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１．実施概要 

（１）事業者名： 北陸電力株式会社 

（２）施 設 名： 志賀原子力発電所 

（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８日～令和２年３月２７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： 

志賀原子力規制事務所 

野中 則彦 

林   裕一 

城内 忠 

宮田 勝仁 

 

原子力規制部検査グループ専門検査部門 

杉山 久弥 

 

検査補助者： 

志賀原子力規制事務所 

中野 重友 

 

２．保安規定違反 

なし 

 

３．運転状況 

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 停止中 

２号機 １２０．６ 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：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。 

 １号機非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機１Ｂ手動始動試験 

 ２号機非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機２Ｂ手動始動試験 

 １号機非常用ガス処理系手動起動試験 

 

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号機燃料プール冷却浄化系ポンプＡ吸込弁の許容漏えい量計算 

 ２号機燃料プール冷材浄化系ポンプＢ号機モーター単体試験の実施状況 

 

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。 

 ２号機原子炉建屋（非管理区域）における火気作業等の実施状況 

 化学消防車管理の実施状況 

 公設消防連携訓練の実施状況 

 

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。 

 ２号機残留熱除去系熱交換器（Ａ）室壁貫通部管理の実施状況 

 

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・２号機開閉所周辺における排水路工事用クレーン等の強風対策等の実施状況 
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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。 

 輪島で震度５強を記録した地震への対応状況 

 

② 保守管理の実施状況 

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。 

 １号機非常用ディーゼル発電設備自動電圧調整器盤（Ｂ）他取替工事の実施状況 

 

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

保安規定違反は確認されなかった。 

 １号機、２号機非常用ガス処理系チャコールフィルター管理の実施状況 

 ２号機ほう酸水注入系貯蔵タンク保温ヒータ調査実施状況 

 屋外作業における作業管理・火気取扱等実施状況 

 

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。 

 発電所におけるマネジメントレビュー、法令遵守・安全文化醸成活動の実施状況 

 

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。 

 ２０２０年１月度発電所パフォーマンス改善会議の実施状況 

 

④ 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。 

 低レベル放射性廃棄物廃棄体検査員教育の実施状況 

 低レベル放射性廃棄物廃棄体検査の実施状況 
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検査ガイド名：放射性気体・液体廃棄物の管理 

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。 

 １号機ランドリ・シャワドレン系統の放射線液体廃棄物の放出管理活動 

 焼却設備排気筒における放射性気体廃棄物の放出管理 

 焼却設備排気筒放出管理モニタの性能維持管理 

 

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。 

 持ち出し物品管理等の実施状況 

 放射線計測器類の管理の実施状況 

 

検査ガイド名：放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

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年度のＡＬＡＲＡ活動状況 

 「作業件名：２号 ＦＰＣ系機器点検」における、協力企業作業員のパフォーマンス 

 「作業件名：２号 耐震安全性向上工事（電気）その３」における、放射線作業計画

書兼申請書の変更管理 

 

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 

・志賀原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機１Ｂ手動始動試験手順書 

・志賀原子力発電所２号機非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機２Ｂ手動始動  

試験手順書 

・志賀原子力発電所１号機非常用ガス処理系定例試験手順書 
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検査ガイド名：オペラビリティ判断 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－１０５０） 

・２号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図（１／２） 

・２号機 ＦＰＣポンプ（Ａ）吸込弁［Ｇ４１－Ｆ００２Ａ］の許容漏えい量計算 

・２号機 燃料プール冷却浄化系 系統設計仕様書（Ｇ４１－１００１－０００１ 改訂

３） 

・２号機 配管設計・弁設計 弁設計仕様書（Ａ３１－１００１－０００２ 改訂３） 

・志賀原子力発電所第２号機 ＦＰＣポンプ（Ｂ）Ｍ単起動／停止手順書（２－１９－Ｓ

１－００１） 

・志賀原子力発電所２号機 燃料プール冷却浄化系 燃料プール冷却浄化系定検工

事要領書 

・２０１９年度ＦＰＣ通定 電気計装品点検 

・電気学会 電気規格調査会標準規格 回転電気機械一般 ＪＥＣ－２１００－１９９

３ 

・低圧三相誘導電動機 電動機温度管理値について 

・電気機器設計 モータリスト 

・２号機定期点検工事報告書 燃料プール冷却浄化系点検工事のうち低圧三相誘導

電動機点検 １３２ｋＷ以下 低圧三相誘導電動機 

 

検査ガイド名：火災防護 

・火気使用作業申請書（許可番号：１９－３１９） 

・停止時安全管理機器・保護範囲内 作業許可申請書（申請書番号：２－１９－Ｍ４

－０３７－００２） 

・作業日報／予定表（２０２０年０１月０６日） 

・火報キャップ記録 

・火報マップ 

・志賀原子力発電所 初期消火対応要領（２０１９年６月） 

・志賀原子力発電所 初期消火対応細則（２０２０年１月） 

・消防資機材確認表 

・消防業務日報（２０２０年１月３１日（金）） 

・消防資機材点検表（２０２０年１月３１日（金）） 

・化学消防車のオイルパンヒーターの運用方針（技術部 防災設備管理課２０２０年３月

５日） 

・２０１９年度公設消防連携訓練実施要領（第２回目）２０２０年２月 

・志賀原子力発電所における消防活動に関する協定（抜粋版）平成１５年２月１８ 

・志賀原子力発電所消防計画２０２０年１月（抜粋） 

・志賀原子力発電所消防教育訓練細則（所達関係）２０１９年９月 
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・志賀原子力発電所消防訓練計画２０１９年度 

・志賀原子力発電所初期消火対応細則２０２０年１月添付－１－１初期消火活動に

係る基本的な活動 

 

検査ガイド名：内部溢水防護 

・志賀原子力発電所２号機 原子炉建屋機器配置図 地下２ＦＬ（ＥＬ８００） 

・志賀原子力発電所第２号機原子炉建屋最下階溢水事象時水圧条件書 

・志賀原子力発電所第２号機 電気機器設計 電気関係標準床・壁貫通設計仕様

書 

・志賀原子力発電所第２号機 建築設計一般 配管用床壁貫通部 設計仕様書 

・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋地下２階 埋設電線管施工図 ＳＨ－０

０４ 改訂Ｅ ７Ｎ１Ｂ３７１ー７２８ 

・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋地下２階 壁埋込金物スリーブ配置図 

改訂 C ７Ｎ１Ｂ０３０ー４７０ 

・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋地下２階 壁埋込金物スリーブ配置図 

改訂Ｂ ７Ｎ１Ｂ０３０ー４７２ 

・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋地下２階 供給及び制御空気配管施工

図 改訂Ａ ７Ｎ１Ｂ３７７ー８９９ 

・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋地下２階 検出配管施工図 改訂Ａ ７Ｎ

１Ｂ３７８ー０１２ 

・志賀原子力発電所２号機 原子炉建屋地下２階 壁埋込金物スリーブ配置図全体

キープラン ７Ｎ１Ｂ０３０－３９３、３９４ 

・志賀原子力発電所２号機 原子炉建屋地下２階 壁埋込金物スリーブ配置図 ７Ｎ

１Ｂ０３０ー４６８、４５５ 

 

検査ガイド名：自然災害防護 

・リスク情報・ＣＡＰミーティング資料【２０２０／０１／０８】 

・志賀原子力発電所発電所敷地付近図 

・志賀原子力発電所発電所一般配置図 

・志賀原子力発電所１号機開閉所機器配置図（屋外） 

・志賀原子力発電所２号機５００ｋＶ開閉所機器配置図（屋外） 

 

検査ガイド名：地震防護 

・緊急時対策所白板ログ 

・通報ＦＡＸ 

・ＱＡ１１－１４ 地震・火災後の保安確認要領 

・地震・火災後の保安確認結果報告書 
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② 保守管理の実施状況 

検査ガイド名：設計管理 

・志賀原子力発電所１号機技術検討書 １０－Ｅ－０２７（１号） 

・志賀原子力発電所工場試験・検査管理要領（機械品、電気・計装品編） 

・志賀原子力発電所第１号機換気空調系ＤＧ区域系統設計仕様書 

 

検査ガイド名：作業管理 

・志賀原子力発電所第１号機技術検討書 １９－機保－０１３ 

・志賀原子力発電所第２号機技術検討書 １９－Ｅ－００３（２号機） Ｒｅｖ．１ 

・志賀原子力発電所１号機点検基準表（機械保修課編） 

・志賀原子力発電所２号機点検基準表（機械保修課編） 

・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機定期事業者検査標準要領書  

放射線管理設備 非常用ガス処理系フィルタ性能検査 ＳＮ１－４３ 

・不適合報告書（Ｎｏ．１８－０６９７）  

・能登原子力発電所 非常用ガス処理系関係の補足資料説明 基６２４４（ＡＮ－５）

－４ 

・１号機、２号機 非常用ガス処理系手動起動試験手順書 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－１０８６） 

・作業日報／予定票（２０２０年０２月０４日（火）） 

・作業票 ２－１９－Ｅ３－１１０ 

・志賀２号機「ＳＬＣ貯蔵タンク保温用ヒータ温度高」ＡＮＮ発生対応 ２０２０／２／５  

電気保修課 

・２号取水口防潮壁入口扉の開放作業現場写真 

・１号廃棄物処理建屋東側道路（２１Ｍ盤）現場写真 

 

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 

・２０１９年度志賀原子力発電所 法令遵守・安全文化醸成活動実績評価書（２０２０年２

月１８日） 

・２０１９年度志賀原子力発電所長によるレビューの結果（２０２０年２月２８日） 

・原子力品質保証推進委員会の評価と改善のための提案 

・２０１９年度 志賀原子力発電所 品質マネジメントシステム評価（アウトプット）（２０２０年２

月２８日） 

・２０１９年度 マネジメントレビューの結果について（指示）（２０２０年３月１７日） 

・３月１７日 マネジメントレビュー（発電所分のみ）（２０２０年３月１８日） 
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検査ガイド名：パフォーマンス指標の検証 

・２０２０年１月度 発電所パフォーマンス改善会議資料 

 

④ 放射性廃棄物管理の実施状況 

検査ガイド名：放射性固体廃棄物の管理 

・ＬＬＷ廃棄体検査 教育テキスト（検査員の皆様へ） 

・ＬＬＷ廃棄体検査装置放射能計算機プログラム不具合について 

・低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体検査手引 

・低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体検査手引 別紙－３ 警報発生時の復

旧操作手順 

・廃棄体検査教育講師選任書 

・廃棄体検査員 教育・選任記録 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－１０６９） 

・不適合報告書（Ｎｏ．１９－１０６９） 

・志賀原子力発電所 ＬＬＷ廃棄体検査装置定期点検（２０１９年度四半期点検その

２）工事報告書 

・校正線源Ｓｒ－９０のトレーサビリティ記録 

・廃棄体検査記録 

・検査エビデンス 

・ドラム缶蓋の止め輪についての回答 

・是正処置管理票【Ｃ】 

 

検査ガイド名：放射性気体・液体廃棄物の管理 

・放射性液体・気体廃棄物放出管理要領 

・１号機放射性廃棄物焼却設備 焼却設備排ガスモニタ 計装ブロック図 

・２号機プロセス放射線モニタ系 計装ブロック図 

・焼却設備排ガスダストモニタサンプラ詳細図（３Ｗ８Ｈ３６２３－１６） 

・放射性廃棄物焼却設備 焼却設備放射線モニタ定検工事 工事（施工）／試験・検 

査記録 報告書 

・プロセス放射線モニタＢＧ測定結果報告 

・志賀１号機 プロセス放射線モニタ警報設定ＢＧ値の見直し結果 

・焼却設備からの放射性物質の放出量について（昭和６３年３月） 

・２号機液体廃棄物処理系配管計装線図 

・プロセス放射線モニタ系設定値根拠一覧表（Ｄ１１－Ｚ－ＲＴＳ－０８２） 

・プロセス／ダスト／漏えい検出系／放水放射線モニタ検出感度計算書 

・放射性液体廃棄物放出管理票 

・履歴トレンド（１日）（２０２０年１月６日０時０分～２０２０年１月７日０時０分） 
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・１号機ランドリ・シャワドレン系配管計装線図 

・２号機ランドリ・シャワドレン系配管計装線図 

・循環水ポンプ停止時の液体廃棄物の放出管理について（液体廃棄物） 

 

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 

・放射線作業計画書 

・物品汚染検査記録 

・核種分析結果 

・放射線計測器管理手引 

・放射線計測器類貸出管理台帳 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－０８８８） 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－０８９０） 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－１２３６） 

・異常事象速報（Ｎｏ．１９－１２３７） 

・不適合報告書（Ｎｏ．１９－０８９０他） 

・２０２０年２月定期サーベイ測定記録 

・諸規制等連絡票「区域区分表示機取替工事に伴う規制について」 

・ＩＣＤ－２５の点検日シール日付書直し後写真 

・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（放射線管理用）（２０１９年５月１７日実施分） 

・電離箱サーベイメータ点検記録（放射線管理用）（２０２０年１月２０日実施分） 

・放射線管理仕様書 

・放射線管理責任者／放射線管理員選任届 

 

検査ガイド名：放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

・ＡＬＡＲＡ活動推進細則 

・「目標線量（年）設定書」（２０１９年度、２０１８年度） 

・「線量低減意識高揚活動 設定書」（２０１９年度、２０１８年度） 

・「目標線量（年）と実績線量推移」（２０１９年度、２０１８年度） 

・「目標線量（年）評価書」（２０１８年度） 

・「線量低減意識高揚活動 評価書」（２０１９年度、２０１８年度） 

・ＡＬＡＲＡ会議議事録（２０１９年度、２０１８年度） 

・管理区域内区分変更通知書（整理番号：２Ｒ１９０１２－０２） 

・作業日報／予定表（２０２０年０１月１７日（金）～２０２０年０１月１７日（金）） 

・作業手順ＲＫＹ・ＱＹ活動表（現場ＫＹボード ２号ＦＰＣ系機器点検） 

・放射線作業計画書兼申請書「２号ＦＰＣ系機器点検」 

・放射線作業計画書兼申請書「２号耐震安全性向上工事（電気）その３」 
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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 


