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令和３年度第１四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力施

設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果の通知について 
 
 
 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第６１条の２の２第１項の規定に基づく令和３年度第１四半期の間

に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）

の結果について、同条第９項の規定に基づき、別添のとおり通知します。 
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１．実施概要 

（１）事業者名：北海道電力株式会社 

（２）事業所名：泊発電所 

（３）検査実施期間：令和３年４月１日～令和３年６月３０日 

（４）検査実施者：泊原子力規制事務所 

野澤 俊也 

津田 宜孝 

吉田 雄志 

検査補助者：泊原子力規制事務所 

柿崎 雄司 

丸田 文之 

 

２．運転等の状況 

 

３．検査結果 

  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、保安活動の状況、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、

事業者の実際の保安活動、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１四半期の結果は、以下のとおりである。 

 

３．１ 検査指摘事項 

指摘事項なし  

 

３．２ 未決事項 

なし 

 

３．３ 検査継続案件 

なし 

 

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 57.9 停止中 

２号機 57.9 停止中 

３号機 91.2 停止中 
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４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）ＢＭ0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）長期保管に伴う２号機電動補助給水ポンプの確認運転 

２）１号機追加保全工事に伴うトラベリングスクリーンの確認運転 

３）１号機追加保全工事に伴う原子炉補機冷却海水ポンプの確認運転 

 

（２）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）１号機Ｂディーゼル発電機起動試験 

２）２号機Ａディーゼル発電機起動試験 

３）３号機Ａディーゼル発電機負荷試験 

 

（３）ＢＯ1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１）２号機補機冷却海水系の系統構成 

２）３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系の系統構成 

 

（４）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）１号機追加保全工事におけるＡ原子炉補機冷却水冷却器伝熱管の特別採用に

係る余寿命評価 

２）１号機追加保全工事に伴うＡディーゼル発電機負荷確認運転 

 

（５）ＢＥ0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）１号機追加保全原子炉補機冷却水系点検工事に伴う持込み可燃物の管理 

２）固体廃棄物貯蔵庫二酸化炭素消火設備、防火ダンパ点検 

 

検査項目 年次検査 

検査対象 



3 

 

１）専属消防隊による実火訓練 

 

（６）ＢＥ0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

検査対象 

１）３号機溢水防護設備（止水板、水密扉）の点検 

 

（７）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）事業者防災訓練 

 

（８）ＢＥ0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象 

１）電源機能喪失時の活動要員に対する教育・訓練 

２）１号機Ｂ代替非常用発電機点検工事に伴う負荷試験 

 

（９）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）固体廃棄物貯蔵庫における放射線サーベイ 

 

（１０）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）代替ルートによる雑固体ドラム缶の搬出 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）ＢＭ0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）長期保管に伴う２号機電動補助給水ポンプの確認運転 
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資料名 

・泊発電所設備診断要則 

・操作手順書２－電動補助給水ポンプ確認運転（SG 直接給水ライン設置バージョ

ン） 

・泊発電所２号機設備保全データ採取・振動測定[電気保修課]標準要領書 

・振動診断報告書（２Ａ－電動補助給水ポンプ，２Ａ－電動補助給水ポンプ用電

動機，２Ｂ－電動補助給水ポンプ，２Ｂ－電動補助給水ポンプ用電動機） ２０２

１年４月５日 

 

２）１号機追加保全工事に伴うトラベリングスクリーンの確認運転 

資料名 

・泊発電所１号機除塵装置点検工事追加保全（追６）[機械保修課]工事要領書 

・泊発電所１号機第１７回定検追加保全（追６）操作手順書１Ａ－スクリーン洗浄

ポンプ，１Ａ－洗浄水配管ストレーナ，１Ａ・１Ｂ－トラベリングスクリーン無負荷確認

運転 

・不適合報告書①（不適合処置の承認）１Ａ－スクリーン洗浄ポンプ出口圧力（１PI

－４５０１）指示不良 ２０２１年４月６日 

・１Ｃ－トラベリングスクリーン試運転記録（無負荷） ２０２１年３月２日 

・１Ｄ－トラベリングスクリーン試運転記録（無負荷） ２０２１年３月２日 

・１Ｂ－スクリーン洗浄ポンプ試運転記録 ２０２１年３月２日 

・１Ｂ－洗浄水配管ストレーナ試運転記録 ２０２１年３月２日 

 

３）１号機追加保全工事に伴う原子炉補機冷却海水ポンプの確認運転 

資料名 

・泊発電所１号機 1 次系大型ポンプ点検（追加保全（追６））[機械保修課]（原子

炉補機冷却海水ポンプ）工事要領書 

・泊発電所１号機第１７回定検追加保全（追６）操作手順書１A・１B－原子炉補

機冷却海水ポンプ試運転 

・試運転記録１A－原子炉補機冷却海水ポンプ ２０２１年４月７日 

・試運転記録１B－原子炉補機冷却海水ポンプ ２０２１年４月７日 

 

（２）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）１号機Ｂディーゼル発電機起動試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編１号機 
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２）２号機Ａディーゼル発電機起動試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編２号機 

 

３）３号機Ａディーゼル発電機負荷試験 

資料名 

・泊発電所運転要領Ⅹ定期試験編３号機 

 

（３）ＢＯ1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１）２号機補機冷却海水系の系統構成 

資料名 

・泊発電所２号機原子炉補機冷却海水系統図その１ 

・泊発電所２号機原子炉補機冷却海水系統図その２ 

 

２）３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系の系統構成 

資料名 

・泊発電所３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系統図その１ 

・泊発電所３号機使用済燃料ピット水浄化冷却系統図その２ 

 

（４）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）１号機追加保全工事におけるＡ原子炉補機冷却水冷却器伝熱管の特別採用に

係る余寿命評価 

資料名 

・泊発電所１号機原子炉補機冷却水冷却器点検（追加保全（追６））[機械保修

課]工事要領書 

・渦流探傷試験記録１Ａ－原子炉補機冷却水冷却器 ２０２１年３月１９日～２０

２１年３月２０日 

・不適合報告書①（不適合処置の承認）１－１７定検追加保全（追６）１Ａ，１Ｂ－

原子炉補機冷却水冷却器の伝熱管取替について ２０２１年３月２２日 

・１Ａ－原子炉補機冷却水冷却器の伝熱管（減肉指示１０％）に対する使用可能

日数（余寿命）の評価について機械保修課 ２０２１年３月３１日 

・漏洩点検記録１号機中間点検（追７）A－原子炉補機冷却水冷却器（CCWS漏
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洩点検、SWS 漏洩点検） ２０２１年４月１日、２０２１年４月６日、２０２１年４月

７日 

 

２）１号機追加保全工事に伴うＡディーゼル発電機負荷確認運転 

資料名 

・泊発電所１号機主要設備中間点検（追７）工事（機械設備）ディーゼル発電機点

検（追加保全（追６））［機械保修課］工事要領書 

・泊発電所１号機第１７回定検追加保全（追６）操作手順書１Ａ－ディーゼル発電

機負荷試運転  

・ディーゼル発電機点検（追加保全（追６））ＨＴＮ－１・Ａ号機負荷運転記録 

   

（５）ＢＥ0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）１号機追加保全原子炉補機冷却水系点検工事に伴う持込み可燃物の管理 

資料名 

・泊発電所常設物・仮置物管理要則 

・泊発電所１，２号機資機材管理用配置図原子炉補助建屋Ｅ．Ｌ．３．３ｍ 

・資機材設置申請書 資機材管理番号２０２０－SIMS-００５５６ 

・資機材設置申請書 資機材管理番号２０２０－SIMS-００６７９ 

・仮置物設置チェックシート（新規設置） 資機材管理番号２０２０－SIMS-００５５

６ 

・仮置物設置チェックシート（新規設置） 資機材管理番号２０２０－SIMS-００６７

９ 

・資機材設置許可書 資機材管理番号２０２０－SIMS-００５５６ 

・資機材設置許可書 資機材管理番号２０２０－SIMS-００６７９ 

 

２）固体廃棄物貯蔵庫二酸化炭素消火設備、防火ダンパ点検 

資料名 

・固体廃棄物貯蔵庫二酸化炭素消火設備点検工事（上期）[電気保修課]工事

要領書 

・不適合報告書①（不適合処置の承認）貯蔵庫換気空調設備制御盤「ファイヤダ

ンパ閉」警報発信について ２０２１年５月１２日 

・泊発電所固体廃棄物貯蔵庫防火ダンパ点検[機械保修課]工事要領書 

・固体廃棄物貯蔵庫防火ダンパ点検記録 ２０２１年５月２８日 

 

検査項目 年次検査 
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検査対象 

１）専属消防隊による実火訓練 

資料名 

・泊発電所初期消火対応要則 

・泊発電所消防計画 

・２０２１年度消防関連教育・訓練計画・実績表 運営課 

・専属消防隊勤務表 ２０２１年５月 

・【周知】構内実火訓練による１３１ｍ盤土砂仮置場Ｂの使用について ２０２１年５

月１７日運営課長 

・泊発電所消防業務委託[運営課]工事要領書 

・教育・訓練実施報告書 ２０２１年５月３１日 

 

（６）ＢＥ0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

検査対象 

１）３号機溢水防護設備（止水板、水密扉）の点検 

資料名 

・泊発電所内部溢水対応要則 

・泊発電所建築設備等施設管理細則 

・泊発電所３号炉設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施

設等） 平成２９年３月 

・泊発電所内部溢水対策工事のうち３号機止水板設置他工事検査報告書 平

成２８年３月１７日 

・泊発電所建物建築設備保全業務委託水密扉機器点検表（２０２１年２月分） 

・２０２１年度泊発電所建物建築設備保全業務委託業務要領書 

 

（７）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）事業者防災訓練 

資料名 

・泊発電所における防災訓練（再訓練）実施計画書（案） ２０２１年３月 

・防災訓練実施結果報告書 ２０２１年６月１０日 

 

（８）ＢＥ0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象 
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１）電源機能喪失時の活動要員に対する教育・訓練 

資料名 

・泊発電所津波による電源機能喪失時対応要領 

・泊発電所教育訓練管理要領 

・教育・訓練実施報告書津波に関する基礎教育 ２０２１年３月４日 

・教育・訓練実施報告書津波対応訓練（原子力防災訓練（総合訓練）にて実施） 

２０２０年１１月２７日 

・電源機能等喪失時の体制の整備に関する保全活動の評価および改善活動報告

書（総括） ２０２１年３月３１日 

 

２）１号機Ｂ代替非常用発電機点検工事に伴う負荷試験 

資料名 

・泊発電所１／２／３号代替非常用発電機（移動発電機車）定期点検工事[電気

保修課]工事要領書 

・操作手順書１Ｂ－代替非常用発電機負荷試験（現場起動） 

 

（９）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）固体廃棄物貯蔵庫における放射線サーベイ 

資料名 

・泊発電所所内放射線管理業務要則 

・泊発電所所内放射線等測定細則 

・泊発電所受託業務放射性廃棄物処理設備運転業務運転総括（要領）（２０２１

年度） 

・泊発電所放射線管理業務要領書１／２号機（２０２１年度） 

・２０２１年４月放射線管理業務予定表 

・放射線管理測定記録[固体廃棄物貯蔵庫]（２０２１年４月２６日） 

・管理区域内測定記録[固体廃棄物貯蔵庫]（２０２１年４月第３週分） 

・管理区域内測定記録[固体廃棄物貯蔵庫]（２０２１年４月第４週分） 

 

（１０）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）代替ルートによる雑固体ドラム缶の搬出 

資料名 

・泊発電所受託業務放射性廃棄物処理設備運転業務廃棄物ドラム缶運搬業務
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標準要領書 

・不適合報告書①（不適合処置の承認）アスファルト固化装置焼却灰ドラム搬出ハ

ッチの動作不良について ２０２１年４月１４日 

・放射性固体廃棄物処理報告書 処理日２０２１年３月２４日 

・放射性固体廃棄物運搬遵守事項等チェックシート（容器） ２０２１年４月２１日 

・放射性固体廃棄物運搬記録（ＳＷＤＳ／Ｂ）運搬日 ２０２１年４月２１日 

 

５．２ チーム検査 

なし 


