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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７月１日～令和２年９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 

菅沼 清純 

足立 謹聰 

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２四半期は、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) モニタリングポスト伝送多様化に関する設計管理 
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(2) ガイド BM0110 作業管理 

  検査項目 作業管理 

  検査対象 

1) ４号機非常用ディーゼル発電機Ａの分解点検 

 

(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号機非常用ガス処理系手動起動試験 

2) 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) １号機非常用ガス処理系 

2) ４号機非常用ディーゼル発電機Ａ 

 

(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号機非常用ガス処理系 

2) ２号機中央制御室非常用換気空調系 

 

(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) 平日夜間における各号機での運転員引継ぎ時の状況 

 

(7) ガイド BE0010 自然災害防護 

  検査項目 自然災害防護 

  検査対象 

1) 竜巻注意情報発令時の準備状況 

          

(8) ガイド BE0020 火災防護 

  検査項目 四半期検査 

  検査対象 
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1) １，２号機廃棄物処理建屋設備点検手入工事における火気作業の管理 

2) ４号機原子炉建屋の火災感知器の健全性 

3) １号機非常用ディーゼル発電機用軽油タンク泡消火設備の健全性 

 

(9) ガイド BE0030 内部溢水防護 

  検査項目 内部溢水防護 

  検査対象 

1) ２号機タービン建屋 復水器室の漏洩検知器の不適合管理 

 

(10) 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) 平日夜間の緊急時対応体制の維持状況 

2) 休日の緊急時対応体制の維持状況 

 

(11) ガイド BE0050 緊急時対応の準備と保全 

 検査項目 緊急時対応の準備と保全 

 検査対象 

1) モニタリングポスト電源確保訓練の実施状況 

 

(12) 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) ３，４号機廃棄物処理建屋焼却炉設備点検手入工事 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

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 
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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（改１４） 

・設計管理シート（設計計画／設計検討／設計検証／妥当性確認）「モニタリングポス

トのデータ伝送の多様性について」（２Ｆ－防放 Ｒａ－１９－００２） 

・技術検討書（区分－Ⅱ）「モニタリングポストのデータ伝送の多様性について」（２Ｆ放安

１９検２改１） 

・第２３０回信頼性向上検討会議事録 

・購入追加仕様書「２Ｆ－モニタリングポストデータ無線伝送装置設置」（改１） 

・試験・検査成績書【現地立会検査】「２Ｆ－モニタリングポストデータ無線伝送装置設

置」 

・完成図書「２Ｆ－モニタリングポストデータ無線伝送装置設置」 

 

(2) ガイド BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

資料名 

・法令改正に伴う関係用語の変更比較表＜核原料物質，核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律＞ 

・2F/KK 保安規定変更に伴う関係用語の変更比較表 

・調達管理基本マニュアル(改１７) 

・取引先登録における技術審査マニュアル(改９) 

・原子力取引先登録マニュアル(改１１) 

・工事登録名簿(２０２０年７月９日) 

・施設管理基本マニュアル(改１７) 

・施設管理目標の設定について（２０２０年７月３１日） 

・作業管理マニュアル(改１３) 

・作業管理ガイド（改２３） 

・工事監理マニュアル(改１８) 

・福島第二原子力発電所 ４号機 ２Ｆ－４ 原子炉設備点検長期計画（プラント長

期停止中）（改１３） 

・長期計画運用ガイド（改６） 

・特別な保全計画適用期間中の工程管理ガイド(改２） 

・共通仕様書作成および運用マニュアル(改１１） 

・追加仕様書作成および運用マニュアル(改１０) 
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・安全対策仕様書作成および運用マニュアル(改１) 

・工事共通仕様書[原子力](改１６) 

・安全対策仕様書[原子力](改２) 

・４号機主要工程（０１９） 

・２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統点検手入工事 工事追加仕様書(２０２０年１月２８日) 

・施工要領書 ２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統点検手入工事 Ｄ／Ｇ機関本体・機関

廻り・補機・その他（Rev.３） 

・２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統点検手入工事  Ｄ／Ｇ点検 工事工程表（Rev.３） 

・作業許可申請書 ＰＴＷ申請【ＷＷ０７】Ｄ／Ｇ（Ａ）系統点検 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 冷却系配管計装

線図（改２） 

 

(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 

・４号機 定例試験手順書 非常用ガス処理系手動起動試験（２Ｆ－発－７４７） 

・定例試験マニュアル（改１７） 

・運転管理部当直の組織表（７８１） 

・TBM シート「４号機 非常用ガス処理系手動起動試験」（２０２０年８月２４日） 

・４号機 定例試験手順書 非常用ガス処理系手動起動試験（事業者確認結果） 

・２号機 定例試験手順書 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（２Ｆ－

発－７６０） 

・運転管理部当直の組織表（７８３） 

・TBM シート「ＭＣＲブースター、ＭＯ、ＨＶＡＣ・冷（Ｂ→Ａ）」（２０２０年９月１６日） 

・２号機 定例試験手順書 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（事業者

確認結果） 

 

(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 

・福島第二原子力発電所１号機 非常用ガス処理系ダクト配管計装線図（改７） 

・１号機 バルブチェックリスト 非常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）Ａ系 

・１号機 非常用ガス処理系Ａ系 現場確認結果記録（２０２０年７月２８日） 

・福島第二原子力発電所 作業許可申請書ＰＴＷ申請 ２Ｆ－４【ＷＷ０７】Ｄ／Ｇ

（Ａ）系統点検 

・４号機 バルブチェックリスト（６９） ３－１ 非常用ディーゼル発電設備（Ｄ／Ｇ－Ａ） 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 冷却系配管計装



 

 

 

6 
 

線図（改２） 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 一次冷却水配管

計装線図（改７） 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 潤滑油系配管計

装線図（改６） 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 始動空気及び吸

排気系配管計装線図（改３） 

・福島第二原子力発電所４号機 非常用ディーゼル発電設備Ａ系 燃料油配管計装

線図（改４） 

・４号機 非常用ディーゼル発電設備（Ｄ／Ｇ－Ａ） 現場確認結果記録（２０２０年８

月２０日） 

 

(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 

・福島第二原子力発電所４号機保全計画（第１７保全サイクル）（改訂１３）  

・福島第二原子力発電所４号機【特別な保全計画中の長期計画（件名工事分：電

気設備定例点検）】（改訂５７）保全部電気機器第二グループ 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ４非常用ガス処理系換気ファン A、Ｂ用電動機

（２０２０年７月３１日） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ４非常用ガス処理系換気ファン A、Ｂ（２０２０

年７月３１日） 

・福島第二原子力発電所４号機計測設備点検特別な長期計画表（改訂１５）保全

部計測制御グループ 

・良否リスト「第４号機 ２Ｆ－４Ｍ重要系計装品点検工事」 

 非常用ガス処理装置Ａ入口流量 

 非常用ガス処理装置Ｂ入口流量 

・発電用原子炉設置許可申請書（４号炉完本）本文及び添付書類 添付書類八 

・１～４号機ＳＧＴＳ、ＭＣＲフィルタ性能試験および取替えの計画について（平成２６年

２月２６日） 

・４号機非常用ガス処理系手動起動試験（試験結果） 

・４号機 第１７保全サイクル定期事業者検査成績書「放射線管理設備 非常用ガス

処理系フィルタ性能検査」 

・２号機保全計画（第１９保全サイクル）（改１７） 特別な保全計画 長期保管計画 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ２Ｃ／Ｂ中操室ブースターファン（Ａ）用電動機

（２０２０年９月１６日） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ２Ｃ／Ｂ中央制御室ブースターファンＡ（２０２０
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年９月１６日） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ２Ｃ／Ｂ中操室ブースターファン用電動機（２０２

０年９月１６日） 

・技術別評価報告書（振動診断） ２Ｆ２Ｃ／Ｂ中央制御室ブースターファンＢ（２０２０

年９月１６日） 

・定例試験マニュアル（改１７） 

・１～４号機ＳＧＴＳ、ＭＣＲフィルタ性能試験および取替えの計画の見直しについて（２０

１９年度２号機ＭＣＲ試験結果の反映）（２０２０年４月１４日） 

・福島第二原子力発電所第２号機 原子炉に燃料を装入できる状態になった時に係

る使用前検査成績書「設備名：放射線管理設備（Ｄ） 系統名：中央制御室換気系

（４） 整理番号（Ｄ－４）」（昭和５７年１２月） 

・２号機中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（試験結果） 

・２号機 換気空調系 中央制御室換気空調系系統設計仕様書 

・機器取扱説明書「２号機 １１００MW 原子力発電設備 換気空調系」 

 

(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 

・運転管理基本マニュアル（改１９） 

・運転員の確保マニュアル（改１５） 

・運転員の引継マニュアル（改１７） 

・１号機運転日誌＆アラーム（０９１４） 

・１号機運転日誌（０９１４） 

・２号機運転日誌＆アラーム（０９１４） 

・２号機運転日誌（０９１４） 

・３号機運転日誌＆アラーム（０９１４） 

・３号機運転日誌（０９１４） 

・４号機運転日誌＆アラーム（０９１４） 

・４号機運転日誌（０９１４） 

・１，２号当直長引継日誌(０９１４) 

・３，４号当直長引継日誌(０９１４) 

 

(7) ガイド BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

資料名 

・原子力災害対策マニュアル（改１８） 

・前兆事象対応ガイド（改０） 
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・福島第二原子力発電所非常災害予防活動マニュアル（改４） 

・福島第二原子力発電所非常災害応急対策・復旧活動マニュアル（改１１） 

・通報連絡業務ガイド（参考資料）（１）夜間・祭日当番 通報業務分担表（対応例）

（改２０) 

・メール【必見：雷・竜巻時の対応】前兆事象対応ガイドについて(２０２０年６月１６日) 

・前兆事象対応ガイドに基づく対応要領(２０２０年７月８日) 

・休日・平日夜間当番日誌(２０２０年４月１８日及び６月１６日) 

 

(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(改訂６) 

・福島第二原子力発電所防火管理要領（改訂１４） 

・火災防護管理ガイド（改訂２) 

・安全対策仕様書[原子力] （改訂２)  

・作業許可書：件名 １，２ＲＷランドリー排風機 B 点検手入 

・作業予定表・防護指示書：工事件名  ２Ｆ－１、２Ｗ設備点検手入工事 

・施工要領書 ：工事件名 ２Ｆ－１、２Ｗ設備点検手入工事 

・火気等使用許可申請書：工事件名 ２Ｆ－１、２Ｗ設備点検手入工事 

・火気作業養生チェックシート：作業件名 ２Ｆ－１、２Ｗ設備点検手入工事 

・火気作業チェックシート：工事件名 ２Ｆ－１、２Ｗ設備点検手入工事 

・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 名称：東京電力(株)福島第二原子力発電所第４号機 

・福島第二原子力発電所♯２号機原子炉建屋、自動火災報知設備系統図 

・消防用設備等保守点検業務 業務実施計画書(令和２年度) 

・消防用設備等(特殊消防用設備等）点検結果総括表 名称：４号機原子炉建屋 

点検年月日：令和元年１０月２５日～２年２月２６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第１号機)（消防用設備等の種

類：第３種泡消火設備） 

・福島第二原子力発電所第１号機軽油タンク泡消火設備系統図 

・消防用設備等保守点検業務 業務実施計画書(令和２年度) 

・泡消火設備点検票 名称：１号機構内Ａ系、Ｂ系軽油タンク 点検年月日令和元

年７月１７日～令和元年９月２０日 

・泡消火設備点検票 名称：１号機構内Ａ系、Ｂ系軽油タンク 点検年月日令和元
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年１２月７日～令和２年２月１４日 

 

(9) ガイド BE0030 内部溢水防護 

  検査項目 内部溢水防護 

資料名 

・不適合報告書 「Ｔ／Ｂ復水器室」床漏洩警報発生について（２０２０年９月７日) 

・福島第二原子力発電所 特別な保全計画 長期保管計画 

・福島第二原子力発電所 ２号機 計測設備点検 特別な長期計画表（改１８） 

・福島第二原子力発電所２号機 タービン建屋配置平面図 OP２４００(B１階)（図番

A１２－０３０１）（SHEET NO.１５） 

・現場確認結果写真（２０２０年９月８日及び９月１５日の比較図） 

・電気計装関係他小口修理工事【２Ｆ】工事追加仕様書（２０２０年１月１０日） 

・電気計装関係他小口修理工事【２Ｆ】工事施工要領書【計装分】 

 

(10) 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 

・原子力災害対策マニュアル（改１８） 

・原子力防災組織運用ガイド（改５） 

・休日・平日夜間当番制運営要領（改０） 

・当番割り当て表（７月～９月） 

・保全部緊急体制表１班～３班（２０２０年８月及び９月分） 

・放射線測定当番表（新型コロナ対策時）令和２年８月及び９月分 

・広報当番（２０２０年８月から９月） 

・火報当番割り当て表（２０２０年７月から９月分） 

・（訓練通報）協定に基づく地震時の通報文書（２０２０年８月２２日及び９月１４日） 

 

(11) ガイド BE0040 緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

資料名 

・モニタリングポスト用発電機運用管理手順書（NM-５３・２Ｆ－（Ｓ３）－００１－ガイド

－２Ｆ－放安－５０) 

・危険予知活動表「MP 発電機操作訓練」（２０２０年９月１５日） 

・作業予定表・防護指示書「モニタリングポスト用発電機運転操作訓練」（２０２０年４

月１６日～２０２１年３月３１日） 

・２０２０年度 環境モニタリングチーム 個別訓練計画（改０） 

・個別訓練報告「訓練項目：電源確保訓練」（保安班（放射線安全 G)) 



 

 

 

10 
 

 

(12) 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） 

・放射線作業管理要領（改０１） 

・放射線作業管理業務ガイド（改０６） 

・放射線管理仕様書（改１７） 

・放射線管理計画書（ＲＷＡ番号：２００３０５）「３，４W 焼却設備点検手入工事」 

・放射線管理計画書の予想・実績表「２Ｆ－３，４Ｗ 焼却設備点検手入工事」 

・施工要領書「２Ｆ－３．４Ｗ 焼却設備点検手入工事」（２Ｆ－３，４－００１４－ＣＭ

－００２） 

・放射線管理記録「３．４Ｗ焼却設備点検手入工事（機械）」（平成３１年２月５日） 

・放射線管理記録「２Ｆ－３，４ 焼却設備点検手入工事」（２０２０年８月１９日、９月

７日及び９月８日） 

・作業予定表・防護指示書「２Ｆ－３，４ 焼却設備点検手入工事」（２０２０年８月１９

日） 

・放射線管理区域管理要領（改０３） 

・放射線管理区域管理業務ガイド（改０８） 

・管理区域区域区分変更依頼・承認書「２Ｆ－３，４Ｗ 焼却設備点検手入工事」 

 

６．２ チーム検査 

      なし 

 


