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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）事業所名：柏崎刈羽原子力発電所 

（３）検査実施期間：令和２年４月１日～令和２年６月３０日 

（４）検査実施者：柏崎刈羽原子力規制事務所 

水野 大 

前澤 直人 

和田 武 

黒川 武雄 

石井 真一 

百瀬 元善 

検査補助者：柏崎刈羽原子力規制事務所 

佐藤 末明 

新通 智 

河村 浩史 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

３．運転等の状況 

号機 
出力 

(万 kW) 
検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況 

１号機 １１０ 停止中 

２号機 １１０ 停止中 

３号機 １１０ 停止中 

４号機 １１０ 停止中 

５号機 １１０ 停止中 

６号機 １３５．６ 停止中 

７号機 １３５．６ 停止中 

 

４．検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実

施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関

する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、

事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状

況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 
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第１四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

４．１ 日常検査 

（１）ガイド BM0100 設計管理 

 検査項目 設計管理の適切性 

検査対象  

１）燃料洗浄装置 

 

（２）ガイド BM0110 作業管理 

 検査項目 作業管理 

検査対象 

１）６号機 使用済燃料プール冷却浄化系弁点検 

２）７号機 原子炉隔離時冷却系試運転 

３）１号機 残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器（ＲＨＩＷ Ｈｘ） 

４）７号機 燃料洗浄工事 

５）７号機 ＤＧＦＯ配管系統分離対策（火災防護） 

 

（３）ガイド BO0010 サーベイランス試験 

 検査項目 標準的な検査 

検査対象 

１）４号機 ＨＰＣＳディーゼル発電機手動起動試験 

２）荒浜側 消火ポンプ定例試験 

３）５号機 非常用ガス処理系手動起動試験 

４）１号機 ＨＰＩＷポンプ手動起動試験 

５）２号機 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験 

 

（４）ガイド BO1020 設備の系統構成 

 検査項目 標準的系統構成 

 検査対象  

１）大湊側屋外消火配管改修工事 

   

（５）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 

 検査項目 動作可能性判断及び機能性評価 

 検査対象 

 １）３号機 ＲＣＷポンプ（Ｄ） 

 ２）７号機 原子炉隔離時冷却系 

 ３）非常用 D/G 潤滑油配管プレートオリフィス取付誤り 
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（６）ガイド BO1070 運転員能力 

 検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

 検査対象  

１）５号機非常用ディ－ゼル発電機（Ｂ）７５％負荷試験 

 

 検査項目 運転責任者認定試験の適切性 

 検査対象 

 １）試験会場の環境整備状況 

 ２）試験立会人の配置状況 

 ３）配付資料の管理状況  

 

（７）ガイド BE0020 火災防護 

 検査項目 四半期検査 

 検査対象  

１）７号機ＳＧＴＳ耐火壁設置工事 

 

（８）ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持 

 検査項目 緊急時対応組織の維持 

 検査対象  

１）新型コロナウィルス対策による第３対策態勢（３Ｃ）下における緊急時体制 

 

（９）ガイド BE0090 地震防護 

 検査項目 地震防護 

 検査対象  

１）新型コロナウィルス対策による第３対策態勢（３Ｃ）下における地震発生時に 

備えた体制の準備状況 

 

（１０）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

  検査項目 放射線被ばくの管理 

  検査対象 

  １）７号機 原子炉建屋 ＡＣ／ＲＨＲ（Ｂ）配管室 

  ２）７号機 管理区域の外部放射線定期サーベイの実施状況 

 

４．２ チーム検査 

なし 
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５．検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

指摘事項なし 

 

５．２ 未決事項 

なし 

 

５．３ 検査継続案件 

なし 

 

６．確認資料 

６．１ 日常検査 

（１）ガイド BM0100 設計管理 

  検査項目 設計管理の適切性 

  資料名 

・設計管理基本マニュアル ＮＥ－１６ 改訂１４ 

・設計管理シート（設計計画）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１６－Ｓ０１４６０３

Ｒ０４） 

・設計管理シート（設計検討）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１６－Ｓ０１４４６５

Ｒ０２） 

・設計管理シート（設計検証）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１６－Ｓ０１５９２３

Ｒ０２） 

・設計管理シート（設計検証）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１８－Ｓ００１００３

Ｒ００） 

・設計管理シート（設計検証）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１８－Ｓ０２６７０８

Ｒ００） 

・設計管理シート（設計検証）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１８－Ｓ０３３５６５

Ｒ００） 

・設計管理シート（妥当性確認）燃料洗浄装置の取得について（ＫＫ－２０１８－Ｓ０３３５６

６Ｒ００） 

・技術検討書 燃料装置の取得について（ＫＫ－２０１６－Ｓ０１４２７３Ｒ０２） 

・燃料洗浄モックアップ試験結果について（ＫＫ－２０１７－Ｓ０１９７１０Ｒ００） 

・KK－燃料洗浄装置 購入追加仕様書 改訂番号：６ 

・KK－燃料洗浄装置（燃料洗浄装置） 機器設計仕様書（３７－ＥＱ－００３Ｒ－００７） 

２０１９年２月２５日（改訂２） 

 

（２）ガイド BM0110 作業管理 
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検査項目 作業管理 

資料名 

・追加施工要領書 ＫＫ－６Ｒ ＳＲＶ設備他定検工事（起動対応） 

・原子炉施設保安規定第７４条第１項の適用について 

・６号機ＦＰＣ系弁点検時のリスク管理について（Ｒｅｖ．１） 

・６号機原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時（照射された燃料に係る作

業に準ずる作業含む）及び炉心変更時確認チェックシート２０２０/４/２１当直長承認 

・６号機保安規定第７４条第１項適用前確認チェックシート２０２０/４/２１当直長承認 

・当直員引継日誌（２０２０年４月２１日火曜日） 

・当直員引継日誌（２０２０年４月２２日水曜日） 

・６号機 ＦＰＣ系弁点検時の青旗作業について２０２０/４/１３当直長承認 

・仕切弁点検記録表Ｇ４１－Ｆ０１８Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・仕切弁浸透探傷試験記録Ｇ４１－Ｆ０１８Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・仕切弁点検チェックシートＧ４１－Ｆ０１８Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・パッキン増締め時トルク管理チェックシートＧ４１－Ｆ０１８Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２３日） 

・逆止弁弁点検記録表Ｇ４１－Ｆ０１９Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・逆止弁浸透探傷試験記録Ｇ４１－Ｆ０１９Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・逆止弁点検チェックシートＧ４１－Ｆ０１９Ａ、Ｂ（検査日２０２０年４月２１日） 

・逆止弁弁体の摩耗および弁座と弁体のあたり点検記録Ｇ４１－Ｆ０１９Ａ、Ｂ（検査日２０２０

年４月２１日） 

・SFP 水位・温度チェックシート（確認年月日２０２０年４月２１日～２２日） 

・試験データシート 機器名称：原子炉隔離時冷却系ポンプ 試験年月日：２０２０年４月１日 

・東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所第１号機第１６保全サイクル発

生構造、強度及び漏えいに係る使用前事業者検査実施要領書（Ｋ１－１６－１号ーＲ－１） 

・技術検討書「プラント長期停止における海水系機器の点検方針について」（Ｈ２６.９.８承認） 

・柏崎刈羽原子力発電所 ７号機 燃料移動作業手順書（燃料洗浄・全体工程）その１ 【Ｒ

ｅｖ．１】（ＫＫ-２０２０-Ｓ００２４１４Ｒ０１） 

・柏崎刈羽原子力発電所７号機 燃料移動作業手順書（燃料洗浄・ＦＰＭ（Ａ））その１ 【Ｒｅ

ｖ．２】（ＫＫ－２０２０ーＳ００２４１２Ｒ０２） 

・柏崎刈羽原子力発電所７号機 燃料移動作業手順書（燃料洗浄・ＦＰＭ（Ｂ））その１（ＫＫ

ー２０２０ーＳ００２４１３Ｒ０１） 

・柏崎刈羽原子力発電所７号機 ＫＫ－７Ｒ 燃料洗浄工事 施工要領書 ４０－ＷＡ－０

２４－Ｒ０１－１ 

・柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 工事施行要領書 ＫＫ－７Ｒ 燃料洗浄に伴う付帯工

事 Ｋ７－１９－ＲＭ－Ｐ２０４Ｘ 改訂番号０ 

・業務実施計画書 ＫＫ－７ 燃料洗浄に伴う燃料取扱い作業１９３２０－ＤＤ９９００１２（１） 

・３９－ＷＡー７３４ーＺ０１東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 １
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～７号機 取扱説明書 燃料洗浄装置 

・東京電力ホールディングス株式会社殿 柏崎刈羽原子力発電所７号機 ＫＫ－７Ｒ ＤＧＦＯ 

配管系統分離対策（火災防護） 耐圧漏えい試験実施要領書Ｄ４Ｈ－４６－Ｋ６９０ 改

訂番号３  

 

（３）ガイド BO0010 サーベイランス試験 

 検査項目 標準的な検査 

 資料名 

・ＮＭ－５１－１４･ＫＫ－Ｆ１－５５７ ４号機 定例試験手順書 ２０１９年７月１日（１５７） 

・ＮＭ－５１－５･ＫＫ－Ｈ１－５０５ ５号機 事故時運転操作手順書（事象ベース）２０１９年

６月３０日（６８） 

・定例試験記録 〔１９〕－２ ＨＰＣＳディーゼル発電機手動起動試験 試験実施日２０２０

年４月３日 

・柏崎刈羽原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号炉完本）本文及び

添付書類 平成２２年５月現在 

・柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 平成３０年９月 

・ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５４ １号機 定例試験手順書〔２５〕－７消火系消火ポンプ

自動起動試験２０１２年１１月１４日（１６０） 

・Ｕ４３Ａ－０１０１－００１Ｔ（改訂情報登録日２０２０．４．７）消火系配管計装線図（水処理

建屋内消火ポンプ室）  

・定例試験記録 〔２５〕ー７ 消火系消火ポンプ自動起動試験 試験実施日２０２０年５月１

４日１０時０９分～１２時３６分 

・（ＳＲ１０３５６５７５）のＱＨＰＩ（ヒューマンパフォーマンス調査シート）当直主機（操作者） 

・（ＳＲ１０３５６５７５）のＱＨＰＩ（ヒューマンパフォーマンス調査シート）当直副主任（ピアチエッカー） 

・運転責任者登録簿、原子力発電所運転責任者合格証 

・ＢＴＣ訓練中級Ⅲ成績書、訓練修了証書、訓練成績報告書兼受講証明書 

・主機操作員の認定承認および認定証の交付について（２０１９年６月２５日承認）、主機操

作員認定登録台帳、主機操作員認定証 

・補機操作員認定登録台帳、補機操作員認定証 

・ＫＫ５初級運転員・初期訓練実績管理表 

・作業予定表（６月１５日） 

・定例試験記録 ＨＰＩＷポンプ手動起動試験 試験実施日２０２０年６月１５日 

・定例試験記録 ＨＰＳＷポンプ手動起動試験 試験実施日２０２０年６月１５日１４時１１分

～１４時５７分 

・定例試験記録 ＨＰＳＷポンプ手動起動試験 試験実施日２０２０年６月１５日２３時２９分

～２３時３４分 

・当直長引継日誌２０２０年６月１５日１直 
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・当直長引継日誌２０２０年６月１５日２直 

・ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５５ ２号機 定例試験手順書 運転操作手順書暫定指示

書 暫定－２０２０－２５［２５］－６Ａ中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（Ａ系） 

・ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５５ ２号機 定例試験手順書 運転操作手順書暫定指示

書 暫定－２０２０－２５［２５］－６Ｂ中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（Ｂ系） 

・ＮＭ－５１－１４・ＫＫ－Ｆ１－５５５ ２号機 定例試験手順書 運転操作手順書暫定指示

書 暫定-２０２０－２５［２５］－７中央制御室非常用換気空調系ダンパ手動全開全閉試

験 

・柏崎刈羽原子力発電所第２号機 換気空調系ダクト計装線図（中央制御室） 

・定例試験記録［２５］－６Ａ 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（Ａ系）試験実

施日２０２０年６月１９日１３時５４分～１４時０５分 

・定例試験記録［２５］－６Ｂ 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（Ｂ系）試験

実施日２０２０年６月１９日１５時１３分～１５時２０分 

・定例試験記録［２５］－７ 中央制御室非常用換気空調系ダンパ手動全開全閉試験 試

験実施日２０２０年６月１９日１４時３０分～１４時５２分 

・柏崎刈羽原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書（２号及び５号炉完本） 本文及び

添付書類 平成２２年５月現在 

・ＮＭ－５１－５・ＫＫ－Ｆ１－５３７ ２号機 設備別操作手順書 第８編第５章中央制御室

換気空調設備第３節事故時運転モード３－３項 事故時運転モード（放射能高信号発生

時オーバーライドスイッチによる外気取入） 

・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所第２号機 第１２回定期事業者検査要領書 

検査名：中央制御室非常用循環系設備検査 要領書番号：Ｋ１２－１２９－２Ｃ－Ｒ 

・東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所第２号機 第１２回定期事業者検査要領書 

検査名：中央制御室非常用循環系機能検査 要領書番号：Ｋ１２－１２－１Ｂ－運 

 

（４）ガイド BO1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

資料名 

・Ｕ４３Ｍ－０１０１－００１Ｔ 改訂 14 柏崎刈羽原子力発電所共用設備 消火系屋外消

火栓設備配管系統図（給水建屋） 

・Ｕ４３－１０００Ｔ 改訂 12 柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 消火系屋外消火栓設備配

管系統図（屋外） 

・Ｋ－５ ＣＰ Ｎｏ．１０３８８８８８ 圧力調整用消火ポンプ・電動駆動用消火ポンプ廻りは移

管及び弁点検終了に伴う耐圧試験 

・Ｐ１９ー３７２２Ａー０８ 改訂番号０ 東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力

発電所 「大湊側屋外消火配管改修工事並びに関連除却工事(火災) （フラッシング・耐圧

漏えい検査）」（株式会社 東京エネシス 原子力本部新潟支社） 
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（５）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 

 検査項目 動作可能性判断及び機能性評価 

 資料名 

・不適合報告書（ＳＲ１０３５５４１０） Ｋ３ Ｓ ＲＣＷポンプ（Ｄ）ポンプ反ＣＰ側軸受オイラーレ

ベル低下保全作業依頼 

・ＮＭ－５１―１４・ＫＫ－Ｆ１－５５６ ３号機 定例試験手順書２０１８年１０月２２日（１６４） 

・発行月日：２０２０年３月１０日 工事件名：ＫＫ－７Ｒ ＲＰＶ設備他定検工事（起動対応） 

名称：ＲＣＩＣ所内蒸気試運転 

・不適合報告書（ＳＲ１０３５５７９０） Ｋ７ Ｓ ＲＣＩＣ真空ポンプ逆止弁（Ｅ５１―Ｆ０４６）閉

固着の発生について 

・試験データシート 機器名称：原子炉隔離時冷却系ポンプ 試験年月日：２０２０年４月１

７日 

・発行月日：２０１２年８月２１日 柏崎刈羽原子力発電所７号機 第１０回定期点検報告

書 ＲＣＩＣタービン調整・試運転 

・コンディションレポート（ＣＲ１００２０２６９、ＣＲ１００２０２７１、ＣＲ１００２０２７５、ＣＲ１００２

０２７７、ＣＲ１００２０２７０） 

・６号機原子炉補機冷却水系 配管計装図（ＤＧＢ系廻り） 

・影響評価書（ＳＲ１０３５６３４６）「非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管フランジ接続

プレートオリフィス取付方向相違」 

・不適合報告書（ＳＲ１０３５６５９０）「Ｋ１～７ Ｄ／Ｇ系統配管プレートオリフィス取付状態

の相違」 

・Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ［ＤＧ潤滑油系プレートオリフィス取付け方向相違の影響につい

て］ＥＤＳ Ｎｏ．ＶＤＥ－４８－０１４７／ＲＥＶ０ 

 

（６）ガイド BO1070 運転員能力 

検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

資料名 

・ＤＧ（Ｂ）負荷Ｔ／Ｒ（７５％）手順（本体起動／停止手順） 

 

検査項目 運転責任者認定試験の適切性 

資料名  

・試験会場等の配置図 

 

（７）ガイド BE0020 火災防護 

  検査項目 四半期検査 

  資料名 
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・安全対策仕様書【原子力】（改訂０１） 

 

（８）ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持 

検査項目 緊急時対応組織の維持 

資料名 

・原子力防災組織構成表（２０２０．４．３） 

・原子力防災要員（２０２０．４．３現在） 

・緊急作業従事者の選定状況 呼び出し訓練の状況報告 

・不適合報告書（ＳＲ１０３５６０２６） 

・非常災害対策基本マニュアル（改定１０） 

・非常災害予防活動マニュアル（改定１０） 

・柏崎刈羽原子力発電所夜間休日当番の体制について 

・新規当番任用予定者の評価結果について 

・宿直当番者力量確認試験要領（改定１） 

・新型コロナウィルス対策期間中における宿直当番認定方法について（改訂１） 

・個人評価チェックシート 

 

（９）ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

資料名 

・地震後の対応マニュアル（改訂１３） 

・地震発生時の対応ガイド（改訂２０） 

・当番者編成表【チーム編成】適用期間：「第３対策態勢」へ移行後より（２０２０．４．２７現

在） 

・２０２０年度 休日・平日夜間当番シフト（第３対策態勢移行後） 

・原子力災害対策マニュアル（改訂１８） 

・柏崎刈羽原子力発電所 地震後の（重点）点検チェックシート 

 

（１０）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

 検査項目 放射線被ばくの管理 

 資料名 

 ・７号機 管理区域分布図 

 ・「線量３」区域の見直しに伴う特別措置エリアの追加について 

 ・管理区域 区域区分変更依頼・承認書 

 ・区域区分確認チェックシート 

 ・ホットスポットの運用 

 ・放射線管理基本マニュアル ＮＭ－５３ 改１７ 
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 ・管理区域に係る測定評価ガイド ２０２０年４月１日（改訂１９） 

 ・調達番号：６０２０３０３７００００－０００９－５６０４ 改訂番号：０ ２０２０年１月２４日 Ｋ

Ｋ－管理区域内放射線測定業務委託 委託追加仕様書 

 ・東京電力 柏崎刈羽原子力発電所 文書番号 ＫＫ－２０１９－Ｓ０２４２７４Ｒ００ 放射

線計測器校正記録 

 ・問合せ番号：８５０９７ 更新日時：２０２０年０４月１７日０９時３６分 放射線管理計画書 

作業件名 ＫＫ－７Ｒ 燃料洗浄工事 

・７号機 Ｒ／Ｂ ４Ｆ サーベイ記録 測定目的 定期サーベイ ５月分（簡易） 測定日時 

２０２０年５月２０日９時５９分～１０時２９分 

 

６．２ チーム検査 

  なし 


