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令和３年度第２四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２四半期の間

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７月１日～令和３年９月 30 日 

（４）検査実施者：東通原子力規制事務所 

山本 晋児 

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２四半期の結果は、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）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 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験 

２）１号機 燃料プール補給水ポンプ手動起動試験 

 

（２）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 非常用交流高圧電源母線 

 

（３）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） １号機 中央制御室における運転員の執務状況 

 

（４）BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象 

１） １号機 計画停電作業における緊急時の電源確保 

２） １号機 悪天候に対する緊急対策室換気空調設備の準備状況 

 

（５）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプ分解点検に係る火災防護対策 

 

（６）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）１号機 緊急時対応要員の待機状況 

 

（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 
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１）１号機 緊急対策室換気設備 

２）１号機 高圧電源車による緊急時の電源確保 

 

（８）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１） １号機 地震発生時の対応 

 

（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） １号機 警報付ポケット線量計の校正 

２） １号機 サプレッションチェンバー補修塗装修繕工事 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）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 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験 

資料名 

・第 10 編定期試験手順書（原７－１－発 20（東通）2021 年５月 20 日（第 139 回

改正）） 

・定期試験記録 東通原子力発電所１号機（保安規定に基づく試験）（試験項

目：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験、試験実施日：2021 年６

月 21 日） 

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ空気だめドレン抜きについて（2021 年６月 25 日機械保修課） 

・東通原子力発電所第１号機 機器設計仕様書（名称：高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機及び励磁装置） 

・東通原子力発電所 設置許可申請書（第 8．4－3 表 ディーゼル発電機主要仕

様） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験（2021 年度） 

・定期試験記録 東通原子力発電所１号機（保安規定に基づく試験）（試験項

目：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験、試験実施日：2021 年７
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月 19 日） 

・東通１号各ディーゼル機関空気だめ（自動）のドレン抜きについて（2021 年７月 30

日機械保修課） 

２）１号機 燃料プール補給水ポンプ手動起動試験 

資料名 

・第 10 編定期試験手順書（原７－１－発 20（東通）2021 年５月 20 日（第 139 回

改正）） 

・燃料プール補給水系配管計装線図（図番：ＮＴ－5002022 ＳＨ－１） 

・高圧炉心スプレイ系配管計装線図（図番：ＮＴ－5002018 ＳＨ－１） 

 

（２）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 非常用交流高圧電源母線 

資料名 

・保全通知 概要（通知番号：110030619、件名：Ｍ／Ｃ １Ｃ母線停止） 

・運転指示書（指示事項：安全維持点検（７回目）所内電源（Ａ／ＳＡ母線）停電

作業におけるＭ／Ｃ １Ｃ受電切替時の対応について） 

・停電手順書（定事検時手順書 １号機安全維持点検（７回目）（バウンダリ外、Ｍ

／Ｃ １Ｃ停電作業）） 

・設備別手順書（第４編 電気設備運転手順書（原７－１－発４（東通）、2021 年

８月 23 日（第 92 回改正）） 

・定事検時手順書作成および運用の手引き（個－東－発－23、2021 年８月 19 日

（第 29 回改正）） 

・定事検勉強会資料（受電切替作業の誤操作における電源喪失） 

 

（３）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） １号機 中央制御室における運転員の執務状況 

資料名 

・発電管理課体制表（2021 年７月１日） 

・発電管理課直勤務表（2021／7／6 10：48 作表） 

 

（４）BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象 
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１） １号機 計画停電作業における緊急時の電源確保 

資料名 

・交流Ｃ系停電作業に伴うＴＭＧ手順書への影響評価について（2021．8．10 電気

保修課） 

・諸規制等連絡票（件名：安全維持点検（７回目）交流Ｃ系停電作業に伴う諸規

制について（2021．8．16～2021．8．27）） 

２） １号機 悪天候に対する緊急対策室換気空調設備の準備状況 

資料名 

・緊急対策室温度調節用エアコン不具合に対する回答（2021／8／20 土木建築

課） 

・保全通知 概要（通知番号：110032791、件名：事務本館緊急対策室空調設備

不具合について） 

 

（５）BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象 

１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプ分解点検に係る火災防護対策 

資料名 

・火気使用作業管理手順書（原７－５－機 10（東通）、第 19 回改正） 

・東通１号機 消火設備等状態管理表（2021 年７月 12 日） 

・火気使用作業許可証 ＲＣＷポンプ（Ｃ）分解点検 （2021 年７月１日許可） 

・火気使用作業許可証 ＲＳＷポンプ（Ａ系）分解点検 （2021 年７月６日許可） 

 

（６）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）１号機 緊急時対応要員の待機状況 

資料名 

・当番者連絡先（７月２日（金）17：20～７月３日（土）８：40） 

 

（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）１号機 緊急対策室換気設備 

資料名 

・保全計画表（ＯＬＭ）（機器：ＴＡＮ＿１＿ＡＺ82＿Ｚ026、緊急対策室換気設備） 

・換気空調設備定期点検チェックシート（緊急対策室換気設備、点検日：2020 年
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８月 17 日） 

・保全項目説明書（土木建築課）（個－東－土－24、2021 年２月 25 日制定） 

・点検記録（緊急対策室換気設備、点検日：平成 19 年３月 28 日） 

・計画保修作業手順書（原７－５－機４（東通）（23）（平成 22 年１月 15 日）、別

表、緊急対策室換気設備） 

・原子力防災資機材現況届出書（東北電原運第 37 号、2020 年 10 月６日） 

・原子力防災資機材 現況確認結果の報告書（2020 年９月 18 日） 

・原子力防災要員現況届出書（案）（2021 年７月） 

・フィルタ付きマスクの必要個数について 

・原子力災害対策実施手順書（原７－６－防１（東通）、第 51 回改正） 

・東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画（令和２年８月 東北電力株

式会社） 

２）１号機 高圧電源車による緊急時の電源確保 

資料名 

・保安規定第 17 条の２（電源機能喪失時の体制の整備） 

・電源機能等喪失時における原子力施設の保全のための活動に係る対応手順（原

７－１－防２（東通）令和３年６月 28 日（第 39 回改正））添付３－１（２）緊急時

の電源確保供給手順選定フロー 

・【周知】緊急時の電源確保供給手順選定フロー（暫定版）の使用について 

・【周知】緊急時の電源確保供給手順選定フロー（暫定版）の使用解除について 

・保全通知 概要（件名：高圧電源車集合接続箱の電源車からの降ろし忘れにつ

いて） 

・電源機能等喪失時における原子力施設の保全のための活動に係る対応手順（原

７－１－防２（東通）令和３年６月 28 日（第 39 回改正））添付３－４（７） ｂ.電源

車（事務所線５号柱接続箱接続）接続手順（通常訓練） 

・高圧応急用電源車における不具合発生状況(2021／７／14 電気保修課） 

・（回答）電源車の集合接続箱に関する追加確認項目 ＜2021 年７月 12 日受領

＞ 

 

（８）BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象 

１） １号機 地震発生時の対応 

資料名 

・東通原子力発電所周辺地域での地震発生連絡票（第１報、最終報） 

・2021 年７月 26 日緊急時対策室内ホワイトボードの記載の写し 

・連絡記録（故障・トラブル：平日昼間）（2021 年７月 26 日） 
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・地震後における保安確認手順書（原７－１－技１（東通）、第 29 回改正） 

・故障・トラブル時等の対応手順書（原７－８－技２（東通）、第 80 回改正） 

・運転引継日誌（2021 年７月 26 日（月）２直Ｄ班） 

・警報装置から発せられた警報の記録（2021 年７月 26 日月曜日） 

・周知メール：【周知】県内震度４以上の地震発生時はヘルメット着用し、緊対室に

自動参集願います。 

・保全通知 概要（通知番号：110032412、件名：地震に伴う緊対室参集時のヘル

メットの着用について） 

 

（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） １号機 警報付ポケット線量計の校正 

資料名 

・放射線計測器管理手順書（第 20 改正） 

・放射線計測器等の点検・校正管理の手引（第 20 改正） 

２） １号機 サプレッションチェンバー補修塗装修繕工事 

資料名 

・作業予定表（作業件名：Ｓ／Ｃ内補修塗装修繕工事、2021 年８月２日） 

・工事要領書（第７回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）のうちＳ／Ｃ内補

修塗装修繕工事、改正番号：１） 

・保修作業票（件名：安全維持点検（７回目）Ｓ／Ｃ内補修塗装修繕工事） 

・放射線作業日報（放射線管理記録）（件名：安全維持点検（７回目）Ｓ／Ｃ内補

修塗装修繕工事、本日の作業内容：Ｓ／Ｃ内部環境サーベイ、立会年月日：

2021 年７月 12 日） 

・管理区域区分変更記録（兼通知書）（変更年月日：平成 27 年 12 月 16 日、変

更場所：原子炉建屋 地下３階 Ｓ／Ｃ内） 

 

５．２ チーム検査 

なし 

 


