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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：女川原子力発電所 

（３）検査実施時期：令和２年１月１４日～令和２年３月１９日 

（４）検査実施者：女川原子力規制事務所 

川ノ上 浩文 

初岡  賢政 

米倉  英晃 

橋   昌司 

原子力規制部検査グループ専門検査部門 

小坂 淳彦 

田中 孝行 

村尾 周仁 

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 

加藤 照明 

東通原子力規制事務所 

種市 隆人 

志賀原子力規制事務所 

宮田 勝仁 

検査補助者：女川原子力規制事務所 

廣岡  慶長 

出水  宏幸 

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 

杉岡 雄仁 

 

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 ５２．４ 停止中（（３月１８日廃止措置計画認可） 

２号機 ８２．５ 停止中 

３号機 ８２．５ 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 
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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 

         設備の系統構成 

オペラビリティ判断 

火災防護 

              自然災害防護 

              地震防護 

              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。 

 ２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 現場確認及び記録確認 

 ２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験 現場確認及び記録確認 

 ２号機 二酸化炭素消火設備設置状況 現場確認及び記録確認 

 ２号機 自動消火設備設置状況 現場確認及び記録確認 

 設備・機器の健全性及び対応要員の配置状況 現場確認及び記録確認 

 女川原子力発電所 原子力防災訓練状況 現場確認 

 電源確保訓練状況 現場確認及び記録確認 

 設備の保管状況 現場確認及び記録確認 

 

② 保守管理の実施状況 

検査ガイド名：ヒートシンク性能 

設計管理 

保全の有効性評価 

 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規定

違反は確認されなかった。 

 ２号機 原子炉補機冷却水系 熱交換器（A）（B）（C）（D）開放点検 結果確認 

 ２号機 原子炉補機冷却海水系 原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（B）（C）（D）分解点

検 結果確認 

 デザインレビュー資料確認 

 保全の有効性評価検討会資料確認 

 ２号機関連作業資料確認 

 

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 

パフォーマンス指標の検証 
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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。 

 改善措置活動の実効性 

 他施設における運転経験及び知見の活用 

 マネジメントレビュー等の自己評価及び監査 

 安全文化の育成と維持に関する活動 

 不適合事象の傾向確認 

 パフォーマンス指標実施状況 

 

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。 

 ３号機チャンネルボックス点検工事 

 

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。 

 管理区域からの持出物品管理 

 １、２号機体表面ゲートモニタ入口扉故障 

 

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 

・女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５） 

・女川原子力発電所２号機 設備概要（改０） 

・定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日） 
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・定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日） 

 

検査ガイド名：設備の系統構成 

・女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５） 

・女川原子力発電所２号機 設備概要（改０） 

・定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日） 

・定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日） 

 

検査ガイド名：オペラビリティ判断 

・女川原子力発電所２号機 機器配置図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 配管計装線図集（改４） 

・女川原子力発電所２号機 第１０編 定期試験手順書（改１５５） 

・女川原子力発電所２号機 設備概要（改０） 

・定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和２年１月１６日） 

・定期試験記録 女川２号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（令和２年２月５日） 

 

検査ガイド名：火災防護 

・女川２号 自動消火設備設置工事【業務計画書】【設計・開発計画書】（改正４）（令和元年

７月９日 決定） 

・女川原子力発電所第２号機 工事要領書 自動消火設備設置工事（Ⅱ期工事）のうち２４

区画ハロン供給配管設置工事 （改正３） 

・女川原子力発電所第２号機 自動消火設備設置工事（Ⅱ期工事）購入仕様書（Ｒｅｖ．３） 

（平成３０年８月２４日 決定） 

・女川原子力発電所第２号機 系統設計仕様書 ハロゲン化物自動消火設備（改訂３） 

・女川原子力発電所第２号機 ハロゲン化物自動消火設備 原子炉建屋ＭＵＷＣポンプ室 外

形図 図面番号ＮＶＮ１７０００６００Ｔ （ＲＥＶ１） 

・女川原子力発電所第２号機 原子炉建屋 地下Ｍ２階 ハロゲン化物自動消火設備配管平

面図 図面番号Ｆ０２－１４１１２ ＳＨ．４ （ＲＥＶ１） 

・工事管理体制 （実務体制）（２０１９年９月４日 承認） 

・自動消火設備設置工事状況表 （令和２年１月１７日 現在） 

・女川２号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定期点検（１回目） 

工事要領書 （改訂０） 

・消火設備等定期点検工事 二酸化炭素消火設備定期点検工事 標準点検要領書（ＳＣＺ

－Ｕ４３－ＥＢ０１）（改正１６） 

・女川原子力発電所第１号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定

期点検（１回目）工事報告書 （改正０） 
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・女川原子力発電所第２号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定

期点検（１回目）工事報告書 （改正０） 

・女川原子力発電所第３号機 消火設備等定期点検工事（１回目）二酸化炭素消火設備定

期点検（１回目）工事報告書 （改正０） 

・不活性ガス消火設備機器点検記録（機器点検） （２０１９年４月１１日点検） 

・不活性ガス消火設備機器点検記録（総合点検） （２０１９年４月１１日点検） 

・原子炉建屋 二酸化炭素消火設備配管系統図 図番Ｆ０２－２００１ ＳＨ－１ 

 

検査ガイド名：自然災害防護 

・女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正）  

・保修業務実施要領書（第７６回改正） 

・安全機能への影響の評価確認表（平成２９年２月６日 確認） 

・安全機能への影響の評価 （平成２９年２月６日 確認） 

・不適合管理票 モニタリングポストＮｏ．１～Ｎｏ．６の伝送異常（令和元年１０月２６日 発見

日） 

・東北電力株式会社 女川原子力発電所 計画外作業報告書（改訂０） 女川 モニタリングポ

スト光ケーブル点検 

・女川原子力発電所 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

要領書（第４４回改正） 

・故障・トラブル時等の対応手順書（第１７４回改正） 

・原子力発電所運転員の教育訓練要領書（第２７回改正） 

・パトロール手順書（第５３回改正） 

・女川原子力発電所第２号機 補助設備運転手順（凍結防止装置）（第１１１回改正） 

・発電管理グループ関係業務力量個人管理票（令和元年５月２１日 評価） 

・２０１９年度 高圧応急用電源車の点検・訓練等に係る業務計画書（Ｒｅｖ．３） 

・令和元年１０月 電源確保訓練について （令和元年１０月１５日 決定分） 

・訓練実施による習熟度確認シート（１０月実績） 

・略式決定書 （２０１９年度女川原子力発電所緊急時対応訓練計画の策定について）（平成

３１年３月２９日 決定） 

・代替注水車による代替注水訓練（第１２８回目）の実施について（令和２年２月２３日実施分） 

・注水訓練実績一覧 （令和２年２月２３日実施分） 

・使用済燃料プール注入訓練実施計画書 （令和２年１月１７日承認） 

・訓練実施体制図 （令和２年１月２２日実施分） 

・使用済燃料プール注入作業チェックシート（令和２年１月２２日実施分） 

・緊急安全対策等に係る訓練 ふりかえりシート（令和２年１月２２日実施分） 

・使用済燃料プール代替注水訓練教育資料 （改正１２） 

・緊急安全対策等訓練における反省事項管理シート（令和２年１月２２日実施分） 

・使用済燃料プール注入訓練結果 実施結果報告書（令和２年１月２７日 承認） 
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検査ガイド名：地震防護 

・女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認点検工事（災害）Ｂ工事残留熱除去系

ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ） 工事報告書（改訂０）（平成２８年１１月２日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち 

ＨＣＵ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年９月２日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち

ＣＲＤ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年８月１０日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検（非常用デ

ィーゼル発電機点検）工事報告書（改正１）（平成２７年８月２１日 承認） 

・地震後健全性点検記録調査委員会要領書（第５回改正） 

・地震後における保安確認報告書（平成２８年１１月１８日 承認） 

・制御建屋パトロールチェックシート（平成２３年３月１１日） 

・東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機 地震後の中央制御室制御盤状態確認チ

ェックシート（地震発生：平成２３年３月１１日） 

・令和元年度 女川原子力発電所 原子力防災訓練 実施計画概要（令和２年２月２１日実

施分） 

・令和元年度 女川原子力発電所総合防災訓練 訓練シナリオ（令和２年２月２１日実施分） 

・原子力災害対策実施手順書（第５１回改正） 

・女川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

要領書（第４４回改正） 

・故障・トラブル時等の対応手順書（第１７５回改正） 

・令和元年度 原子力総合防災訓練について（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２０日決定） 

・電源確保訓練体制（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２１日実施分） 

・訓練実施による習熟度確認シート（１月実績） 

・令和元年度 原子力防災訓練 ふりかえりシート（令和２年２月２１日実施分） 

 

検査ガイド名：津波防護 

・女川原子力発電所 非常災害対策実施要領書（第５０回改正） 

・原子力防災資機材等の点検記録（総務Ｇ関係）（令和元年１２月実施分） 

・女川原子力発電所 気象観測装置定期点検工事 点検予実績表（Ｒｅｖ．０） 

・女川原子力発電所 女川通信諸装置日常定期点検工事 工事報告書１２月実施分（改正

０） 

・女川原子力発電所防火管理要領書（第６０回改正） 

・消防資機材および防火設備一覧表（令和２年１２月２９日 確認） 

・消防自動車性能試験の完了報告について（令和元年１２月１９日 承認） 

・消火器具点検票（令和元年１１月１日～１１月２８日点検） 
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・化学消防車 保守点検表（２０１９年１１月１９日 実施） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認点検工事（災害）Ｂ工事残留熱除去系

ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ） 工事報告書（改訂０）（平成２８年１１月２日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち 

ＨＣＵ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年９月２日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検工事のうち

ＣＲＤ設備健全性確認工事 工事報告書（改正１）（平成２７年８月１０日 承認） 

・女川原子力発電所第２号機 機械設備健全性確認工事（災害）Ａ工事基本点検（非常用デ

ィーゼル発電機点検）工事報告書（改正１）（平成２７年８月２１日 承認） 

・地震後健全性点検記録調査委員会要領書（第５回改正） 

・地震後における保安確認報告書（平成２８年１１月１８日 承認） 

・東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機 地震後の中央制御室制御盤状態確認チ

ェックシート（地震発生：平成２３年３月１１日） 

・制御建屋パトロールチェックシート（平成２３年３月１１日） 

・原子力災害対策実施手順書（第５１回改正） 

・女川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

要領書（第４４回改正） 

・故障・トラブル時等の対応手順書（第１７５回改正） 

・令和元年度 女川原子力発電所 原子力防災訓練 実施計画概要（令和２年２月２１日実

施分） 

・令和元年度 女川原子力発電所総合防災訓練 訓練シナリオ（令和２年２月２１日実施分） 

・令和元年度 原子力総合防災訓練について（Ｒｅｖ．１）（令和２年２月２０日決定）      

 

② 保守管理の実施状況 

検査ガイド名：ヒートシンク性能 

・２号機 第４回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）原子炉補機冷却水系熱交換器（A）

（B）（C）（D）開放点検 工事報告書（２０２０年２月２８日） 

・２号機 第４回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）原子炉補機冷却水海水系原子炉

補機冷却海水ポンプ（A）（B）（C）（D）分解点検 工事報告書（２０２０年２月２６日） 

 

検査ガイド名：設計管理 

・「特定重大事故対処施設および所内常設直流電源施設（３系統目）の設置に係る基本設計

アウトプット」女川２号機 所内常設直流電源施設（３系統目）の設置について（令和２年１月２

２日） 

 

検査ガイド名：保全の有効性 

・保全の有効性評価（女川２号機 事前点検（その１）結果の評価）結果の概要（令和２年１月

２２日） 
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検査ガイド名：作業管理 

・女川原子力発電所第２号機 サブマスター工程表（R１年１２月～R２年３月）（令和２年１月３

１日） 

 

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（ＰＩ＆Ｒ） 

・原子力 QMS_不適合管理・是正処置・予防処置要領（第２８回改正） 

・不適合管理運用要領書（第３５回改正） 

・CAP の暫定運用ガイド（暫定運用２版） 

・詳細票（不適合処置）２号 T/B HCW（HCD）サンプポンプ吐出配管からのにじみ 

・２号 T/B HCW（HCD）サンプポンプ吐出配管からのにじみ事象における今後の方針について 

・詳細票（不適合処置）２号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ（B）の停止について 

・原子力発電所運転員の教育訓練要領書（第４８回改正） 

・詳細票（不適合処置）掘削作業時における埋設ケーブル（海水温度モニタリング装置（Sｔ．10）、

1号放水口放射能モニタ）の切断 

・女川原子力発電所 埋設物の確認方法マニュアル（第６回改正） 

・原子力保安情報処理要領（第２０回改正） 

・女川原子力発電所情報検討会要領書（第２２回改正） 

・第１６４回（臨時）女川原子力発電所情報検討会次第／配布資料 

・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） 

・発電所長レビューマニュアル（第１６回改正） 

・原子力 QMS データ分析要領（第２４回） 

・原子力部門業務運営体制見直しの方向性について（報告） 

・各室部所のインプット比較表（H３０FY下期） 

・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）） 

・２０１９年度原子力考査（原子力品質監査・原子力一般考査）の計画について 

・平成３０年度下期原子力品質監査実施結果について（報告） 

・原子力 QMS安全文化醸成および関係法令等遵守に係る実施要領（第１３回改正） 

・「安全文化醸成および関係法令等遵守」に係る活動計画書兼報告書（令和元年度） 

・「安全文化醸成および関係法令等遵守」に係る活動計画書兼報告書（平成３０年度） 

・原子力発電所との対話活動 計画（平成３０年度） 

・概要票（不適合管理票）令和元年１０月～令和２年２月分 不適合区分Ⅱ、Ⅲ 

 

検査ガイド名：パフォーマンス指標の検証 
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・安全実績ＰＩデータ（２０１９年度第３四半期 東北電力株式会社 女川原子力発電所 ２号

機） 

 

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） 

・女川原子力発電所第３号機 工事要領書 チャンネルボックス点検工事（Ａ工事）（その２） 

・放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）チャンネルボックス点検工事（Ａ工事）（その２） 

・放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）チャンネルボックス点検工事（Ｂ工事） 

 

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 

・小物物品搬出モニタ警報に伴う放射線管理記録（１・２号） 

・物品搬出時管理値超過報告書 

・物品等の搬出および運搬手順書（第３１回改正） 

・Ａ女１９０４３９ 女川１・２号機 体表面ゲートモニタＮｏ．３の入口扉（管理区域側）故障 

・女川１・２号機 体表面ゲートモニタＮｏ．３の入口扉（管理区域側）故障 

・放射線管理通知書 体表面ゲートモニタ使用前の確認について 

・体表面ゲートモニタ入口扉の故障における計数率測定 

・体表面汚染の除染記録 身体着用物汚染 令和元年１１月２０日、令和元年１１月２６日 

・表面汚染密度測定記録（日報）＜１号機＞、＜２号機＞ 令和２年１月２１日、２２日、２３       

日 

・空気中の放射性物質濃度測定記録（日報）＜1 号機＞、＜2 号機＞ 令和２年１月２１日、

２２日、２３日 

・外部線量当量率等測定手順書（第５１回改正） 

・管理区域入退域手順書（第４９回改正） 

・廃棄物処理設備運転業務および運転関係付帯業務運用管理手引き（第３１回改正） 

・体表面ゲートモニタＮｏ．３入口扉故障に伴う退域者の情報整理表 

・女川原子力発電所第２号機 第４階長期停止期間機器点検修繕工事（機械） 放射性廃

棄物処理系 ドライウエル床ドレンサンプポンプ（Ａ）分解点検 工事要領書 

・２号機 放射線作業日報（個別）令和２年１月２０日 

・放射線作業日報（一括）令和２年１月２１日、１月２２日 

・パトロール結果 令和２年１月２１日、２２日、２３日 

・２０１９年度【機械設備】ゴム手袋作業記録（１B・２B 区域） 

・１号機 放射線作業月報（放射線管理記録） 作業件名：廃棄物処理設備運転業務（固体

廃棄物処理） 

・１，２号機管理区域入退域記録 令和２年１月２２日 

・２号 D/W ＨＣＷサンプポンプ（Ａ）分解点検時における配置図（Ｒ２．１．２２分） 
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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 

なし。 

 

６．特記事項 

なし。 

 

 


