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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：東北電力株式会社 

（２）事業所名：東通原子力発電所 

（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：東通原子力規制事務所 

山本 晋児 

種市 隆人 

森森 一義 

鈴木 雄二 

    検査補助者：東通原子力規制事務所 

          里信 修一 

  

２．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 110.0 停止中 

 

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 
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４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）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）１号機 放水路立坑修繕工事 

 

（２）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）１号機 令和３年３月３０日付け「定期事業者検査報告の変更について」に係る保全

の有効性評価 

 

（３）BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

１） １号機 他社埋込金物施工不良への対応 

 

（４）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１） １号機 使用済燃料プールの除熱・注水機能停止時におけるリスク管理 

２） １号機 鉄イオン供給装置定期点検工事 

３） １号機 放水路立坑修繕工事 

４） １号機 大容量電源装置年次点検 

 

（５）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 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系） 

 

（６）BO1020 設備の系統構成 

検査項目 包括的系統構成 

検査対象 

１）１号機 燃料プール冷却浄化系及び計装用圧縮空気系 

 

（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 
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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 計装用圧縮空気系空気圧縮機（Ａ） 

 

（８）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１） １号機 補助ボイラー建屋二酸化炭素消火設備ダンパー動作確認 

２） １号機 洗濯廃液系配管修繕工事 

 

（９）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１） １号機 改善措置活動の実効性及び傾向分析 

 

（１０）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） １号機 ２０２０年度第３及び第４四半期の安全実績指標 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）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） １号機 放水路立坑修繕工事 

資料名 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事の実施および放水路防潮壁の一時撤 

去について（２０２１年３月 東通原子力発電所） 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事施工計画書【第１版】（発行：２０２０年

１１月１３日、承認：２０２０年１１月１３日） 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事施工計画書【第２版】（発行：２０２１年

３月１１日、承認：２０２１年３月１８日） 
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（２）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）１号機 令和３年３月３０日付け「定期事業者検査報告の変更について」に係る保全

の有効性評価 

資料名 

・保全計画最適化手順書（第１３回改正） 

・保全の有効性評価実施手順書（第１３回改正） 

・定期事業者検査報告の変更について（東北電原運第５３号 令和３年３月３０日） 

・東通原子力発電所第１号機 第４保全サイクルにおける長期停止に伴う点検の

実施方針（第５回改正） 

・計画保修作業手順書（第７２回改正） 

・東通原子力発電所第１号機 第４保全サイクルにおける長期停止に伴う点検に係

る計画書（安全維持点検（７回目））【特別な保全計画（個別計画書）】の制定に

ついて（２０２０年１２月１６日） 

・【個別計画書（特別な保全計画）】東通原子力発電所第１号機 第４保全サイク

ルにおける長期保管対策の変更について（１１回目）（２０２１年３月１６日） 

・保全最適化手順書改定に係る保全データシート「系統機能整理表（ｓｈｅｅｔ２）」の

変更について（平成３１年３月８日） 

・保全最適化手順書改定に係る保全データシート「機器影響度決定表（ｓｈｅｅｔ３）」

の変更について（平成３１年３月８日） 

・保全データシート「保全内容決定表（ｓｈｅｅｔ４）」の承認について（平成３１年３月２

９日） 

・保全の有効性評価シート「クレーンおよびホイスト」（平成２９年１０月１１日） 

・東通原子力発電所 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活

動に係る対応手順書（第３８回改正） 

・保全データシートの改正について（令和元年９月９日） 

・回転機械振動診断手順書（第８回改正） 

・２０２１年度 状態監視技術導入支援業務（振動、潤滑油、赤外線）の実施計

画について（２０２１年２月２日） 

・保全データシートの改正について（平成３１年４月１６日） 

・保全の有効性評価シート「純水移送ポンプ（Ｂ）分解点検」（平成３１年３月２５日） 

・保全データシートの改正について（平成３１年４月２２日） 

・保全の有効性評価シート「復水移送ポンプ（Ａ）」（平成３１年４月１５日） 

・保全の有効性評価シート「ＨＥＣＷ冷水ポンプ（Ｄ）吐出弁」（平成３１年４月１９日） 

・保全の有効性評価シート「ＲＳＷポンプ（Ａ），（Ｂ）吐出弁分解点検」（平成３１年

３月２９日） 
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・保全データシートの改正について（２０２０年７月８日） 

・保全の有効性評価シート「ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ）出口弁」（令和２年５月２２日） 

・保全の有効性評価シート「ＲＣＷ供給側第二隔離弁（Ｂ）」（令和２年６月２２日） 

・保全の有効性評価シート「ＲＣＷ戻り側第二隔離弁（Ａ）」（令和２年６月２９日） 

・保全の有効性評価シート「ＲＳＷポンプ（Ａ）吐出逆止弁」（令和２年６月２９日） 

・機器影響度決定表（Ｓｈｅｅｔ３）および保全内容決定表（Ｓｈｅｅｔ４）の承認について

（令和２年２月１２日） 

・保全の有効性評価シート（５００ｋＶ一括母線保護継電器装置（１系）他）（令和２

年１月２２日） 

・保全の有効性評価シート（東北白糠線保護継電器装置制御盤他）（令和２年１

月２２日） 

・保全の有効性評価シート（５００ｋＶ母線分離継電器装置（Ｘ母線）他）（令和２年

１月２２日） 

 

（３）BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

１） １号機 他社埋込金物施工不良への対応 

資料名 

・ニューシアトラブル情報（通番：１２４７８、件名：フィルタベント室内の埋込金物の変

形） 

・東北電力株式会社詳細票（予防処置（他社））（管理番号：Ｄ他１７０１７３、件

名：｢重要度－Ⅲ｣－２０１７－２埋込金物の不適切な設置に係る対応） 

・機器製作品質管理手順書（原７－５－機１３（東通）、平成３０年１２月１１日第

１３回改正） 

・設備図書に対するコメント事項メモ（図書メモ第 S－M４４３１号、平成３０年１１月

１９日） 

 

（４）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１） １号機 使用済燃料プールの除熱・注水機能停止時におけるリスク管理 

資料名 

・プラント停止中の安全確保のための管理手順（第１５回改正） 

・ＦＰＣ全停時のリスクモニタ「赤」レベルに伴う対応について（依頼）（２０２１年２月２５

日） 

・東通１号機ＦＰＣ等定期点検工事リスク評価チェックシート（改正１）（２０２１年３月



6 

 

１０日） 

・東通１号機 第９回ＦＰＣ等定期点検工事 諸規制等連絡票（２０２１年３月１０

日） 

・１号機 プラント停止中のリスク情報（３月２２日～４月４日） 

・停止時安全管理機器バリア表示管理の手引き（第５回改正） 

・バリア設定表示管理表（ＦＰＣ機器点検作業）（２０２１年３月８日） 

・ＦＰＣ全停・水抜きリスクチェックシート（２０２１年３月１６日） 

２） １号機 鉄イオン供給装置定期点検工事 

資料名 

・鉄イオン供給装置廻りの水たまり（Ｐ９５－Ｆ００２Ａシートリーク）（保全通知番号：１

１００２２４２１） 

・鉄イオン供給装置配管計装図（改訂４） 

・手動式ウエハー形バタフライ弁（弁構造図）（ＲＥＶ．０） 

・施設管理業務における不適合・ニアミスの事例集（２０２１年５月改正３２） 

３） １号機 放水路立坑修繕工事 

資料名 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事の実施および放水路防潮壁の一時撤

去について（２０２１年３月東通原子力発電所） 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事施工計画書【第１版】（発行：２０２０年

１１月１３日、承認：２０２０年１１月１３日） 

・東通原子力発電所放水路立坑修繕工事施工計画書【第２版】（発行：２０２１年

３月１１日、承認：２０２１年３月１８日） 

４） １号機 大容量電源装置年次点検 

資料名 

・A東１９０１１４（不適合処置／是正処置／予防処置） 

・大容量電源装置定期点検工事 工事要領書（機械設備）（２０２１年３月３１日

承認） 

・大容量電源装置定期点検工事 工事仕様書（２０２１年３月） 

・第３，第４保全サイクル点検計画予実績表（第２６回改正） 

・大容量電源装置定期点検工事 工事報告書(機械設備）（２０２１年６月８日承

認） 

 

（５）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 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系） 

資料名 
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・第１０編 定期試験手順書 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）（１９

０９０３） 

・定期試験記録（２０２１年４月１９日） 

 

（６）BO1020 設備の系統構成 

検査項目 包括的系統構成 

検査対象 

１）１号機 燃料プール冷却浄化系及び計装用圧縮空気系 

資料名 

・全停②Ｈｘ（Ａ）～ＳＦＰ戻りライン水抜き手順書（ＳＴＥＰ４）（２０２１年３月２３日） 

・１号機 プラント停止中のリスク情報（３月１５日～４月４日） 

・燃料プール冷却浄化系配管計装線図ＳＨ－１（改訂１） 

・燃料プール冷却浄化系配管計装線図ＳＨ－２（改訂１） 

・燃料プール冷却浄化系配管計装線図ＳＨ－３（改訂３） 

・残留熱除去系配管計装線図ＳＨ－１（改訂６） 

・残留熱除去系配管計装線図ＳＨ－２（改訂６） 

・燃料プール補給水系配管計装線図ＳＨ－１（改訂１） 

・１１００２１８１１「ＩＡ空気圧縮機予備機起動」警報発生の原因調査（２０２１年４

月６日） 

・第１１編 非常時操作手順書（イベントベース）（第６４回改正） 

・１号機 プラント停止中のリスク情報（４月５日～４月１８日） 

・ＦＰＣ全停②水張り手順書（２０２１年４月１日） 

・第９回ＦＰＣ等定期点検工事 工程表（Ｒｅｖ．４） 

・第９回 東通１号機ＦＰＣ定期点検工事 点検対象機器一覧表 

・ＦＰＣろ過脱塩器（Ａ）出口流量調節計不良（保全通知番号：１１００１９６０３） 

 

（７）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 計装用圧縮空気系空気圧縮機（Ａ） 

資料名 

・第８編 警報処置運転手順書（Ｈ１１－Ｐ６５２）［Ｂ４～Ｂ５］（第５２回改正） 

・東通原子力発電所１号機「ＩＡ空気圧縮機予備機起動」警報発生について（令和

３年４月１日） 

・計装用圧縮空気系配管計装線図ＳＨ－１（改訂２） 

・所内用圧縮空気系配管計装線図ＳＨ－１（改訂０） 

・第１１編 非常時操作手順書（イベントベース）（第６４回改正） 
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・「ＩＡ空気圧縮機予備機起動」警報発生（保全通知番号：１１００２１８１１） 

・１１００２１８１１「ＩＡ空気圧縮機予備機起動」警報発生の原因調査（２０２１年４

月６日） 

・コンプレッサ操作用電磁弁 返却品の調査報告書（２０１９年９月６日） 

・計装用圧縮空気系 空気圧縮機外形図（ＲＥＶ．３） 

・計装用圧縮空気系 空気圧縮機断面構造図（１／３）（ＲＥＶ．０） 

 

（８）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１） １号機 補助ボイラー建屋二酸化炭素消火設備ダンパー動作確認 

資料名 

・２０２１年度上期一般修繕工事（電気）作業予定表（２０２１年４月２７日（火曜

日）） 

・一般修繕工事要領書（件名：補助ボイラー建屋二酸化炭素消火設備ダンパー修

繕） 

・Ａｕｘ．Ｂ／Ｂ ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認記録（点検年月日：２０２１年４

月２７日） 

・２０２１年度上期一般修繕工事（電気）作業予定表（２０２１年５月１９日（水曜

日）） 

・Ａｕｘ．Ｂ／Ｂ ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認記録（点検年月日：２０２１年５

月１９日） 

・Ａｕｘ．Ｂ／Ｂ ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認記録様式【修正前／修正後】 

・構造図（品名：ガス圧連動防火ダンパー（自動復帰、ＦＧ式）、図番：３６７１５９６、

作成日：２０１４．４．１） 

・補助ボイラー建屋ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認方法について  

・補助ボイラー建屋ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認方法について（Ｒｅｖ．１） 

・２０２１年度上期一般修繕工事（電気）作業予定表（２０２１年６月２１日（月曜

日）） 

・Ａｕｘ．Ｂ／Ｂ ＣＯ２消火設備ダンパー動作確認記録（点検年月日：２０２１年６

月２１日）【速報版】 

２） １号機 洗濯廃液系配管修繕工事 

資料名 

・原７－５－機１０（東通）火気使用作業管理手順書（第１８回改正） 

・火気使用作業許可申請書(クラス１Ａ）洗濯廃液系配管修繕工事（２０２１年４月

１５日許可） 

・火気使用作業許可証（洗濯廃液系配管修繕工事） 
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（９）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１） １号機 改善措置活動の実効性及び傾向分析 

資料名 

・原子力ＱＭＳ 改善措置活動要領（第３３回改正） 

・改善措置活動分析要領（第１７回改正） 

・改善措置活動運用手順書（第３４回改正） 

・東通原子力発電所情報検討会手順書（第３１回改正） 

・２０２０年度第１四半期ＣＲ・不適合傾向把握報告（２０２０年９月） 

・２０２０年度第２四半期ＣＲ・不適合傾向把握報告（２０２０年１２月） 

・２０２０年度第３四半期ＣＲ・不適合傾向把握報告（２０２１年３月） 

・２０２０年度第４四半期ＣＲ・不適合傾向把握報告（２０２１年５月） 

・２０２０年度ヒューマンエラー起因不適合傾向分析報告（２０２１年５月） 

・不適合管理・是正処置の処置状況について（２０２０年４月分～２０２１年３月分） 

 

（１０）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） １号機 ２０２０年度第３及び第４四半期の安全実績指標 

資料名 

・東通原子力発電所 安全実績指標の報告について（２０２０年度第３四半期） 

・東通原子力発電所 安全実績指標の報告について（２０２０年度第４四半期） 

・保安活動指標の運用手順書（第３回改正） 

 

５．２ チーム検査 

なし 

 


