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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：福島第二原子力発電所 

（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：福島第二原子力規制事務所 

上原 壮夫 

足立 謹聰 

菅沼 清純 

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．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、廃止措置状況及び建設状況 

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 

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。 

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 BM1040 ヒートシンク性能 

  検査項目 ヒートシンク性能 

  検査対象 

1) ２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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(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

  検査項目 保全の有効性評価 

  検査対象 

1) 令和元年度における計測制御機器の保全の有効性評価 

 

(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号機非常用ディーゼル発電機(B)手動起動試験 

2) １号機非常用ディーゼル発電機(Ａ)手動起動試験 

 

(4) ガイド BO1020 設備の系統構成 

  検査項目 標準的な系統構成 

  検査対象 

1) ４号機燃料プール冷却浄化系 

 

(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) ４号機非常用ディーゼル発電機(B) 

2) １号機非常用ディーゼル発電機(Ａ) 

 

(6) ガイド BO0060 燃料体管理(貯蔵・輸送) 

  検査項目 燃料の運搬等 

  検査対象 

1) ２号機使用済燃料プールにおける貯蔵管理 

 

(7) ガイド BO1070 運転員能力 

  検査項目 中央制御室／現場での運転員の能力 

  検査対象 

1) ４号機非常用ディーゼル発電機(B)手動起動試験 

 

検査項目 運転責任者認定試験の適切性 

検査対象 

1) 講習会場の環境整備状況 

2) 試験立会人の配置状況 
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3) 配布資料の管理状況 

 

(8) ガイド BE0020 火災防護 

  検査項目 四半期検査 

  検査対象 

1) ２号機原子炉建屋給気ファン(B) カップリング点検における火気作業の管理 

2) ２号機非常用ディーゼル発電機(B)室二酸化炭素消火設備の健全性 

 

 (9) ガイド BE0100 津波防護 

  検査項目 津波防護 

  検査対象 

1) 電源機能等喪失時の体制の整備状況 

 

(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) 廃棄物運搬用フレキシブルコンテナ搬出サーベイ業務 

2) 固化系乾燥機ミストセパレータＡ排出ライン弁点検 

 

(11) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

  検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

  検査対象 

1) サイトバンカにおける照射された廃棄物の管理 

2) ３号機及び４号機使用済燃料プールにおける照射された廃棄物の管理 

 

 (12) ガイド BQ0040 安全実績指標の検証 

  検査項目 安全実績指標の検証 

  検査対象 

1) 安全系の機能故障件数(運転上の制限逸脱回数) 

2) 放射性廃棄物の過剰放出件数 

3) 被ばく線量が線量限度を超えた件数 

4) 事故故障等の報告基準の実効線量（5mSv）を超えた計画外の被ばく発生件数 

 

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 BM1040 ヒートシンク性能 

検査項目 ヒートシンク性能 

資料名 

・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） 

・施工要領書「２Ｆ－２Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事 ＲＣＷ Ｈｘ本格点

検（３）他」（２Ｆ－２－８０７６－ＣＭ－００２－０８）（改 1） 

・渦流探傷検査手順書「２号機 原子炉補機冷却系二次熱交換器（ＲＣＷ２－Ｈｘ)」

（平成１７年３月制定） 

・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－２Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事（ＲＣＷ－２Ｈｘ（Ｃ）」

(２０２０年３月３０日） 

・計測機器使用前点検記録「２Ｆ－２Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事（ＲＣ

Ｗ－２Ｈｘ（Ｃ）」(２０２０年３月３０日） 

・校正証明書「デジタル３重周波数渦電流探傷器」（発行日：２０１８年２月７日） 

・校正証明書「オムニエース」（発行日：２０１８年３月６日） 

 

(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

検査項目 保全の有効性評価 

資料名 

・保全の有効性評価マニュアル（改４） 

・プラント長期停止時における計測制御設備管理ガイド（改０２） 

・保全の有効性評価結果記録シート（特別）１号機 

・保全の有効性評価結果記録シート「ＣＲＤ駆動水ポンプ入口温度／出口温度の長

期保管について」 
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・保全の有効性評価結果記録シート「温度検出器の保全方式の見直しについて」 

・技術メモ「温度検出器の保全方式の見直しについて」（計１９－００７） 

・保全の有効性評価結果記録シート「保全方式の見直しについて（ＢＤＭ化）」 

・技術メモ「保全方式の見直しについて（ＢＤＭ化）」（計１９－００８） 

・保全の有効性評価結果記録シート「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機他の現況

保管への移行に伴う計測設備の保全計画の変更について」 

・技術メモ「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機他の現況保管への移行に伴う計測設

備の保全計画の変更について」（計１９－００５） 

 

(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 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（４号炉） 

・定例試験マニュアル（改１６） 

・４号機 定例試験手順書（改１２８） 

・運転管理部当直の組織表（改７７６） 

・TBM シート「４号機 D/G(Ｂ)手動起動試験／燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０

２０年４月１０日） 

・工事施工報告書「２Ｆ－４Ｇ Ｄ／Ｇ（Ｂ）電気設備他点検手入工事」（１９ＥＧ７４－

０１） 

・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験（試験結果）（２０２０年４月１０日） 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（１号炉） 

・定例試験マニュアル（改１７） 

・定例試験における実条件性能確認ガイド（改００） 

・１号機 定例試験手順書（２Ｆ－発－７４８） 

・運転管理部当直の組織表（改７７８） 

・TBM シート「１号機 D/G(A)手動起動試験／燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０

２０年６月２２日） 

・工事施工報告書「２F-1G 一般電気設備定例点件工事」（Ｍ－２Ｆ１－ＥＣＲ－１８

０２４２） 

・非常用ディーゼル発電機（１Ａ）手動起動試験（試験結果）（２０２０年６月２２日） 

 

(4) ガイド BO1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的な系統構成 

資料名 

・作業許可申請書「４号 ＲＷＣＷ熱交（Ｃ）・ＲＷＳＷ配管点検」（ＰＴＷ番号：２ＦＣ

－Ｗ２０１９Ｎ０１８５） 
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・４号機 原子炉補機冷却系 配管計装線図（ＲＣＷ２）（改５） 

・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０９） 

 

(5) ガイド BO1040 動作可能性判断及び性能評価 

検査項目 動作可能性判断及び性能評価 

資料名 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（４号炉） 

・定例試験マニュアル（改１６） 

・４号機 定例試験手順書（改１２８） 

・運転管理部当直の組織表（改７７６） 

・TBM シート「４号機 D/G(Ｂ)手動起動試験／燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０

２０年４月１０日） 

・２Ｆ－４ 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１３） 

・４号機一般電気設備定例点検 保全部電気機器第一グループ（改５７） 

・工事施工報告書「２Ｆ－４Ｇ Ｄ／Ｇ（Ｂ）電気設備他点検手入工事」（１９ＥＧ７４－

０１） 

・工事施工報告書「２Ｆ－４Ｒ原子炉冷却系系統機器点検手入工事 Ｄ／Ｇ機関本

体・機関廻り・補機・その他」（２Ｆ－４－８４０－ＣＣ－００６－１３） 

・福島第二原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（１号炉） 

・定例試験マニュアル（改１７） 

・定例試験における実条件性能確認ガイド（改００） 

・１号機 定例試験手順書（２Ｆ－発－７４８） 

・運転管理部当直の組織表（改７７８） 

・TBM シート「１号機 D/G(A)手動起動試験／燃料移送ポンプ自動起動試験」（２０

２０年６月２２日） 

・２Ｆ－１ 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１６） 

・１号機特別な保全計画中の長期計画（定例点検分） 保全部電気機器第一グルー

プ（改４７） 

・工事施工報告書「２Ｆ－１Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事【Ｄ／Ｇ期間点

検】」（１９ＭＲ７１－０８－０５） 

・工事施工報告書「２Ｆ－１Ｇ 一般電気設備定例点件工事」（Ｍ－２Ｆ１－ＥＣＲ－１

８０２４２） 

 

(6) ガイド BO0060 燃料体管理(貯蔵・輸送) 
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検査項目 燃料の運搬等 

資料名 

・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） 

・燃料管理基本マニュアル（改１８） 

・Locationmap of spent fuel storage 1（IAEA 向け資料） 

・福島第二原子力発電所２号機 使用済燃料プール配置図（確認年月日Ｈ２５年１０

月１７日） 

・第２号機 燃料貯蔵設備（燃料プール増容量工事） 使用済燃料貯蔵プール内配

置図（第Ⅱ期工事分） 

・第２号機 燃料貯蔵設備（燃料プール増容量工事） 使用済燃料貯蔵ラック（１２１

体）構造図（第Ⅱ、Ⅲ期工事） 

・第２号機 燃料貯蔵設備（燃料プール増容量工事） 使用済燃料貯蔵ラック（９９体）

構造図（第Ⅱ、Ⅲ期工事） 

・第２号機 燃料貯蔵設備（燃料プール増容量工事） 使用済燃料貯蔵ラック（７７体）

構造図（第Ⅱ期工事） 

・第２号機 燃料貯蔵設備（燃料プール増容量工事） 使用済燃料貯蔵ラック（６３体）

構造図（第Ⅱ期工事） 

・福島第二原子力発電所第２号機 構造、強度または漏えいに係る使用前検査要領

書 

・材料検査記録「使用済燃料貯蔵ラック（１２１体）」 

 

(7) ガイド BO1070 運転員能力 

検査項目 中央制御室／現場での運転員の能力、運転責任者認定試験の適切性 

資料名 

・定例試験マニュアル（改１６） 

・原子力発電所運転員に対する教育・訓練マニュアル（改１９） 

・運転管理部当直の組織表（改７７６） 

・４号機 定例試験手順書（改１２８） 

 

(8) ガイド BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

資料名 

・防火管理マニュアル(改０６) 

・福島第二原子力発電所防火管理要領（改１４） 

・火災防護管理ガイド（改０２) 

・安全対策仕様書[原子力](改０２) 

・施工要領書「２Ｆ－２Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事 カップリング点検(ファ
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ン)」（２Ｆ－２－８０７６－ＣＭ－００２－１４） 

・作業予定表・防護指示書「２Ｆ－２Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事 カップリ

ング点検（Ｒ／Ｂ給気ファン）」（２０２０年４月１６日） 

・火気等使用許可申請書「２Ｆ－２Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事(カップリング

点検) Ｒ／Ｂ給気（Ｂ）」 

・火気作業養生チェックシート「２Ｆ－２Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事」（２０２

０年４月１６日） 

・火気作業チェックシート「２Ｆ－２Ｒ原子炉冷却系統機器点検手入工事カップリング点

検（R/B 給気ファン)」（２０２０年４月１６日） 

・原子力発電所建築設備点検マニュアル（改１０） 

・建物管理保全基本マニュアル（改０２） 

・消防用設備等設置届出書 「福島第二原子力発電所２号機」 

・福島第二原子力発電所２号機消火系二酸化炭素消火設備 R/B 配管系統図（改

２） 

・消防用設備等保守点検点検長期計画（Ｒｅｖ．０） 

・消防用設備等保守点検業務 業務実施計画書(令和２年度)（ＧＰ－Ｎ１３８３－２０

０１） 

・外観点検チェックリスト｢不活性ガス(ＣＯ２)消火設備 ２号機区画名：Ｂ系 D/G 室(２

０２０年６月１１日)｣ 

・不活性ガス（二酸化炭素）消火設備点検票「名称：２号機原子炉建屋 A 系、B 系

D/G 室 点検年月日平成３０年５月２５日」 

・不活性ガス（二酸化炭素）消火設備点検票「名称：２号機原子炉建屋 A 系、B 系

D/G 室 点検年月日令和元年１２月１０日」 

 

(9) ガイド BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

資料名 

・１～４号機津波アクシデントマネジメントの手引き（改０９) 

・原子力災害対策マニュアル(改１８） 

・緊急・災害対策用資機材管理要領（改０２） 

・緊急時車両等他における運用の手引き(改０６) 

・防災訓練実施要領(改０４） 

・第１４回原子力防災対策検討部会資料 

・第１４回原子力防災対策検討部会議事録 

・２０１９年度保安教育実施報告書 

・２０２０年度保安教育実施計画書 

・福島第二原子力発電所 緊急・災害対策用資材管理表（現況確認・評価)２０１９
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年度 

・ガスタービン発電機車による電源供給個別訓練報告(２０２０年３月) 他９件 

・２０２０年度原子力防災訓練 個別訓練一覧 

・原子力発電所機械、電気、計装及び廃棄物処理設備点検手入れ基準ガイド（改０

５) 

・緊急対策用発電車点検長期計画表（ガスタービン発電車） 

・２F ガスタービン発電機車他特装部点検修理施工要領書（ＩＪＳ１０２００１２－００４２

１） 

・Ｎｏ．２ガスタービン発電機車他特装部点検修理工事施工報告書（ＩＪＳ１０２００９－

１９－００１２） 

 

(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 

・放射線管理基本マニュアル（改１７） 

・物品移動管理要領（改２） 

・物品移動管理業務ガイド（改０４） 

・搬出物品確認申請書・確認書（B)「２Ｆ－液体固体廃棄物処理（一般）業務委託他

一件」（２０２０年５月２２日） 

・放射線計測器点検報告書（Ｒ１－００８） 

・放射線計測器校正記録（２Ｆ－保安管理用計測器点検保守管理業務） 

・放射線管理計画書「ＲＷ／Ｂ ＲＷ系 小口修理工事」（ＲＷＡ番号：２００１８６） 

・作業予定表・防護指示書「３・４ＲＷ固化系乾燥機ミストセパレータＡ排出ライン他点

検」（２０２０年６月１７日） 

・作業前ブリーフィング（ＴＢＭ－ＫＹ）時の６つの質問「３・４ＲＷ固化系乾燥機ミストセパ

レータＡ排出ライン他点検」（２０２０年６月１７日） 

・放射線管理記録「廃棄物処理設備関係他小口修理工事【２Ｆ】」（２０２０年６月１７

日） 

 

(11) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

・放射性廃棄物管理基本マニュアル(改１９) 

・使用済燃料プール及びサイトバンカにおける照射廃棄物管理要領(改０５) 

・サイトバンカにおける照射廃棄物等管理ガイド(改０７) 

・２０１９年度サイトバンカにおける放射性固体廃棄物管理計画 

・２０１９年度上期サイトバンカにおける放射性固体廃棄物管理実績及び下期の見通
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しについて 

・２０１９年度サイトバンカにおける放射性固体廃棄物管理実績報告 

・２０２０年度サイトバンカにおける放射性固体廃棄物管理計画 

・サイトバンカパトロール確認記録（２０２０年５月２２日） 

・サイトバンカパトロール確認記録（２０２０年４月２３日） 

・サイトバンカパトロール確認記録（２０２０年３月１７日） 

・サイトバンカ内廃棄物管理記録四半期報（２０１９年６月３０日現在) 

・サイトバンカ内廃棄物管理記録四半期報（２０１９年９月３０日現在) 

・サイトバンカ内廃棄物管理記録四半期報（２０１９年１２月３１日現在) 

・サイトバンカ内廃棄物管理記録四半期報（２０２０年３月３１日現在) 

・サイトバンカプール内配置図 

・３号機使用済燃料プール照射廃棄物等配置図 

・４号機使用済燃料プール照射廃棄物等配置図 

・２０１９年度使用済燃料プールにおける放射性固体廃棄物管理計画 

・２０１９年度使用済燃料プールにおける放射性固体廃棄物管理計画（ｒｅｖ．１） 

・２０１９年度上期使用済燃料プールにおける放射性固体廃棄物管理実績及び下期

の見通しについて 

・２０１９年度使用済燃料プールにおける放射性固体廃棄物管理実績報告 

・２０２０年度使用済燃料プールにおける放射性固体廃棄物管理計画 

・巡視・点検結果(２０１９年度第３四半期) 

・巡視・点検結果(２０１９年度第４四半期) 

・福島第二原子力発電所使用済燃料プール内放射性固体廃棄物四半期報 ２０１

９年度第１四半期 

・福島第二原子力発電所使用済燃料プール内放射性固体廃棄物四半期報 ２０１

９年度第２四半期 

・福島第二原子力発電所使用済燃料プール内放射性固体廃棄物四半期報 ２０１

９年度第３四半期 

・福島第二原子力発電所使用済燃料プール内放射性固体廃棄物四半期報 ２０１

９年度第４四半期 

・福島第二原子力発電所３号機使用済燃料プール仮置物品管理台帳 

 

(12) ガイド BQ0040 安全実績指標の検証 

検査項目 安全実績指標の検証 

資料名 

・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

（ATENA19-R０１ Rev.0）（エネルギー協議会２０１９年６月） 

・２０１９年度第４四半期安全実績 PI 採取結果の提出について（Ｒｅｖ．１）（原子力安
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全センター安全総括部長）（２０２０年５月２０日) 

・【ROP】安全実績 PI 入力要素確認結果「１～４号機安全系の機能故障件数（LCO

逸脱件数）」（発電 1，２号グループ）（２０２０年４月２７日） 

・【ROP】安全実績 PI 入力要素確認結果「放射性廃棄物の過剰放出件数」（放射

線・化学管理グループ）（２０２０年２月２４日） 

・【ROP】安全実績 PI 入力要素確認結果「被ばく線量が線量限度を超えた件数」（放

射線安全グループ）（２０２０年５月７日） 

・【ROP】安全実績 PI 入力要素確認結果「事故故障等の報告基準の実効線量（５

mSv）を超えた計画外の被ばく発生件数」（放射線・化学管理グループ）（２０２０年５

月１９日） 

 

６．２ チーム検査 

      なし 

 


