＢＭ機器のグリース封入型カップリング点検内容・周期の設定について」

（ＥＭ－１９－１２） 

 

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 

・不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル（改２７） 

・パフォーマンス向上会議運営ガイド（改２０） 

・コンデションレポート運用ガイド（改０４） 

・パフォーマンス向上会議議事録（２０１９年１２月１９日～２０２０年３月３日） 

 

検査ガイド名：パフォーマンス指標の検証 
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・原子力規制検査において活用する安全実績指標（ＰＩ）に関するガイドライン（ＡＴＥＮＡ １

９－Ｒ０１ Ｒｅｖ．０）（エネルギー協議会２０１９年６月） 

・「安全実績指標（ＰI）に関するガイドライン」制定版について（補足説明）（安全総括グルー

プ）（２０１９．７．３） 

・２０１９年度第３四半期安全実績ＰＩ採取結果の提出について（原子力安全センター安全

総括部長）（２０２０．１．２８） 

・２０１９年度第３四半期安全実績ＰＩ（安全総括グループ）（２０２０．１．２８） 

・【ROP】安全実績ＰI 入力要素確認結果（発電１，２号グループ）（２０２０．１．２３） 

 

④ 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 

・放射線管理基本マニュアル（改１６） 

・放射線管理仕様書（改１６） 

・放射線管理区域管理要領（改０２） 

・放射線管理区域管理業務ガイド（改０５） 

・放射線管理計画書「４号機 ２Ｆ 建屋内廃棄物処理業務委託（その１）」（ＲＷＡ番号： 

１９Ａ４６７） 

・管理区域区域区分変更依頼・承認書「４号機 ２Ｆ 建屋内廃棄物処理業務委託 

（その１）」 

・作業予定表・防護指示書「４号機 ２Ｆ 建屋内廃棄物処理業務委託（その１） 廃棄物

仕分・処理」（２０２０年２月６日） 

・放射線測定記録「２Ｆ 建屋内廃棄物処理業務委託（その１）」（２０２０年２月６日） 

 

イ 追加検査項目 

なし。 

 

（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 


