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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：中部電力株式会社 

（２）事業所名：浜岡原子力発電所 

（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：浜岡原子力規制事務所 

浅野 博之 

江頭 豊 

深沢 幸久 

川原 正彦            

 

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 54.0 廃止措置中（使用済燃料搬出済み） 

２号機 84.0 廃止措置中（使用済燃料搬出済み） 

３号機 110.0 停止中 

４号機 113.7 停止中 

５号機 138.0 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 

 検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性があるものを含む）が、検査期間内に

その事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下の

とおりである。 
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（１） 

件名 
５号機非常用ディーゼル発電機（A）２４時間連続運転時の排気管伸縮継手

破損 

検査運用ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価 

事象の概要 

５号機非常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ/Ｇ」という。）（A）の２４時間連続

運転のため５月１１日１０時０４分にＤ/Ｇ（A）を起動し、運転していたところ、 

１４時３０分頃、排気管伸縮継手部分から排気が漏れていることを確認した。 

このため、Ｄ/Ｇ（A）を停止し、点検したところ、当該排気管伸縮継手が破損し

ていることを確認した。破損原因は調査中。 

 

４． 検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

検査項目 定期事業者検査 

検査対象 

１）２号機原子炉機器冷却海水系設備 

 

（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）３、４及び５号機保全の有効性評価 

 

（３）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）５号機原子炉建屋天井クレーン定期点検時の作業管理 

 

（４）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）３号機原子炉機器冷却水系及び原子炉機器冷却海水系定期試験 

２）５号機非常用ディーゼル発電機（B、C）定期試験負荷運転試験 

 

（５）BO1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１）５号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）維持点検における系統構成 
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（６）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） ５号機換気空調機非常用冷却水系冷凍機（Ａ-２）トリップ事象 

２） ５号機非常用ディーゼル発電機（A）２４時間連続運転時の排気管伸縮継手破損 

 

（７）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）４号機原子炉建屋内消火設備 

２）４号機原子炉建屋内自動火災報知設備 

 

（８）BE0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

検査対象  

１）４号機原子炉建屋内水密扉 

 

（９）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

１）地震発生時の対応 

 

（１０）BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象 

１）防波壁 

 

（１１）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）線量当量等測定・監視に伴う放射線被ばくリスクの評価 

２）１号機汚染管理区域（１Ｄ区域）への入域 

 

４．２ チーム検査 

なし 
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５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

検査項目 定期事業者検査 

検査対象 

１）２号機原子炉機器冷却海水系設備 

資料名 

・２号機保全計画、点検計画（第１保全サイクル）（本浜岡発第１１号２０２１年３月１８

日） 

・検査管理手引（廃止措置）（１４－１９） 

・検査管理手引（運転）（１２－４０） 

・第１回定期事業者検査工程表 

・２号機第１回定期事業者検査要領書（Ｈ２－６－３） 

・１・２号機全体配置図 

・２号機第１回定期事業者検査成績書（原子炉機器冷却海水系設備検査） 

・力量認定表 

・保守管理者資格認定書 

・２号機第１回定期事業者検査における検査実施責任者の指名について 

 

（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）３、４及び５号機保全の有効性評価 

資料名 

・保全の有効性評価実施手引（運転）（１２－４７） 

・保全の有効性評価の実施時期について（Ｒｅｖ．７ ２０２０．１１） 

・３号機第１７保全サイクル（その７）保全の有効性評価記録（保全計画）（２０２０．５．

２２） 

・４号機第１３保全サイクル（その７）保全の有効性評価記録（保全計画）（２０２０．１

２．１０） 

・５号機第５保全サイクル（その５）保全の有効性評価記録（保全計画）（２０１９．７．

３） 

 

（３）BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象 

１）５号機原子炉建屋天井クレーン定期点検時の作業管理 
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資料名 

・施設管理方針(運転)（１２） 

・調達管理手引（０６－０１） 

・点検計画表 原子炉建屋天井クレーン（共－１０－（１）) 

・２０２０年度発電所定期点検工事実施細目書工事内容 点検計画(電気編)(運転) 

・５号機第一回(２０２０年度)工事要領書 

・保全作業報告書(原子炉建屋天井クレーン電気設備定期点検）２０．１２．２２ 

・保全の有効性評価記録２０２０－０３７７－ＵＹ 

・是正処置（承認書・報告書）（発電所 B 用)（２０２０－３８６１） 

・是正処置（承認書・報告書）（発電所 B 用)（２０１３－１４３３) 

・工事要領書反映事項 DB（データベース）共通シート 原子炉課 

・クレーン等管理手引（運転）(１２－２８) 

・保全作業報告書２０２０年度原子炉建屋天井クレーンバイパススイッチ取付工事（２

１．１．２９） 

 

（４）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）３号機原子炉機器冷却水系及び原子炉機器冷却海水系定期試験 

資料名 

・３号機Ｒ－１６原子炉機器冷却水系・原子炉機器冷却海水系定期試験手順書 

・３号機原子炉機器冷却水系および同海水系配管計装線図兼配管系統図 

・３号機原子炉機器冷却水系・原子炉機器冷却海水系定期試験（２０２１年４月２２

日） 

・３号機原子炉機器冷却水系・原子炉機器冷却海水系定期試験（２０２１年３月２４

日） 

・３号機原子炉機器冷却水系・原子炉機器冷却海水系定期試験（２０２１年２月１９

日） 

２）５号機非常用ディーゼル発電機（B、C）定期試験負荷運転試験 

   資料名 

・定期試験手引（運転）（１２－２２） 

・５号機定期試験計画表（２０２１年５月） 

・５号機原子炉建屋１階配置図 T.P.８０００ ＳＨ－１ 

・５号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書 

・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（Ｂ）系（２０２１年５月１７日） 

・５号機非常用ディーゼル発電機定期試験負荷運転試験（Ｃ）系（２０２１年５月２１日） 
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（５）BO1020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１）５号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）維持点検における系統構成 

資料名 

・運転管理運用手引（運転）（０８－０３） 

・機器取扱い上の留意点（Ｅ－００７ Ｄ／Ｇ） 

・５号機Ｄ／Ｇ（Ａ）燃料油ドレンタンク上蓋フランジからの漏油について（２０２１－１５３

４） 

・５号機非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図 

 

（６）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）５号機換気空調機非常用冷却水系冷凍機（Ａ－２）トリップ事象 

資料名 

・５号機ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ－２）トリップ（主電動機巻線温度高）について（２０２０－６３

６６） 

・「５号機ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ－２）トリップ（主電動機巻線温度高）について」の原因調

査結果 

・５号機非常用空調機器冷水系配管計装線図 

・５号機取扱説明書 非常用空調機器冷水系ターボ冷凍機 

・５号機機器設計仕様書 非常用空調機器冷水系冷凍機 

・５号機系統設計仕様書 非常用空調機器冷水系 

・５号機ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ－２）再現確認運転データ（２０２１年５月３１日） 

 

２）５号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）２４時間連続運転時の排気管伸縮継手破損 

資料名 

・５号機Ｄ／Ｇ（Ａ）２４時間連続運転手順書（保全に係わる手順書）（Ｒｅｖ．１） 

・５号Ｄ／Ｇ２４時間運転体制 

・５号機原子炉建屋１階配置図 T.P.８０００ ＳＨ－１ 

・５号機非常用ディーゼル発電装置 A系分解前試運転確認記録（２０２１年５月１１

日） 

・５号機非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図 

・５号機Ｄ／Ｇ（Ａ）２４時間連続運転の中断について（２０２１－１３２８－R）（２０２１年

５月１２日） 

・非常用ディーゼル発電機（Ａ）２４時間運転中における排気管伸縮継手破損について
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（原因調査状況と今後の対応について）（審議）２０２１年６月８日） 

 

（７）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）４号機原子炉建屋内消火設備 

資料名 

・消防計画（２０２０年１０月） 

・消防設備分担表（２０２０．１１．０１） 

・４号 R/B 消火器配置図 

・４号機機器配置図（原子炉建屋） 

・４号機取扱説明書 二酸化炭素消火設備 

・４号機二酸化炭素消火設備機器外形図集 

・委託業務実施要領書 浜岡原子力発電所 共用、３、４、５号機 消防設備保守

点検（２０２０年度） 

・保全作業報告書 消防設備保守点検（２０１９年度） 

・保全作業報告書 消防設備保守点検（２０２０年度） 

 

   ２）４号機原子炉建屋内自動火災報知設備 

資料名 

・４号機原子炉建屋２階から地下２階の複数エリアの火災報知器動作について（非火

災）（２０２０－４５０２） 

・不適合処理報告書（発電所 B 用）（２０２０－４５０２） 

・火災報知器が動作したエリア図面ＣＡＰ管理Ｎｏ．２０２０－４５０２ 

・４号機原子炉建屋２階配置図 FL＋９０００（ＦＬ＋５０００）ＳＨ－１ 

・保全作業報告書（浜岡４号 自動火災報知設備基板修理工事）２０２１年３月８日 

・４号機火災報知設備調査結果（２０２１年２月１７日） 

 

（８）BE0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

検査対象 

１）４号機原子炉建屋内水密扉 

資料名 

・浜岡４号機内部溢水対策の基本計画について（審議）ｒｅｖ．１（平成２６年２月１４

日） 

・１～５号機原子炉建屋他防水扉信頼性向上工事 竣工図（２０１３．９．２０） 
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（９）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

１）地震発生時の対応 

資料名 

・地震発生時の処置手引（１３－１５） 

・地震発生時の安全点検・巡視手引（１３－１６） 

・地震発生後の被害状況確認結果（地震発生日時 平成２７年９月１日０時２９分） 

・１号機廃止措置業務日誌（２０２０年１２月１８日） 

・２号機廃止措置業務日誌（２０２０年１２月１８日） 

・３号機運転日誌（２０２０年１２月１８日２直～２０２０年１２月１８日１直） 

・４号機運転日誌（２０２０年１２月１８日２直～２０２０年１２月１９日２直） 

・５号機運転日誌（２０２０年１２月１８日２直～２０２０年１２月１８日１直） 

・廃棄物減容処理設備運転引継日誌（２０２０年１２月１８日２直～２０２０年１２月１

９日２直） 

 

（１０）BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象  

１）防波壁 

資料名 

・防波壁 上部工 防錆工（鋼殻部） 軽量モルタル充填工詳細図 

・工事仕様書 防波壁設置工事の内上部工工事（東工区）〔第４回設計変更〕 

・工事仕様書 防波壁設置工事の内上部工工事（西工区）〔第五回設計変更〕 

・土木工事標準仕様書 

・防波壁設置工事の内上部工工事（鋼殻据付）における検査項目および管理基準一

覧表 

・点検計画（土木編）（運転） 添付資料４ 

 

（１１）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）線量当量等測定・監視に伴う放射線被ばくリスクの評価 

資料名 

・放射線管理指針（１１） 

・線量当量率等の測定・監視手引（１１－０３） 

・区域管理手引（１１－０２） 



 

9 

 

・４号機管理区域全体図 

・４号機線量当量等測定記録（週報）（期間：２０２１年０４月２６日～２０２１年０５月

０６日） 

・３・４号機作業環境測定結果報告書（２０２１年０４月１２日～２０２１年０４月１６

日） 

・４号機水質管理日報（２０１１年５月１２日） 

・放射性気体廃棄物管理四半期報（２０２０年度第４四半期） 

・放射性液体廃棄物管理四半期報（２０２０年度第４四半期） 

 

２）１号機汚染管理区域（１Ｄ区域）への入域 

資料名 

・放射線管理指針（１１） 

・管理区域入退域管理手引（１１－０４） 

・共用 工事別放射線管理計画書（放Ｈ０－Ｓ２１－００２２）（２０２１．０３．２９） 

・１号機作業票 Ｈ１－Ｚ－Ｈ２１－０００９ 

・１号機管理区域内細区分の変更書（２１．５．１１） 

・１号機タービン建屋１階 機器配置図 

・不適合処理報告書（２０２１－１５６９－H－H） 

・放射線管理サーベイ記録「１号機におけるＤ区域への不適切な入域に伴うサーベイ」

（２１．６．７） 

・受託業務の要員について（２０２０年７月１日） 

・工事従事者経歴書（２０２０年７月２日） 

・保安教育受講者申請書兼受講結果通知書（ａ、ｂ教育）（２０２０．６．２３） 

・保安教育受講者申請書兼受講結果通知書（ｃ教育）（２０２０．６．２５） 

 

５． ２ チーム検査 

 なし 


