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１．実施概要 

（１）事業者名： 東北電力株式会社 

（２）施設名： 東通原子力発電所 

（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１４日～令和２年３月１９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： 

東通原子力規制事務所 

山本 晋児 

種市 隆人 

森  一義 

 

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 停止中 
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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：地震防護 

 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。 

 地震発生時における原子炉施設の影響確認の実施状況 

 

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。 

 大容量電源装置に係る動作可能性判断及び性能評価 

 残留熱除去系ポンプ（Ａ） 

 

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。 

 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）室 

 令和元年度 東通原子力発電所放射線管理区域内火災消防訓練 

 非常用ディーゼル発電機（Ａ）室、Ｄ／Ｇ（Ａ）補機室及びＤＧ（Ａ）デイタンク室の二酸

化炭素消火設備点検 

   

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。 

 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系） 

   

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。 

 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系） 

 

②保守管理の実施状況 

検査ガイド名：作業管理 

 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
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規定違反は確認されなかった。 

 非常用ディーゼル発電機（Ａ）の安全措置 

 中央制御室床下におけるケーブル敷設工事 

 

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。 

 マネジメントレビューに係るインプットのデータ分析及び内部監査手法の改善 

 

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。 

 使用済燃料プールにおける燃料の貯蔵管理 

 

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管理状況 

 

⑥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。 

 ２０１９年度緊急被ばく医療訓練（要素訓練） 

 

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。 

 ２０１９年度緊急被ばく医療訓練（要素訓練） 

 

イ 追加検査 

なし 
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（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：地震防護 

・故障・トラブル時等の対応手順書（第７５回改正） 

・地震後における保安確認手順書（第２６回改正） 

・東通原子力発電所周辺地域での地震発生連絡票 

（令和元年１２月１９日１５時３４分） 

・地震情報（測定日時：Ｒ１年１２月１９日１５時２１分） 

・地震後の中央制御室制御盤状態確認チェックシート（令和元年１２月１９日） 

・地震対応時系列（令和元年１２月１９日） 

・１９１２１９＿地震発生時の情報班反省会（メモ） 

 

検査ガイド名：オペラビリティ判断 

大容量電源装置に係る動作可能性判断及び性能評価 

・大容量電源装置定期点検工事 工事要領書（改定１） 

・負荷試験要領書ＲＥＶ．０ 

・大容量電源装置負荷試運転における作業の想定リスクと対策について 

（令和２年１月１０日決定） 

・第６回安全維持点検におけるＢ角落期間の大容量電源装置の待機号機について 

（令和２年１月２０日決定） 

・東通原子力発電所 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係 

る対応手順書（第３６回改正） 

・大容量電源装置接続手順 

・機器設計仕様書（ディーゼルエンジン発電機ユニット）ＲＥＶ．０ 

・詳細票（不適合処置）（Ａ東１９０１１４） 

 

残留熱除去系ポンプ（Ａ） 

・残留熱除去系ポンプ取扱説明書（平成１６年３月） 

・ＲＨＲポンプ（Ａ）メカニカルシールからのなじみ運転の結果と今後の運用方針について 

（平成３１年３月５日） 

・なじみ運転後の健全性確認運転時の漏えい量（定格運転時）（令和２年３月２３日） 

・第１０編 定期試験手順書（第１３３回改正） 
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・保修作業票（１ＴＭ－００１６） 

・ＲＨＲポンプ（Ａ）の健全性維持確認運転時のメカニカルシール漏えい量の監視について 

（依頼）（令和元年８月２２日） 

・健全性維持確認記録（令和２年３月１９日） 

 

検査ガイド名：火災防護 

非常用ディーゼル発電機（Ｂ）室 

・常設物品・仮置物品管理手順書（第９回改正） 

・仮置物品設置許可申請書【試運用ｒｅｖ１】（仮－Ｒ－東発－１９５１ 

「第６回 東通１号長期停止期間機器点検修繕（電気）Ｂ工事（Ｒ４３）」 

 

令和元年度 東通原子力発電所放射線管理区域内火災消防訓練 

・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（第５２回改正） 

・令和元年度 東通原子力発電所放射線管理区域内火災消防訓練実施要領 

・想定事象及び訓練の流れタイムチャート 

・火災現場予想配置図 

 

非常用ディーゼル発電機（Ａ）室、Ｄ／Ｇ（Ａ）補機室及びＤＧ（Ａ）デイタンク室の二酸化炭 

素消火設備点検 

・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（第５２回改正） 

・二酸化炭素消火設備点検工事要領書（改正番号０） 

・Ｄ／Ｇ 系設備インターロック試験（空打ち・放出）手順書、消火設備操作箱 起動試験 

・二酸化炭素消火設備点検工事報告書（改正番号０） 

 

検査ガイド名：サーベイランス試験 

・東通原子力発電所運転管理手順書（第３２回改正） 

・第１０編 定期試験手順書（第１３３回改正） 

・東通原子力発電所第１号機 令和２年２月定期的な試験予定および実績表 

・ＲｔＴ（リアルタイムトレーニング）事例Ｎｏ．１８１、１８２ 

・業務実施前後チェックシート サーベランス編 

・基本行動（ファンダメンタルズ）（平成３１年３月２２日制定） 

・定期試験記録 

・非常用ディーゼル発電機（Ａ）手動起動試験トレンドデータ 

 

検査ガイド名：運転員能力 

・東通原子力発電所運転管理手順書（第３２回改正） 

・第１０編 定期試験手順書（第１３３回改正） 
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・ＲｔＴ（リアルタイムトレーニング）事例Ｎｏ．１８１、１８２ 

・業務実施前後チェックシート サーベランス編 

・基本行動（ファンダメンタルズ）（平成３１年３月２２日制定） 

 

 

②保守管理の実施状況 

検査ガイド名：作業管理 

非常用ディーゼル発電機（Ａ）の安全措置 

・プラント停止時安全管理手順書（第６回改正） 

 

中央制御室床下におけるケーブル敷設工事 

・保修業務実施手順書（第４１回改正） 

・調達における標準仕様書（手順書）（第２８回改正） 

・作業管理手順書（電気編）（第２８回改正） 

・安全機能への影響評価（平成３１年３月１９日確認） 

・ケーブルルート設計依頼書兼回答書（発信日：平成３１年４月１９日） 

・ケーブルルート設計依頼書兼回答書（回答日：令和２年１月８日） 

・ケーブル敷設ルート確認表（令和元年１２月２７日承認） 

・ＰＣＰＳケーブルルート図 エムネット端末設置工事（ＬＡＮケーブル敷設工事）における 

ケーブルルート設計及び設備図書（令和元年１２月２７日承認） 

・工事要領書の内容確認について（依頼）（令和２年１月２２日） 

・工事要領書の確認結果（回答）（令和２年１月３１日） 

・エムネット端末設置工事（ＬＡＮケーブル敷設工事）工事要領書（改正番号０） 

・東通原子力発電所１号機エムネット端末設置工事（ＬＡＮケーブル敷設工事）の 

施工管理について（依頼）（令和元年６月２７日） 

・東通１号エムネット端末設置工事（ＬＡＮケーブル敷設工事）の施工管理に関する 

資料の送付について（令和２年２月３日） 

・ＰＣＰＳケーブルルート図 エムネット端末設置工事（ＬＡＮケーブル敷設工事）における 

ケーブルルート設計及び設備図書（令和元年１２月２７日承認） 

 

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 

・原子力ＱＭＳマネジメントレビュー要領（第２０回改正） 

・実施部門マネジメントレビュー実施要領（第２６回改正） 

・原子力ＱＭＳデータ分析要領（第２４回） 

・令和元年度（２０１９年度）上期マネジメントレビューのインプット 

（実施部門のインプット総括表） 
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・令和元年度（２０１９年度）上期マネジメントレビューのインプット 

（内部監査部門のインプット総括表） 

・令和元年度（上期）原子力品質マネジメントレビューのアウトプット 

（令和元年１１月２０日） 

・原子力ＱＭＳ指示票「令和元年度（上期）マネジメントレビュー時の社長アウトプットに 

基づく指示事項」（令和元年１１月２１日） 

・原子力ＱＭＳ内部監査要領（第３４回改正） 

・内部監査結果のトップマネジメントへの報告の手引き（第１７回改正） 

・２０１９年度上期原子力品質監査実施結果について（報告） 

  

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） 

・原子力ＱＭＳ燃料管理要領（第１４回改正） 

・貯蔵中燃料の確認手順書（第７回改正） 

・燃料取扱設備等パトロール実施の手引き（第５回改正） 

・貯蔵中燃料の保安規定遵守状況確認結果（令和２年２月１８日） 

・燃料取扱設備等パトロール実施結果（令和２年２月１８日） 

・使用済燃料貯蔵実施計画書（平成２３年５月１６日） 

・新燃料運搬・貯蔵実施計画書（平成２５年６月５日） 

・東通原子力発電所１号炉 燃料移動手順（平成２５年１０月９日） 

・使用済燃料プール内の燃料貯蔵実施計画書（平成２７年６月４日） 

・使用済燃料プール内在庫記録（２０１５年６月１０日） 

・詳細票（不適合処置）Ａ東１４００５０ 

・詳細票（不適合処置）Ａ東１８００８４ 

・崩壊熱評価の手引き（第３回改正） 

・崩壊熱評価の提示について（平成３１年３月２８日） 

 

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 

・原子力ＱＭＳ放射性固体廃棄物管理要領（第１１回改正） 

・放射性固体廃棄物管理手順書（第３１回改正） 

・放射性固体廃棄物搬出業務の管理手引（第１４回改正） 

・固体廃棄物運搬等管理の手引（第３４回改正） 

・放射性固体廃棄物および運搬容器等管理区域外運搬記録（２０２０年３月１７日） 

・放射性固体廃棄物の運搬／管理区域内移動時に使用する資機材等汚染確認記録 

（２０２０年３月１７日） 

   ・放射性固体廃棄物管理区域外運搬時遵守事項確認記録（２０２０年３月１７日） 
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   ・放射性固体廃棄物搬出・受入時確認記録（２０２０年３月１７日） 

   ・固体廃棄物貯蔵所（貯蔵エリアＢ）ドラム缶保管位置およびパレット位置確認表 

 

⑥放射線管理の実施状況 

検査ガイド名：放射線被ばく管理 

・緊急医療対策実施手順書（第２０回改正） 

・管理区域内における傷病者発生時対応手引（第１１回改正） 

・２０１９年度 緊急被ばく医療訓練（要素訓練）実施要領 

 

 

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 

・東通原子力発電所 緊急時対応訓練中期計画（令和元年度～令和３年度） 

・東通原子力発電所 緊急時対応訓練年度計画（令和元年度） 

・２０１９年度 緊急被ばく医療訓練（要素訓練）実施要領 

・緊急医療対策実施手順書（第２０回改正） 

・管理区域内における傷病者発生時対応手引（第１１回改正） 

 

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。 


