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２号機　点検時期超過機器点検チェックシート

【島根２号機】　クラス3，ノンクラス

機器番号 点検箇所 点検内容 点検頻度
誤りがあった
至近の実績

1 原子炉浄化系（CUW) クラス３ AV213-1060B（空気作動弁) Ｂ－デミネ樹脂出口弁 分解点検 130M 12回定検 分解点検 H22.6.21 H22.6.23 良

2 残留熱除去系（RHR) クラス３ RV222-1B（逃し弁) Ｂ－ＲＨＲ 注水配管逃し弁 分解点検 130M 8回定検 分解点検 H22.4.26 H22.5.14 良

3 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-705（安全弁)
原子炉棟給気外側隔離弁（AV261-1）用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 11回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

4 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-713（安全弁)
原子炉棟給気内側隔離弁（AV261-2）用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 15回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

5 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-737（安全弁)
原子炉棟排気内側隔離弁（AV261-5）用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 10回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

6 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-745（安全弁)
原子炉棟排気外側隔離弁（AV261-6）用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 15回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

7 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-721（安全弁)
燃料取替階排気内側隔離弁（AV261-3)用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 10回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

8 原子炉棟空調換気系（HVR) クラス３ RV261-729（安全弁)
燃料取替階排気外側隔離弁（AV261-4)用ア
キュムレータ安全弁

吹き出し試験 78M 11回定検 吹き出し試験 H22.5.29 H22.5.29 良 弁取替実施

9 原子炉浄化系（CUW) ノンクラス V213-1003A（手動弁) A-CUWフィルタ出口ストレーナブロー弁 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.22 H22.5.24 良

10 原子炉補機冷却系（RCW) ノンクラス V214-3001A（手動弁) RCW　ベント弁（A-FPC熱交入口） 分解点検 130M 6回定検 分解点検 H22.6.2 H22.6.2 良

11 原子炉補機冷却系（RCW) ノンクラス V214-3001B（手動弁) RCW　ベント弁（B-FPC熱交入口） 分解点検 130M 6回定検 分解点検 H22.4.3 H22.4.3 良

12 原子炉補機冷却系（RCW) ノンクラス V214-3002A（手動弁) RCW　ベント弁（A-FPC熱交出口） 分解点検 130M 6回定検 分解点検 H22.6.2 H22.6.2 良

13 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-541A（手動弁) A-ディーゼル燃料ディタンクドレン弁 分解点検 130M 4回定検 分解点検 H22.6.7 H22.6.9 良

14 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-541B（手動弁) B-ディーゼル燃料ディタンクドレン弁 分解点検 130M 3回定検 分解点検 H22.4.27 H22.4.30 良

　（注）No．24までは，平成22年3月30日報告分

備考
（特記事項）

点検内容 点検終了日 良否No

照合結果

点検開始日系統 重要度分類

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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【島根２号機】　クラス3，ノンクラス

機器番号 点検箇所 点検内容 点検頻度
誤りがあった
至近の実績

　（注）No．24までは，平成22年3月30日報告分

備考
（特記事項）

点検内容 点検終了日 良否No

照合結果

点検開始日系統 重要度分類

15 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-546B（手動弁) ドレン弁(燃料供給ポンプ入口) 分解点検 130M 3回定検 分解点検 H22.4.30 H22.4.30 良

16 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-546H（手動弁) ドレン弁(燃料供給ポンプ入口) 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.27 H22.4.29 良

17 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-547H（手動弁) ドレン弁(燃料供給ポンプ出口) 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.19 H22.4.19 良

18 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-558（手動弁) ドレン弁(燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ出口) 分解点検 130M 3回定検 分解点検 H22.4.26 H22.4.29 良

19 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-560（手動弁) ドレン弁(燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ出口) 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.26 H22.4.29 良

20 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-562（手動弁) ドレン弁(燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ出口) 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.26 H22.4.27 良

21 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-564（手動弁) ドレン弁(燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ出口) 分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.4.26 H22.4.27 良

22 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-611B（手動弁) ドレン弁(潤滑油フィルタ出口) 分解点検 130M 15回定検 分解点検 H22.4.8 H22.4.9 良

23 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-614B（手動弁) ドレン弁(シリンダ油フィルタ出口) 分解点検 130M 15回定検 分解点検 H22.4.8 H22.4.10 良

24 非常用ディーゼル発電機系（DEG) ノンクラス V280-615B（手動弁) ドレン弁(発電機軸受給油配管) 分解点検 130M 15回定検 分解点検 H22.4.8 H22.4.10 良

25 原子炉浄化系（CUW) クラス３ T213-1 原子炉浄化系サージタンク 開放点検 130M 14回定検 開放点検

26 所内蒸気系（HS） クラス３ CV275-1009 ＨＳ　Ｔ／Ｂ送風機出口温度調節弁減圧弁 分解点検 3Y 14年度 分解点検 H22.7.12 H22.7.13 良

27 固体廃棄物処理系（RWS） クラス３ CV253-52 ＲＷＡ温水タンク入口所内蒸気減圧弁 分解点検 3Y － 分解点検

28 所内電気設備系（SES） クラス３
常用ロードセンタ母線
（２Ａ１－Ｌ／Ｃ）

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.10 H22.6.24 良

29 所内電気設備系（SES） クラス３
常用ロードセンタ母線
（２Ａ２－Ｌ／Ｃ）

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.11 H22.6.24 良

30 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
固化設備－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.15 H22.6.24 良

31 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2B2-R/B-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.9 H22.6.24 良

32 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2B2-T/B-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.6 H22.6.24 良

33 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ－Ｒ／Ｂ空調換気系－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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【島根２号機】　クラス3，ノンクラス

機器番号 点検箇所 点検内容 点検頻度
誤りがあった
至近の実績
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点検開始日系統 重要度分類

34 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ１－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

35 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２－水－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

36 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ－Ｔ／Ｂ空調換気系－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

37 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ１－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

38 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２－復水デミネ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

39 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２－復水フィルタ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

40 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ２－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

41 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ２－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

42 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ－Ｒｗ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

43 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタ母線
２Ａ－開閉所－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

44 所内電気設備系（SES） クラス３
非常用コントロールセンタ母線
２Ｓ－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

45 所内電気設備系（SES） クラス３
非常用コントロールセンタ母線
２Ｃ－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

導体 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

46 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２－水－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

47 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ1－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

48 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ－Ｒ／Ｂ空調換気系－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

49 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ１－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

50 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ－Ｔ／Ｂ空調換気系－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

51 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２－復水デミネ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.3.26 H22.6.24 良

52 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２－復水フィルタ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.3.27 H22.6.24 良

53 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ２－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

54 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ２－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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【島根２号機】　クラス3，ノンクラス
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点検開始日系統 重要度分類

55 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
２Ａ－Ｒｗ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.8 H22.6.24 良

56 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2B1-R/B-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.7 H22.6.24 良

57 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2B-T/B空調換気系-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.15 H22.6.24 良

58 所内電気設備系（SES） クラス３
非常用コントロールセンタユニット
２Ｓ－Ｔ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

総合 絶縁抵抗測定 4C 12回定検 絶縁抵抗測定 H22.3.30 H22.6.24 良

59 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2-取水-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

60 所内電気設備系（SES） クラス３
常用コントロールセンタユニット
2Ａ-開閉所-C/C

総合 絶縁抵抗測定 4C 14回定検 絶縁抵抗測定 H22.6.6 H22.6.24 良

61 復水系（CW） クラス３ 警報設定器 設定器 ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替

62 原子炉補機冷却系（RCW) クラス３ 電子式積算計 積算計 ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.6.17 H22.6.17 良

63
可燃性ｶﾞｽ濃度制御系
（格納容器雰囲気モニタ）

クラス３
通常時ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
通常時ｻﾝﾌﾟﾙ昇圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

モータ モータベアリング取替 2Y 15回定検 モータベアリング取替 H22.5.20 H22.6.16 良

64 プロセス放射線モニタ系（PRM） クラス３ エリア放射線モニタ
対数線量率計
直流電源ユニット

電解コンデンサ他取替
　
8Y 12回定検 電解コンデンサ他取替

65 給水系（FW） クラス３ 給水流量調節弁 スプール弁 スプール弁取替 39Ｍ 14回定検 スプール弁取替 H22.6.18 H22.6.18 良

66 給水系（FW） クラス３ 起動用給水流量調節弁 スプール弁 スプール弁取替 39Ｍ 14回定検 スプール弁取替 H22.6.18 H22.6.18 良

67 原子炉浄化系（CUW) クラス３ CUW-ろ過脱塩器出口流量調節弁
　
ポジショナ パイロットリレー据付ガスケット取替 13M 15回定検

パイロットリレー据付ガス
ケット取替

H22.4.14 H22.4.14 良

68 原子炉浄化系（CUW) クラス３ CUW-ろ過脱塩器出口流量調節弁
　
ポジショナ パイロットリレー据付ガスケット取替 13M 15回定検

パイロットリレー据付ガス
ケット取替

H22.4.14 H22.4.14 良

69 窒素ガス制御系（NGC） クラス３ 計装用窒素ｶﾞｽ圧力調節弁
　
ポジショナ パイロットリレー取替 52M 15回定検 パイロットリレー取替 H22.6.9 H22.6.9 良

70 給水系（FW） クラス３ 給水流量制御装置盤 制御盤 ファン取替 4Y 15回定検 ファン取替 H22.3.22 H22.4.13 良

71 排ガス処理系（OFG） ノンクラス CV251-933 排ガスブロワ加圧用空気圧力調節弁 分解点検 3Y 15年度 分解点検 H22.7.12 H22.7.13 良

72 排ガス処理系（OFG） ノンクラス CV251-951 再生ガスブロワ加圧用空気圧力調節弁 分解点検 3Y 15年度 分解点検 H22.7.12 H22.7.13 良

73 液体廃棄物処理系（RWL） ノンクラス V252-3130A
Ｒ／Ｂ北東コーナー室床ドレンサンプポンプ出
口逆止弁

分解点検 130M 11回定検 分解点検 H22.6.8 H22.6.9 良

74 固体廃棄物処理系（RWS） ノンクラス TK253-3A,3B N2ガス製造装置A,B-吸着槽 開放点検 4Y 19年度 開放点検

75 所内電気設備系（SES） ノンクラス
非常用ロードセンタ遮断器（Ｄ-L/C）
２Ｃ－母線連絡遮断器

機能確認
最小動作電圧測定
開閉時間測定

4C 14回定検 最小動作電圧測定
開閉時間測定

H22.4.28 H22.4.28 良

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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【島根２号機】　クラス3，ノンクラス

機器番号 点検箇所 点検内容 点検頻度
誤りがあった
至近の実績

　（注）No．24までは，平成22年3月30日報告分

備考
（特記事項）

点検内容 点検終了日 良否No

照合結果

点検開始日系統 重要度分類

76 計装用圧縮空気系(IA) ノンクラス
計器弁
（PS277-21,PIS277-18,PI275-15）

その他 グランド部パッキン，0-リング取替 91M 13回定検
グランド部パッキン，0-リン
グ取替

H22.3.1 22.7.16 良

77 補給水系（MUW） ノンクラス 体積式積算計 積算計 ストレーナパッキン取替 1C 15回定検 ストレーナパッキン取替 H22.4.22 H22.4.22 良

78 原子炉再循環系（PLR） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.20 H22.5.20 良

79 原子炉再循環系（PLR） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.21 H22.5.25 良

80 復水系（CW） ノンクラス 電源箱 電源ユニット
　
電解コンデンサ取替

　
8Ｙ 13回定検 電解コンデンサ取替 H22.6.15 H22.6.15 良

81 復水系（CW） ノンクラス 電子式記録計 HBペン式VKP
モータベアリング１，２取替
校正試験

39Ｍ
13M

13回定検
15回定検

モータベアリング１，２取替
校正試験

H22.4.28 H22.4.28 良

82 復水系（CW） ノンクラス 電子式変換器 変換器及び演算器
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

8Ｙ
4Y

13回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

H22.5.24 H22.5.24 良

83 給水系（FW） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.21 H22.5.21 良

84 給水系（FW） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.24 H22.5.24 良

85 給水系（FW） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.17 H22.5.17 良

86 給水系（FW） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢペン式ＲＭ ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.4.29 H22.4.29 良

87 制御棒駆動系（CRD） ノンクラス 電子式記録計 ＨＢ打点式
チャート駆動機構・ホルダ取替
ヒューズ取替
ゼロ点検出センサ取替

65M
4Y
65M

14回定検

チャート駆動機構・ホルダ
取替
ヒューズ取替
ゼロ点検出センサ取替

H22.5.11 H22.5.13 良

88 窒素ガス制御系(NGC) ノンクラス 電子式変換器 変換器及び演算器
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

8Ｙ
4Y

13回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

H22.6.18 H22.6.18 良

89 残留熱除去系（RHR） ノンクラス 電子式記録計 HBペン式RM ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.4.29 H22.4.29 良

90 非常用ガス処理系（SGT） ノンクラス 警報設定器 設定器 電解コンデンサ取替
 
8Ｙ 12回定検 電解コンデンサ取替 H22.7.15 22.7.15 良

91 タービン設備系（TB） ノンクラス 電子式記録計 HBペン式VKP ヒューズ取替 26M 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.17 H22.5.17 良

92 タービン設備系（TB） ノンクラス 電子式記録計 HBペン式RM
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

8Ｙ
4Y

14回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

H22.6.8 H22.6.8 良

93 タービン設備系（TB） ノンクラス 電子式記録計 HBペン式RM ヒューズ取替 4Y 15回定検 ヒューズ取替 H22.6.8 H22.6.8 良

94 補助蒸気系(AUS) ノンクラス 電子式変換器 変換器及び演算器

 
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

 
8Y
4Y

13回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

H22.7.14 H22.7.14 良

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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【島根２号機】　クラス3，ノンクラス

機器番号 点検箇所 点検内容 点検頻度
誤りがあった
至近の実績

　（注）No．24までは，平成22年3月30日報告分

備考
（特記事項）

点検内容 点検終了日 良否No

照合結果

点検開始日系統 重要度分類

95 補助蒸気系(AUS) ノンクラス 電子式変換器 指示計及び記録計 機能確認 130M 13回定検 機能確認 H22.7.13 H22.7.13 良

96 排ガス処理系（OFG） ノンクラス 警報設定器 設定器 ヒューズ取替 4Y 15回定検 ヒューズ取替 H22.7.13 H22.7.13 良

97 液体廃棄物処理系（RWL） ノンクラス 電子式記録計 HB打点式μR

張糸取替
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟｰﾘ，ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ，ﾏｰｸﾌﾟﾘﾝﾄ，印
字ﾍｯﾄﾞ，ﾘﾎﾞﾝﾓｰﾀ，誘導ﾓｰﾀ，ﾁｬｰﾄ
ﾓｰﾀ，駆動機構，ﾎﾙﾀﾞ，ｾﾝｻ取替

26M
65M

14回定検
15回定検

計器一式取替，校正試験 H22.4.28 H22.4.28 良

98 固体廃棄物処理系（RWS） ノンクラス 警報設定器 設定器
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

８Ｙ
４Ｙ

13回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

99 海水電解装置設備系（OTC） ノンクラス バブラ管及びパージセット その他 減圧弁取替 65M 14回定検 減圧弁取替 H22.4.17 H22.6.3 良

100 原子炉圧力容器系(RVS) ノンクラス 電子式記録計 HB打点式
ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ，駆動機構，ﾎﾙﾀﾞ，ｾﾝｻ取
替
ﾋｭｰｽﾞ取替

65M
4Y

14回定検
ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ，駆動機構，ﾎﾙ
ﾀﾞ，ｾﾝｻ取替
ﾋｭｰｽﾞ取替

H22.5.25 H22.5.25 良

101 原子炉圧力容器系(RVS) ノンクラス 電子式記録計 HBﾍﾟﾝ式VKP モータベアリング１，２取替 39M 13回定検
モータベアリング１，２取替
校正試験

H22.4.28 H22.4.28 良

102 固定子冷却系(SWC) ノンクラス 電子式記録計
ハイブリッド記録計
（ペン式）

 
張糸取替

 
26M 14回定検 張糸取替 H22.5.22 H22.5.22 良

103 サンプリング系（SAM） ノンクラス 溶存酸素計 溶存酸素計 バッテリー取替 39M 14回定検 バッテリー取替 H22.6.24 H22.6.24 良

104 プロセス放射線モニタ系（PRM） ノンクラス 盤関係 直流電源ユニット ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.5.24 H22.7.2 良

105 プロセス放射線モニタ系（PRM） ノンクラス プロセスモニタサンプリングラック サンプリング装置

真空ポンプﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ，Ｏリング，オイ
ルシール取替
電解コンデンサ取替
ﾋｭｰｽﾞ取替

39M
　
8Y
4Y

15回定検
14回定検

真空ポンプﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ，Ｏリン
グ，オイルシール取替
電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ取替
ﾋｭｰｽﾞ取替

106 プロセス放射線モニタ系（PRM） ノンクラス トリチウム捕集装置 トリチウム捕集装置
ヒューズ取替
電解コンデンサ取替

4Y
8Y

14回定検
－

ヒューズ取替
電解コンデンサ取替

H22.7.7 H22.7.9 良

107 所内蒸気系(HS) ノンクラス ハイブリッド記録計（ペン書式）
チャート部
増幅部

ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ，駆動機構取替
電解コンデンサ取替

6Y
8Y

17年度
21年度

ﾁｬｰﾄﾓｰﾀ，駆動機構取替
電解コンデンサ取替

108 所内蒸気系(HS) ノンクラス ハイブリッド記録計（ペン書式） 増幅部 ヒューズ取替 4Y 21年度 ヒューズ取替 H22.4.13 H22.4.13 良

109 所内蒸気系(HS) ノンクラス 電子式調節器 電子部品 電解コンデンサ，表示ユニット取替 8Y 21年度
電解コンデンサ，表示ユ
ニット取替

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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110 所内蒸気系(HS) ノンクラス 電空変換器 変換機構 パイロットリレー取替 6Y 19年度 パイロットリレー取替

111 所内蒸気系(HS) ノンクラス 電源 電子部品 ヒューズ取替 4Y 21年度
ヒューズ取替，
校正試験

H22.4.14 H22.4.28 良

112 所内蒸気系(HS) ノンクラス レベルスイッチ 機能検査 動作試験，校正試験 2Ｙ 21年度
動作確認，
校正試験

H22.4.29 H22.4.29 良

113 所内蒸気系(HS) ノンクラス 電子式変換器 機能検査 校正試験 2Y 21年度 校正試験 H22.4.29 H22.4.29 良

114 所内蒸気系(HS) ノンクラス 電子式変換器
電子部品
機能検査

電解コンデンサ取替
校正試験

8Y
2Y

17年度
21年度

電解コンデンサ取替
校正試験

115 復水系（CW） ノンクラス
復水デミネ設備(Ⅰ群)空気作動弁駆動
用電磁弁

電磁部
電磁部
弁部
機能確認

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

6C
6C
78M
3C

15回定検

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

H22.4.12 H22.4.20 良

116 復水系（CW） ノンクラス
復水デミネ設備(Ⅱ群)空気作動弁駆動
用電磁弁

電磁部
電磁部
弁部
機能確認

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

6C
6C
78M
3C

15回定検

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

H22.4.12 H22.4.20 良

117 復水系（CW） ノンクラス
復水デミネ設備(Ⅲ群)空気作動弁駆動
用電磁弁

電磁部
電磁部
弁部
機能確認

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

6C
6C
78M
3C

15回定検

絶縁抵抗測定
励磁電流測定
部品取替
開閉試験

H22.4.12 H22.4.20 良

118 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
原子炉建物サンプリング箇所切替用電
磁弁

本体
電磁部
機能確認

電磁弁一式取替
励磁電流測定
開閉試験

78M
6C
3C

12回定検
電磁弁一式取替
励磁電流測定
開閉試験

119 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
廃棄物処理建物サンプリング箇所(Ⅲ
群)切替用電磁弁

電磁部
本体
電磁部

絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定

6C
78M
6C

13回定検
絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定

120 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
タービン建物サンプリング箇所（Ⅰ群）
切替用電磁弁

本体 電磁弁一式取替 78M 12回定検 電磁弁一式取替

121 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
タービン建物サンプリング箇所（Ⅱ群）
切替用電磁弁

電磁部
本体
電磁部
機能確認

絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定
開閉試験

6C
78M
6C
3C

12回定検

絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定
開閉試験

122 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
廃棄物処理建物サンプリング箇所（Ⅰ
群）切替用電磁弁

本体
機能確認

電磁弁一式取替
開閉試験

78M
3C

13回定検
電磁弁一式取替
開閉試験

123 エリア放射線モニタ系（ARM） ノンクラス
廃棄物処理建物サンプリング箇所（Ⅱ
群）切替用電磁弁

本体 電磁弁一式取替 78M 13回定検 電磁弁一式取替

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)
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124 液体廃棄物処理系（RWL） ノンクラス
廃棄物処理建物床ドレン設備空気作動
弁駆動用電磁弁

電磁部
本体
電磁部

絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定

15C
195M
15C

15回定検
絶縁抵抗測定
電磁弁一式取替
励磁電流測定

125 廃棄物処理建物制御室 ノンクラス 廃液フィルタ・デミネ制御盤 制御トランス 絶縁抵抗測定 1C 15回定検 絶縁抵抗測定 H22.4.19 H22.4.19 良

126 ドライウェル冷却系（HVD） ノンクラス ハイブリッド記録計(打点式) 増幅部 ヒューズ取替 4Y 13回定検 ヒューズ取替 H22.5.27 H22.5.27 良

127 燃料プール冷却系(FPC) クラス３ 電磁弁 燃料プール冷却用電磁弁
分解点検
絶縁抵抗測定
励磁電流測定

78M
6C
6C

11回定検
分解点検
絶縁抵抗測定
励磁電流測定

H22.7.12 H22.7.14 良
電磁弁一式取替実
施

128 液体廃棄物処理系(RWL) ノンクラス 電子式積算計 積算計 ヒューズ取替 4Y 14回定検 ヒューズ取替 H22.6.9 H22.7.12 良

129 復水輸送系(CWT) ノンクラス 電子式変換器 変換器及び演算器
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

8Y
4Y

14回定検
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替

H22.6.18 H22.6.18 良

130 循環水系(CSW) ノンクラス 電気式変換器 変換器及び演算器
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替
電子部品清掃，目視点検

8Y
4Y
10C

－
電解コンデンサ取替
ヒューズ取替
電子部品清掃，目視点検

131 サンプリング系(SAM) ノンクラス 電磁弁 サンプリング用電磁弁
電磁弁一式取替
絶縁抵抗測定
励磁電流測定

195M
15C
15C

8回定検
電磁弁一式取替
絶縁抵抗測定
励磁電流測定

H22.7.8 H22.7.8 良

※点検頻度　Y:年，M:月，C:定期検査回数(サイクル)


