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前回定例会（９月２日）以降の原子力規制庁の動き 

 

平成２７年１０月７日  

柏崎刈羽原子力規制事務所  

 

【原子力規制委員会】 

  ９月 ９日 第２８回定例会 

        ・原子力発電所の新規制基準適合性審査の状況について 

  ９月１６日 第２９回定例会 

        ・第３回日仏規制当局間会合等の結果概要について 

  ９月３０日 第３０回定例会 

        ・原子力規制委員会設置法附則第６条第２項の運用方針について 

 

【柏崎刈羽原子力発電所 ６・７号炉 審査状況】 

  ９月 ２日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１７５）） 

  ９月 ３日 ・第２６７回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（設計基準への適合性について） 

       ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１７６）） 

  ９月 ４日 ・新規制基準適合性審査に関する審査会合への対応について 

       ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１７７）（１７８）（１７９）） 

 ９月 ７日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８０）（１８１）（１８２）） 

        ・地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(51) 

９月 ８日 ・第２７０回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（指摘事項に対する回答について） 

  ９月 ９日 ・新規制基準に関する適合性審査への対応について 

       ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８３）） 

  ９月１０日 ・第２７２回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（竜巻影響評価について） 

        ・第２７３回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（重大事故等対策について）         

        ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８４）） 
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  ９月１１日 ・新規制基準適合性審査に関する審査会合への対応について 

        ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８５）（１８６）） 

  ９月１４日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８７）） 

  ９月１５日 ・第２７４回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（指摘事項に対する回答について） 

  ９月１６日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８８）） 

        ・新規制基準適合性審査に関する審査会合への対応について 

  ９月１７日 ・新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換 

（柏崎刈羽６、７号機（２９）） 

        ・第２７５回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（設計基準への適合性及び重大事故等対策について） 

  ９月１８日 ・第２７６回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（敷地近傍の地質・地質構造について） 

        ・新規制基準適合性審査に関する審査会合への対応について 

        ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１８９）（１９０）） 

  ９月２４日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１９１）） 

  ９月２５日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１９２）） 

  ９月２８日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１９３）（１９４）） 

９月２９日 ・第２７７回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（特定重大事故等対処施設に係る審査について） 

        ・第２７８回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（設計基準への適合性及び重大事故等対策について） 

９月３０日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１９５）） 

 １０月 １日 ・新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング 

（柏崎刈羽６、７号機（１９７）） 

 １０月 ２日 ・第２７９回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（基準地震動の策定について コメント回答） 
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【被規制者等との面談】 

  ９月 ３日 ・柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（１号炉の高

経年化技術評価等）に関する事業者ヒアリング(34) 

  ９月 ４日 ・柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（１号炉の高

経年化技術評価等）に関する事業者ヒアリング(35) 

        ・東京電力株式会社副原子力防災管理者解任届出書他について 

  ９月 ７日 ・緊急時被ばく線量限度の見直しに伴う原子力防災要員の考え方について 

・緊急時作業員被ばくの規制に係る原子力事業者との面談 

  ９月 ８日 ・東京電力株式会社の保安規定変更認可等の申請について 

  ９月１０日 ・今後の審査の進め方について（地震・津波対策関連） 

９月１６日 ・東京電力株式会社の保安規定変更認可等の申請について 

９月１８日 ・柏崎刈羽原子力発電所溶接事業者検査に係る工事概要の説明について 

      ・柏崎刈羽原子力発電所における電磁作動弁の動作遅れについて 

９月２８日 ・柏崎刈羽原子力発電所第１号機(廃スラッジ脱水機)の改造工事について 

 

【規制法令及び通達により提出された文書】 

 ９月 ４日 ・放射線測定設備の性能検査申請書を受理 

（原子力規制委員会は、９月４日に東京電力株式会社から同社柏崎刈

羽原子力発電所の放射線測定設備の性能検査申請書を受理しました。） 

・放射線測定設備現況届出書を受理 

（原子力規制委員会は、９月４日に東京電力株式会社から放射線測定

設備現況届出書を受理しました。） 

 ９月 ９日 ・原子力防災要員現況届出書を受理 

（原子力規制委員会は、９月４日に東京電力株式会社から同社柏崎刈

羽原子力発電所の原子力防災要員現況届出書を受理しました。） 

       ・副原子力防災管理者選任・解任届出書を受理 

（原子力規制委員会は、９月４日に東京電力株式会社から柏崎刈羽原

子力発電所等の副原子力防災管理者選任・解任届出書を受理しました。） 

  ９月１１日 ・溶接安全管理審査申請書を受理 

（原子力規制委員会は、９月７日に東京電力株式会社から核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１３第３

項の規定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請書

を受理しました。） 

  ９月１４日 ・原子炉施設保安規定の変更について認可 

（原子力規制委員会は、東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）

から平成２６年９月１６日付け原管発官２６第１６９号をもって申

請（平成２７年７月２４日付け原管発官２７第１２４号により一部
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補正）のあった東京電力柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定

の変更＊について認可しました。） 

＊１号炉の原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う

長期保守管理方針（冷温停止状態が維持されることを前提）の変更。 

  ９月１８日 ・溶接安全管理審査申請変更届出書を受理 

（原子力規制委員会は、９月１７日及び１８日に東京電力株式会社か

ら実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条第３項の

規定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請変更届

出書を受理しました。） 

        ・溶接安全管理審査申請書を受理 

（原子力規制委員会は、９月１８日に東京電力株式会社から核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１３

第３項の規定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申

請書を受理しました。） 

 １０月 ２日 ・溶接安全管理審査申請変更届出書を受理 

（原子力規制委員会は、９月２９日に東京電力株式会社から実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条第３項の規定に基づ

く柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請変更届出書を受理

しました。） 

        ・溶接安全管理審査申請書を受理 

（原子力規制委員会は、９月２９日に東京電力株式会社から核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１３

第３項の規定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申

請書を受理しました。） 

 １０月 ５日 ・溶接安全管理審査申請変更届出書を受理 

（原子力規制委員会は、１０月５日に東京電力株式会社から実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条第３項の規定に基づ

く柏崎刈羽原子力発電所の溶接安全管理審査申請変更届出書を受理

しました。（申請の変更事由：「その他の事項」における誤記修正）） 

 

【柏崎刈羽原子力規制事務所】 

 ・平成２７年度第２回保安検査の実施 

 ８月３１日から９月１１日までの間、東京電力柏崎刈羽原子力発電所に対する平成 

２７年度第２回保安検査を実施しました。検査の結果については原子力規制委員会 

において審議され、公表される予定です。・・・添付１ 

 

以 上 



                                                 添付１ 

東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所の保安検査結果について（速報） 
 

                                 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ２ ９ 日 
柏崎刈羽原子力規制事務所   

 
１．概要 
   平成 27 年 8 月 31 日から平成 27 年 9 月 11 日までの間、東京電力（株）柏崎刈

羽原子力発電所における保安規定の遵守状況を確認するため、保安検査（以下「検

査」という。）を実施した。検査は、事前に公表した検査項目以外に、抜き打ち検査も実

施した。 
 
２．検査の内容及び方法 
（検査内容） 

認可された保安規定に基づき、保安活動が適切に実施されているかを以下の項目に

ついて確認した。 
（１）マネジメントレビューの実施状況 

（２）設計・調達管理の実施状況 

（３）不適合管理と是正・予防処置の実施状況 

（４）緊急時の措置の実施状況 

（５）周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査） 

 
（検査方法） 

保安規定の遵守状況を確認するため、マニュアル及び記録の確認、機器等の運

転・管理状況の現場確認、保安活動への立ち会い及び関係者への質問等を実施し

た。 
 
３．検査で確認した主な内容 
（１）マネジメントレビューの実施状況 
○平成２６年度のマネジメントレビューが実施されたことから、品質マネジメントシステム及

びその活動の実施状況が適切かどうかを検査するとともに、平成２６年度第４回保安

検査における２件の指摘事項(人的資源の投入に係る品質保証計画上の取り扱い、

原子力安全改革プランの改訂番号の識別)への対応状況についても確認した。 

○検査の結果、発電所長、管理責任者、社長が実施した各レビューが社内マニュアル

に従って適切に実施されていることを確認した。 

○平成２６年度第４回保安検査における指摘事項への対応として、レビューのインプット

及びアウトプット（議事録）に明確化されていることを確認した。 

○以上のことからマネジメントレビューの実施状況は良好であると判断する。 
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（２）設計・調達管理の実施状況 
○新規制基準対応等で新たに安全上重要な設備が導入されていることから、その設計

業務計画、設計検証、設計妥当性確認等の保安活動が適切に実施されているか、

マニュアル等の確認及び事例のサンプル抽出により検査した。 

○検査の結果、保安活動に係る詳細は「設計管理基本マニュアル」等に定められ、継

続的な見直しも行われていることを確認した。 

○工事事例を１２件抽出して設計調達管理がマニュアル通りに実施されているかを確認

の結果、 

  ・設計検証が実施されていない事例が「ケーブル耐火ラッピング及び電路貫通部 3 時

間耐火工事」等の３件 

  ・設計管理シートで明確化された方法と異なる方法で設計検証を行っていた事例が

「ＳＬＣ注入系配管修繕工事」等の３件 

  ・設計の妥当性確認の一部が未実施の事例を「ＭＵＷＣ系Ｔ／Ｂ側電動隔離弁の

新設工事」で確認 

 以上の７件で「設計管理基本マニュアル」等の不履行を確認した。従って、当事務所

では本件は保安規定第３条７．３「設計･開発」に係る不履行であると判断しているが、

今後、本庁と保安規定違反等の扱いについて協議を行う。  

 
（３）不適合管理と是正・予防処置の実施状況について 
○今回の検査では、平成２６年６月に柏崎刈羽原子力発電所で発生した「直流 125Ｖ

充電器の計器点検期限超過」に係る不適合と類似の事象が福島第二において発生

していることから、組織が不適合を管理し､是正・予防に必要な管理活動が適切に行

われているかの観点から検査を実施した。 

○検査の結果、不適合管理、是正処置、予防処置を行う仕組みが構築されていること

をマニュアル等で確認した。また、さらなる改善として、柏崎、本社、福島第二等の間で

不適合の情報共有や他発電所への水平展開要否等を定期的に協議するための「不

適合管理委員会事務局情報共有連絡会」を設置し、運用を開始したことを確認し

た。 

○以上のことから不適合管理と是正・予防処置の実施状況は良好であると判断するが、

更なる改善策として設置した連絡会が効果的に運用されるか等については、引き続き

保安調査等で確認していく。 

 
（４）緊急時の措置の実施状況 
○緊急事態が発生した場合に備え、原子力災害対策活動を行う原子力防災組織及び

要員、並びに活動に必要な原子力防災資機材等が適切に定められているか検査し

た。 

○検査の結果、原子力防災組織の編制・変更、確保すべき要員の力量の明確化、力
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量を維持・向上するための教育及び訓練の仕組み、必要な原子力防災資機材等を

定めていることを確認した。 

○以上のことから、緊急時の措置に係る実施状況は良好であると判断する。 

 
（５）周辺監視区域の管理状況（抜き打ち検査） 

○周辺監視区域の柵や標識について、抜き打ちにて、現場及び書類等により管理状況

を確認した。 

○検査の結果、「保全区域・周辺監視区域標識管理ガイド」等に基づき柵や標識を設

置しており、毎日点検・管理が行われていることを「警備日誌」により確認した。なお、

現場確認において、標識の一部に文字のかすれ等の劣化が見られたことから適切な管

理に努めるよう指導した。 

○以上のことから周辺監視区域の管理状況は良好であると判断する。 

 
＜良好事例＞保安検査期間中に確認した良好事例について。 

 ○中操夜間巡視における当直引き継ぎ状況を確認の結果、 

   ・プラント状況の継続的な把握のため、引き継ぎ中も必ず 1 名は計器等の監視に従

事し、引き継ぎ内容はイヤホンにより確認できるよう配慮している 

   ・当直長指導の下、当直期間中に各人が「効果的なチームワーク作り」を目的としたテ

ーマを設定して力量を高める工夫をしている 

   など、単なる運転状況の引き継ぎにとどまらず、継続した運転状況の監視に留意して

いることや、各直員の力量を高める工夫をしている等、自主的な改善への取組が行わ

れており、良好事例と判断した。 

 
 
保安検査期間中、発電用原子炉設置者から、運転管理状況の聴取、記録確認を行

い、異常の無いことを確認した。 
 

 保安検査結果は、今後規制委員会にて審議される予定。 
 
 
 
以  上 



資料２ 

放射線モニタリング情報 

 

原子力規制委員会から発表された放射線モニタリング情報は、

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/ に掲載されています。大部となってお

りますので、HP にてご確認いただければと存じます。なお、直近の主な情報に

ついて以下のとおりご紹介します。 

 

① 東京電力（株）福島第一原子力発電所の 20Km 以遠のモニタリング結果 

  ［平成 27 年 10 月 6 日版］ 

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10324/24/207_20151006.pd

f 

 

② 東京電力（株）福島第一原子力発電所の 20Km 以遠の積算線量の測定結果 

（データ取得日：平成 27 年 10 月 1、2 日）［平成 27 年 10 月 5 日版］ 

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10319/24/214_20151005

.pdf 

 

③ 東京電力（株）福島第一原子力発電所の 20 ㎞圏内の空間線量率の測定結果       

（平成 27 年 9 月 29 日～10 月 1 日測定）[平成 27 年 10 月 5 日版] 

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10313/24/206_20151005

.pdf 

 

④ 東京電力（株）福島第一原子力発電所近傍の海域モニタリング(海水)の結果

について(試料採取日：平成 27 年 10 月 3 日、4日)[平成 27 年 10 月 6 日版]  

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10322/24/278_20151006

.pdf 

 

⑤ 各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上 1m 高さの空間線量（平成 27 年

10 月 5 日測定分）[平成 27 年 10 月 6 日版] 

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10321/24/192_20151005_2

0151006.pdf 

 

※ モニタリング情報については、直近のＨＰ掲載情報を記載 


