
【Aグレード】 0 件

   対象となる事象は，ありませんでした。

【Bグレード】 0 件

   対象となる事象は，ありませんでした。

【Cグレード】 43 件

No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

1 2月16日 1号機 定期検査中

原子炉建物最上階に設置している水素濃度計の電源を入れたところ，中央制御室で除湿
器の「出口温度高」警報が発報した。

当該除湿器を点検する。

2 2月16日 2号機 定期検査中

復水系の電磁弁点検において，4台の弁シート部から空気の漏えいを確認した。

当該電磁弁を補修する。

（電磁弁：電磁石の磁力を用いて弁を開閉する仕組みを持つもの）

3 2月16日 2号機 定期検査中

排ガス除湿冷却器の水位計器点検において，計器部品に傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（排ガス除湿冷却器：主復水器等からの排ガスを冷却することで，ガスに含まれる湿分を除
去する装置）

不適合の管理状況（平成24年2月後半審議分）

平成24年2月15日～平成24年2月29日　の間に，不適合判定検討会にて審議し，不適合と判定したもの。
なお，不適合事象は重要度に応じて「A～Cのグレード分け」を行い，管理の程度を定めている。



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

4 2月16日 2号機 定期検査中

タービングランド蒸気発生器の水位計器点検において，計器部品に傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（グランド蒸気発生器：タービン軸とケーシングの隙間から，空気の流入を防ぐためのシール
蒸気を作る装置）

5 2月20日 2号機 定期検査中

原子炉補機冷却水ポンプ出口の圧力計点検において，指示針を動かすためのリンク機構
に摩耗を確認した。

当該圧力計を取り替える。

（原子炉補機冷却水ポンプ：原子炉関係のポンプ電動機等の機器へ冷却水を供給するポン
プ）
（リンク機構：指示針を駆動するために連結している部分）

6 2月20日 2号機 定期検査中

制御棒駆動水圧系の電磁弁点検において，配管接続部からわずかな空気の漏えいを確認
した。

当該接続部を補修する。

（制御棒駆動水圧系：原子炉の出力を調整する制御棒を水圧にて駆動する装置）

7 2月20日 2号機 定期検査中

復水輸送系の弁点検において，浸透探傷検査したところ，弁蓋の一部にわずかな傷を確認
した。

当該箇所を補修する。

（浸透探傷検査：検査液対象物に薬液をかけて、表面の傷などを検出する検査）

8 2月20日 2号機 定期検査中

原子炉水用サンプリング系の電動弁点検において，弁体の一部に傷を確認した。

当該箇所を補修する。

（サンプリング：分析用の試料水を採取すること）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

9 2月20日 2号機 定期検査中

制御棒引抜監視装置の点検において，装置の表示灯用ランプ切れを確認するための押し
ボタンスイッチが固いことを確認した。

当該押しボタンスイッチを取り替える。

（制御棒引抜監視装置：制御棒の引き抜きに係わる必要な条件が満たされない場合に，制
御棒が引き抜けないようにする装置）

10 2月20日 2号機 定期検査中

タービン駆動原子炉給水ポンプの蒸気加減弁点検において，上蓋接続用ボルトのネジ部に
傷を確認した。

当該ボルトを取り替える。

（タービン駆動原子炉給水ポンプ：蒸気タービンにて駆動する原子炉へ冷却水を送るための
ポンプ）
（蒸気加減弁：原子炉給水ポンプ用タービンへ送られる蒸気の量を制御する弁）

11 2月20日 2号機 定期検査中

復水昇圧ポンプの軸受点検において，軸受カバー用締付ボルトのネジ山に傷を確認した。

当該ボルトを取り替える。

（復水昇圧ポンプ：原子炉給水ポンプまで冷却水を送るためのポンプ）
（軸受カバー：軸受を収納する箇所の蓋）

12 2月20日 共通 ―

雑固体廃棄物処理設備で固化体を移動中，中央制御室で「溶融固化体取出渋滞」警報が
発報するとともにコンベアが停止した。

当該設備を点検する。

（雑固体廃棄物処理設備：配管廃材等の不燃性の放射性雑固体廃棄物を処理する設備）
（固化体：溶融設備で溶融した物を冷却し固体化したもの）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

13 2月21日 2号機 定期検査中

循環水ポンプの電動機用冷却水配管の点検において，配管および接続部の表面に傷を確
認した。

当該箇所を取り替える。

（循環水ポンプ：タービンを回し終えた後の蒸気を冷却し，水に戻すために復水器で使用す
る海水を送るポンプ）

14 2月21日 2号機 定期検査中

タービン駆動原子炉給水ポンプ用高圧蒸気管のドレン水位計器点検において，計器部品に
傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（高圧蒸気管：給水ポンプ駆動用の蒸気を原子炉から供給する配管）

15 2月21日 2号機 定期検査中

タービングランド蒸気発生器用蒸気管のドレン水位計器点検において，計器部品に傷を確
認した。

当該部品を取り替える。

16 2月21日 2号機 定期検査中

空気抽出器用蒸気管のドレン水位計器点検において，計器部品に傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（空気抽出器：復水器からガス分を抽出し，復水器の真空を維持する装置）

17 2月21日 2号機 定期検査中

タービン駆動原子炉給水ポンプ用低圧蒸気管のドレン水位計器点検において，計器部品に
傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（低圧蒸気管：給水ポンプ駆動用の蒸気を抽気から供給する配管）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

18 2月21日 2号機 定期検査中

制御棒駆動水圧ポンプの点検において，浸透探傷検査したところ，バランスディスクおよび
バランスシートの摺動面に傷を確認した。

当該部品を取り替える。

（制御棒駆動水圧ポンプ：原子炉の出力を調整する制御棒の駆動用水を供給するポンプ）
（バランスディスク・バランスシート：軸方向にかかる力を緩和させるためのもの）

19 2月22日 2号機 定期検査中

制御棒駆動水圧ポンプの点検において，浸透探傷検査したところ，ケーシングリングにわず
かな傷を確認した。

当該部品を手入する。

（ケーシングリング：ポンプの羽根車とケーシングの摺動部分に取付けた部品）

20 2月22日 2号機 定期検査中

タービン補機冷却水熱交換器の点検において，閉止栓に傷および水のにじみを確認した。

当該閉止栓を取り替える。

（タービン補機冷却水熱交換器：タービン関係のポンプ電動機等の機器へ供給している冷却
水を冷やす装置）

21 2月22日 共通 ―

雑固体廃棄物焼却設備でプロパンガス使用中に，プロパンガス流量積算計が動作しないこ
とを確認した。

当該積算計を取り替える。

（雑固体廃棄物焼却設備：可燃性の廃棄物を焼却する設備）

22 2月22日 2号機 定期検査中

固体廃棄物処理設備の乾燥機復水器の接続部からわずかな水の漏えいを確認した。

当該接続部を増し締めする。

（固体廃棄物処理設備：プラントで発生した廃液を濃縮乾燥し粉体化したものを固化する系
統）
（乾燥機復水器：乾燥機で廃液等を濃縮処理する際に発生した蒸気を，凝縮回収する装置）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

23 2月23日 2号機 定期検査中

洗濯廃液処理設備の濃縮器復水器の接続部からわずかな水の漏えいを確認した。

当該接続部を増し締めする。

（洗濯廃液処理設備：洗濯後の排水を処理する設備）
（濃縮器復水器：洗濯廃液の濃縮処理する際に発生した蒸気を凝縮回収する装置）

24 2月23日 2号機 定期検査中

タービン建物空調換気用の送風機点検において，送風機出口の接続部にわずかな傷を確
認した。

当該接続部を補修する。

25 2月24日 2号機 定期検査中

非常用ディーゼル発電設備の排気弁点検において，弁座の摩耗が確認された。

当該排気弁を取り替える。

（非常用ディーゼル発電設備：外部からの電力の供給がなくなった場合に、非常用炉心冷却
系の設備に電力を供給するための設備です。）
（排気弁：燃焼ガスを排出するための弁）

26 2月24日 1号機 定期検査中

タービン建物3階のユニットヒータに蒸気を供給しても圧力が上昇しないことを確認した。

当該ユニットヒータの蒸気供給用減圧弁を取り替える。

（ユニットヒータ：作業環境改善のための暖房設備）
（減圧弁：流体の圧力を機器側から要求される圧力まで下げるための弁）

27 2月24日 2号機 定期検査中

主蒸気隔離弁の点検において，浸透探傷検査したところ，弁座にわずかな傷を確認した。

当該弁の補修を実施する。

（主蒸気隔離弁：原子炉から発生した蒸気をタービンへ導く４本の配管（主蒸気配管）に設け
られている弁で，原子炉格納容器の内側と外側に各１弁ずつ，計８台設置しており，原子炉
とタービンを隔離する機能を持っている）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

28 2月24日 2号機 定期検査中

除じん設備のストレーナの点検において，蓋内面にわずかな傷を確認した。

当該箇所を補修する。

（除じん設備：発電所で使用する冷却水（海水）を取水する際に，ゴミ等を除去するための設
備）
（ストレーナ：ゴミを除去する部品）

29 2月24日 2号機 定期検査中

タービン本体の軸接地装置点検において，部品の摩耗を確認した。

当該部品を取り替える。

（軸接地装置：軸の帯電を防止する装置）

30 2月24日 2号機 定期検査中

タービン駆動原子炉給水ポンプの蒸気加減弁点検において，弁体および弁座に傷を確認し
た。

当該箇所を補修する。

31 2月24日 2号機 定期検査中

復水脱塩装置の電動弁点検において，弁駆動部のステムナットに摩耗を確認した。

当該ステムナットを交換する。

（ステムナット：弁の駆動用歯車の1つ）

32 2月27日 共通 ―

管理区域で使用した作業服を洗濯前にチェックしたところ，ポケット内にタバコとライターを確
認した。（タバコの吸殻はなく，禁止されている管理区域内の喫煙は確認されていない）

タバコおよびライターを廃棄する。

33 2月27日 2号機 定期検査中

非常用ディーゼル発電設備の燃料噴射弁点検において，燃料油の噴射テスト時，弁からわ
ずかな燃料油の漏えいを確認した。

当該燃料噴射弁を取り替える。



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

34 2月27日 2号機 定期検査中

タービン駆動給水ポンプの空気作動弁点検において，手動ハンドル部の軸受に摩耗を確認
した。

当該箇所を補修する。

35 2月27日 2号機 定期検査中

液体廃棄物処理設備のドレンサンプポンプ点検において，ポンプ吸込口のライニングに剥
離を確認した。

当該箇所を補修する。

（液体廃棄物処理設備：発電所建物内の各設備等からで発生する，放射性および非放射性
の排水を処理する設備）
（ドレンサンプポンプ：建物内で発生したドレンを受入れているタンクから処理設備までドレン
を移送するためのポンプ）
（ライニング：腐食を防止するため，ゴム等を貼り付けたもの）

36 2月27日 2号機 定期検査中

タービン駆動給水ポンプ用蒸気加減弁の前にあるドレン水位計器点検において，計器部品
に傷を確認した。

当該部品を取り替える。

37 2月27日 共通 ―

高圧ガスボンベ（水素ガス）庫内に可燃物（段ボール，ビニールシート）を置いていた。

当該可燃物を撤去する。

38 2月27日 1号機 定期検査中

タービン建物の電気室からチェックポイントへの通路扉の開閉において，扉閉止後のグレモ
ン錠が施錠位置になっていないことを確認した。

当該扉のグレモン錠を施錠した。

（チェックポイント：管理区域への人の出入を管理する場所）



No 審議日 号機
プラント

運転状態
不適合事象・処置計画

39 2月27日 2号機 定期検査中

排ガス処理系の水位を調節する計器点検において，計器の一部からわずかな空気の漏え
いを確認した。

当該計器を補修する。

40 2月28日 2号機 定期検査中

非常用ディーゼル発電設備のピストンリング点検において，わずかな変形を確認した。
当該ピストンリングを取り替える。

（ピストンリング：エンジン等の部品でピストン外周の溝にはめられる円環状のもの）
（ピストン：エンジン等の部品で回転力を得るために往復運動する箇所）

41 2月28日 2号機 定期検査中

タービン駆動給水ポンプの蒸気止め弁点検において，弁体および弁座にわずかな傷を確認
した。

当該弁を補修する。

（蒸気止め弁：緊急時にタービンへ流入する蒸気を急速に遮断するための弁）

42 2月28日 2号機 定期検査中

制御棒駆動水圧制御ユニットの圧力計点検において，指示針に引っ掛かりを確認した。

当該圧力計を取り替える。

（制御棒駆動水圧制御ユニット：制御棒を動作させるための水圧を制御する装置）

43 2月29日 2号機 定期検査中

ほう酸水注入ポンプの点検において，プランジャーを浸透探傷検査したところ，傷を確認し
た。

当該プランジャーを取り替える。

（ほう酸水注入ポンプ：中性子を良く吸収するホウ酸水を注入し，原子炉を停止するための
ポンプ）
（プランジャー：ポンプの部品で往復運動により流体を送る箇所）


