
 
 

             アクションプラン進捗管理表 （ＡＰ４：原子力安全文化醸成活動の推進）  ﾘｰﾀﾞｰ：原子力強化プロジェクト部長 

２０２３年３月３１日現在* 

原 因 

安全文化要素のうち「報告する文化」および「常に問いかける姿勢」が組織

として不足していた。特に、「常に問いかける姿勢」をもって業務改善を進め

ていく意識が十分でなかった。また、当社業務をアウトソースした協力会社へ

の関わりも不足していた。 

実施内容 

・「報告する文化」や「常に問いかける姿勢」を中心に、更なる浸透を図っていくため、安全文化醸成活動を推進する。 
・協力会社への関与を強化し、当社と協力会社との間のコミュニケーションの改善を図る。 
・地元の方々との対話活動の充実を図り、地元の方々と直接対話することにより、「地域に対し一人ひとりが約束を果たし

続ける」という地域視点意識の向上を図る。 
・「原子力安全文化の日」を中心に、このたびの事態を厳粛に受け止め、今後二度と同じことを繰り返さないため、また、

経営における原子力の重要性や地域・社会の視点からの安全文化の大切さを全社で共有し、再確認する。 

・「原子力安全文化有識者会議」へ施策の実施状況等を報告し、第三者の視点から検討事項に対する提言を受ける。 
要求事項 

（１）「報告する文化」および「常に問いかける姿勢」の浸透が十分でなかっ

たこと、特に、「常に問いかける姿勢」をもって業務改善を進めていく意

識が不十分であったことに着目し、具体的な活動を推進していく。また，

協力会社への関与が十分でなかったことに着目し、具体的な活動を推進し

ていく。 

（２）経営における原子力の重要性や地域・社会の視点からの安全文化の大切

さを全社（関係会社・協力会社含む）で醸成する活動を推進する。 

－ 凡例 － 計画：▽□， 実績：▼■ 

実施事項 

スケジュール 

2021 年度 2022 年度 

上期 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

１．原子力安全文化を風化させず、一人ひとりに徹

底する活動の推進 

・職場話し合い研修 

（サイトバンカ事案に関連するテーマを選定） 

              

 ・ＬＬＷ流量計問題、サイトバンカ未巡視問題に

関する事例研修 

              

 ・グループ行動基準の策定・実践 

（職場話し合い研修を踏まえて策定） 

              

・業務点検活動の実施 

 （保安規定にもとづく業務を委託している部を

対象） 

              

・転入者、新入社員に対する研修 

 （点検不備問題、ＬＬＷ流量計問題およびサイ

トバンカ事案） 

              

２．「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける

意識」の向上 

・コンプライアンス行動基準の実践 

（発電所共通のコンプライアンスに関わる行動

基準を設定） 

              

【お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大】 

・見学会等の対応・同席 

・定例訪問への参加 

・地元行事への積極参加 

・社会貢献活動への参加 

・地元意見の職場共有 

              

・4/11～5/25 職場話し合い研修 

 ⇒サイトバンカ問題の再発防止の観点から、「常に問いかける姿

勢」「協力会社とのコミュニケーション」について、自分たちの

職場や日々の業務に同様な問題はないか等について話し合いを実

施。 

・4/11～5/25 2021年度グループ行動基準の振り返りおよび2022年

度グループ行動基準の策定 

・業務点検活動（4～6月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期ごとに

振り返りを実施。 

・転入者教育 

⇒4/8（2人）、4/11（3人）、4/14（1人）、5/16（2人） 

・新入社員教育（技術系）⇒5/23（21人） 

・4/11～5/25 2021年度コンプライアンス行動基準の振り返り 

・4/11 2022年度コンプライアンス行動基準の周知 

・6/3 原子力安全文化の日 

 ⇒全社行事（社長メッセージ発信、職場内での意識共有等） 

  発電所行事（「誓いの鐘」の鐘打、社長訓話等） 

  ※新型コロナウイルス感染予防の観点から、実施内容を縮小。 

  ※構内協力会社へ社長メッセージ動画のＤＶＤを配布（6/15）。 

・請負者への要請フォロー状況（4～6月） 

 ◇新規登録取引先等への適切な受注業務要請（実績なし） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

・業務点検活動（7～9月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期ごとに

振り返りを実施。 

・転入者教育 ⇒7/11（8人）、8/4（3人）、9/9（2人） 

・請負者への要請フォロー状況（7～9月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒7/7（1社）、9/22（1社）、9/28（1社） 

◇不適切な発注情報なし。 

・8/18 社長と発電所員（部長以上）との意見交換 

 〔テーマ：なし（フリーディスカッション）〕 

・9/7 副社長と本社社員（副長）との意見交換 

 〔テーマ：職場の現状と今後の課題について〕 

・協力会社に対する表彰の実施（7～9月）  

⇒7/8（1社）、8/4（1社）、8/5（1社）、8/17（１社） 

8/29（1社）、9/28（23 社） 

・11/1～11/30 事例研修、適切な発注業務（請負）に係る教育およ

び発注者としての管理責任に関する教育（委託管理に関する研

修）を実施。 

・10/28～12/23 グループ行動基準の振り返りを実施。 

・業務点検活動（10～12 月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期ごとに

振り返りを実施。 

・転入者教育 ⇒10/12（5名）、10/19（4名）、11/8（2名） 

・10/28～12/23 コンプライアンス行動基準の振り返りを実施。 

・請負者への要請フォロー状況（10～12 月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒10/21（1社）、12/9（1社） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

・11/24 執行役員と発電所員（30代社員）との意見交換 

 〔テーマ：仕事に対する思いについて〕 

▼振り返り 
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実施箇所：原子力強化プロジェクト 
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－ 凡例 － 計画：▽□， 実績：▼■ 

 

実施事項 

スケジュール 

2021 年度 2022 年度 

上期 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

３．「原子力安全文化の日」を中心に、安全文化の

全社（協力会社を含む）共有および再確認 

・社長メッセージ発信 

・社長メッセージ動画のＤＶＤを構内協力会社に

配布。 

              

４．適切な発注業務管理の推進 

・適切な発注業務（請負）に係る教育 

・発注者としての管理責任に関する教育 

（委託管理に関する研修） 

・請負者に対する適切な受注業務要請 

              

５．「原子力安全文化醸成計画」に統合し実施する

施策他 

・役員と発電所員、本社社員の意見交換 

（年４回） 

・安全文化醸成講演会（研修会） 

              

６．協力会社への安全文化醸成の関与の強化 

・協力会社に対する表彰の実施 

 

・当社役員と協力会社社員との対話活動 

（年２回） 

              

７．有効性評価、次年度計画策定               

８．原子力安全文化有識者会議の開催               

・11/1 原子力安全文化講演会（講師：立教大学名誉教授 芳賀繁

様。演題：しなやかな現場力で成功を確かなものにする～これか

らの安全・品質マネジメント～） 

・協力会社に対する表彰の実施（10～12 月） 

  ⇒10/13（1社）、12/21（1社）、12/23（2社）、12/28（1社） 

・11/21 当社役員と協力会社社員（中電プラント）との対話活動 

 〔テーマ：サイトバンカ未巡視問題を受け、今後心掛けること等〕 

・11/24 当社役員と協力会社社員（中電環境テクノス）との対話活動 

 〔テーマ：サイトバンカ未巡視問題を受け、今後心掛けること等〕 

・10/14 第 28 回原子力安全文化有識者会議 

・業務点検活動（1～3月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期ごとに

振り返りを実施。 

・転入者教育 ⇒2/9（13 人）、2/17（11 人）、3/24（1人） 

・請負者への要請フォロー状況（1～3月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒1/17（1社） 

 ◇登録継続取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒3/6（38 社）、3/30（2社） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

・3/20 取締役と本社社員（副長）との意見交換 

 〔テーマ：職場の現状と今後の課題について〕 

・協力会社に対する表彰の実施（1～3月） 

 ⇒3/30（1社） 

・2/16 第 29 回原子力安全文化有識者会議 

* 2023 年 3 月 31 日時点の実施内容に対する内部監査部門の評価は、2023 年 4 月 12 日に完了した。 
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 中間評価  有効性評価、次年度計画策定 

意見交換の実施 

▼11/21 中電プラント 

▼11/24 中電環境テクノス 

対話活動の実施 

表彰の実施 



現在の状況 対策の検証方法と検証結果 自己評価（有効性評価、次年度への取組み） 備考（懸案事項他） 

・4/11～5/25 職場話し合い研修 

 ⇒サイトバンカ問題の再発防止の観点から、「常に問いか

ける姿勢」「協力会社とのコミュニケーション」につい

て、自分たちの職場や日々の業務に同様な問題はないか等

について話し合いを実施。 

・4/11～5/25 2021年度グループ行動基準の振り返りおよび

2022年度グループ行動基準の策定 

・業務点検活動（4～6月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期

ごとに振り返りを実施。 

・転入者教育 

⇒4/8（2人）、4/11（3人）、4/14（1人）、5/16（2人） 

・新入社員教育（技術系）⇒5/23（21人） 

・4/11～5/25 2021年度コンプライアンス行動基準の振り返り 

・4/11 2022年度コンプライアンス行動基準の周知 

・6/3 原子力安全文化の日 

 ⇒全社行事（社長メッセージ発信、職場内での意識共有等） 

  発電所行事（「誓いの鐘」の鐘打、社長訓話等） 

  ※新型コロナウイルス感染予防の観点から、実施内容を

縮小。 

  ※構内協力会社へ社長メッセージ動画のＤＶＤを配布。 

（6/15） 

・請負者への要請フォロー状況（4～6月） 

 ◇新規登録取引先等への適切な受注業務要請（実績なし） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

・業務点検活動（7～9月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期

ごとに振り返りを実施。 

・転入者教育 ⇒7/11（8 人）、8/4（3人）、9/9（2 人） 

・請負者への要請フォロー状況（7～9月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒7/7（1社）、9/22（1社）、9/28（1社） 

◇不適切な発注情報なし。 

・8/18 社長と発電所員（部長以上）との意見交換 

 〔テーマ：なし（フリーディスカッション）〕 

・9/7 副社長と本社社員（副長）との意見交換 

 〔テーマ：職場の現状と今後の課題について〕 

・協力会社に対する表彰の実施（7～9月）  

⇒7/8（1社）、8/4（1社）、8/5（1 社） 

8/17（1 社）、8/29（1社）、9/28（23 社） 

・11/1～11/30 事例研修、適切な発注業務（請負）に係る

教育および発注者としての管理責任に関する教育（委託管

理に関する研修）を実施。 

・10/28～12/23 グループ行動基準の振り返りを実施。 

・業務点検活動（10～12 月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期

ごとに振り返りを実施。 

・転入者教育 ⇒10/12（5名）、10/19（4名）、11/8（2名） 

・10/28～12/23 コンプライアンス行動基準の振り返りを実施。 

・請負者への要請フォロー状況（10～12 月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒10/21（1 社）、12/9（1社） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

＜検証方法＞ 

・具体的活動計画に沿って適切に活動が実施されていること。 

・プロジェクト個別施策に対する参加者アンケート結果等、および

「常に問いかける姿勢」「報告する文化」に関連する原子力安全文

化アンケート結果等により評価を行う。また、これらの結果を原子

力安全文化有識者会議にインプットし、第三者の視点で評価を受け

る。 

 

＜検証結果＞ 

（2022 年 4 月～9 月：中間評価） 

・点検不備問題に係る再発防止対策のスケジュール表に沿って安全

文化醸成活動を実施している。 

・「職場話し合い研修」については、研修実施後のアンケートの結

果、「『常に問いかける姿勢』をもって業務を行うことの重要性を

理解できたか」という設問には、参加者の 98.3％が「そう思う」

「ややそう思う」と回答し、「『協力会社とのコミュニケーショ

ン』の必要性を理解できたか」という設問には、参加者の 97.9％が

「そう思う」「ややそう思う」と回答した。 

・「転入者、新入社員に対する研修」については、転入者には、質

疑応答や意見交換により研修内容の理解度を確認するとともに、新

入社員（技術系）には、研修実施後のアンケートにより研修内容の

理解度を確認した。その結果、受講者全員が「理解できた」もしく

は「ある程度理解できた」ことを確認した。 

・「コンプライアンス行動基準の振り返り」については、「ルール

と業務内容が乖離していないかを確認して業務を行った」「各自が

リーダーシップを発揮できるよう、人任せにせず主体的に取り組む

よう心掛けた」「業務を行う中で『報・連・相』を徹底し、業務に

漏れがないよう心掛けた」等の振り返り結果が示され、ほぼ実践で

きていた。 

・「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」については、新

型コロナウイルス感染症の収束は見通せない状況であるが、施策に

関わる地元行事が徐々に再開されており、2022 年 9 月末で延べ 329

名がいずれかの施策に参加した。 

・「原子力安全文化の日」については、社長メッセージの発信や

「誓いの鐘」の鐘打など、反省と教訓を風化させないための施策を

実施した。また、社長メッセージ動画を構内協力会社に配付し，視

聴を依頼した。 

・上記検証結果は、10 月 14 日開催予定の第 28 回原子力安全文化有

識者会議で報告し、それに対して有識者委員から出された意見・提

言を踏まえ、今後の活動に反映させる。 

 

（2022 年 10 月） 

・上記検証結果を、第 28 回原子力安全文化有識者会議（10/14 開

催）で報告した。 

 

（2022 年 10 月～2023 年 3 月） 

・点検不備問題に係る再発防止対策のスケジュール表に沿って安全

文化醸成活動を実施した。 

・「事例研修（「適切な発注業務に係る教育」および「発注者とし

ての管理責任に係る教育」を含む）」では、所属長が所属員全員に

対し、ＬＬＷ流量計問題およびサイトバンカ事案の問題点を理解で

きていることを確認した。 

＜有効性評価＞ 

（2022 年 9 月：中間評価） 

・点検不備問題に係る再発防止対策のスケジュール表に沿って安全文

化醸成活動を実施している。 

・「職場話し合い研修」については、いずれの設問に対しても肯定的

回答が多数を占めていることから、有効であると評価する。 

・「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」については、地域

行事が徐々に再開されたことに伴い、前年度同時期と比較して実績は

増加（116名→329名）しており、可能な範囲での取組みを進めている

ものと評価する。 

・以上により、各施策は有効であると評価する。 

 

（2023 年 3 月） 

・点検不備問題に係る再発防止対策のスケジュール表に沿って、各施

策を計画どおり実施した。 

・「事例研修（「適切な発注業務に係る教育」および「発注者として

の管理責任に係る教育」を含む）」では、所属長が所属員全員に対

し、ＬＬＷ流量計問題およびサイトバンカ事案の問題点を理解できた

ことを確認したことから有効であると評価した。 

・「グループ行動基準」の振り返り後のアンケート結果では、行動基

準が「報告する文化」「常に問いかける姿勢」の浸透・定着に役立っ

ているかについて、95.2％が「そう思う」「ややそう思う」と回答し

たことから有効であると評価した。 

・「転入者に対する研修」については、研修後、転入者が研修内容を

理解できていることを質疑応答において確認し、また「新入社員（技

術）に対する研修」については、研修後のアンケートで受講者全員が

「理解できた」「ある程度理解できた」と回答しており、いずれも有

効であると評価した。 

・「コンプライアンス行動基準」の振り返り後のアンケート結果で

は、行動基準がコンプライアンス意識の高揚に役立っているかについ

て、92.4％が「そう思う」「ややそう思う」と回答したことから有効

であると評価した。 

・「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」については、各種

地元行事の再開や管理職による行事参加の呼びかけ等により、年度末

実績で延べ 646 名が参加した。参加者からは「発電所で働く者にとっ

て重要な活動であるので、状況が許す限り今後も継続してほしい」、

「地域のお客さまとふれ合い、対話し、日頃の感謝を伝えるよい機会

である」等の感想が出されており、有効であると評価した。 

・「請負者に対する適切な受注業務要請」について、今年度の新規お

よび継続取引先延べ46社に対し、登録の都度、適切な受注業務要請を

実施したことから、歯止めとして有効であると評価した。 

・「原子力安全文化講演会」実施後のアンケート結果では、「職場で

の安全文化の醸成に参考になったか」という点について、96.0％が

「参考になった」と回答したことから有効であると評価した。 

・「役員と発電所員との意見交換」を合計 4 回実施し，意見交換内容

を発電所内にフィードバックした。意見交換会の場では活発な意見交

換ができており、有効であると評価した。 

・安全文化醸成に関するアンケート結果では、肯定的評価（「そう思

う」「ややそう思う」）が従来同様、一定の割合を維持していること

から、再発防止対策は有効に機能しているものと評価した。 

 

 



・11/24 執行役員と発電所員（30代社員）との意見交換 

 〔テーマ：仕事に対する思いについて〕 

・11/1 原子力安全文化講演会（講師：立教大学名誉教授 

芳賀繁様。演題：しなやかな現場力で成功を確かなものに

する～これからの安全・品質マネジメント～） 

・協力会社に対する表彰の実施（10～12 月） 

  ⇒10/13（1 社）、12/21（1 社）、12/23（2社） 

12/28（1社） 

・11/21 当社役員と協力会社社員（中電プラント）との対

話活動 

 〔テーマ：サイトバンカ未巡視問題を受け、今後心掛ける

こと等〕 

・11/24 当社役員と協力会社社員（中電環境テクノス）との

対話活動 

 〔テーマ：サイトバンカ未巡視問題を受け、今後心掛ける

こと等〕 

・10/14 第 28 回原子力安全文化有識者会議 

・業務点検活動（1～3月） 

 ⇒日常業務における問題点や気づき事項を抽出し、四半期

ごとに振り返りを実施。 

・転入者教育 

⇒2/9（13 人）、2/17（11 人）、3/24（1 人） 

・請負者への要請フォロー状況（1～3月） 

 ◇新規登録取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒1/17（1社） 

 ◇登録継続取引先への適切な受注業務要請 

  ⇒3/6（38 社）、3/30（2社） 

 ◇不適切な発注情報なし。 

・3/20 取締役と本社社員（副長）との意見交換 

 〔テーマ：職場の現状と今後の課題について〕 

・協力会社に対する表彰の実施（1～3月） 

  ⇒3/30（1社） 

・2/16 第 29 回原子力安全文化有識者会議 

・「グループ行動基準」の振り返り後のアンケート結果では、グル

ープ行動基準が役立っているかについて、95.2％が「そう思う」

「ややそう思う」と回答した。 

・「コンプライアンス行動基準」の振り返り後のアンケート結果で

は、コンプライアンス行動基準が役立っているかについて、92.4％

が「そう思う」「ややそう思う」と回答した。 

・「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」については、各

種地元行事の再開や管理職による参加呼びかけ等により、2023 年 3

月末で延べ 646 名が参加した。 

・「原子力安全文化講演会」実施後のアンケート結果では、「職場

での安全文化の醸成に参考になったか」という点について、96.0％

が「参考になった」と回答した。 

・「原子力安全文化アンケート」を 2022 年 11 月に実施し、その結

果、肯定的評価（「そう思う」「ややそう思う」）が従来同様、一

定の割合を維持していた。 

・上記検証結果は、第 29回原子力安全文化有識者会議（2023 年 2 月

16 日開催）で説明し、社外委員から意見・提言をいただいた。これ

らの意見・提言については、今後の活動や次年度の実施内容に反映

させていく。 

・再発防止対策の実施状況について、2022 年度第 4 回企業倫理委員

会（2023 年 3月 6日開催）で報告した。 

 

 

 

＜内部監査部門による評価の観点＞ 

・再発防止対策を計画どおり実施しているか。 

・有効性評価を行いＡＰの要求事項を達成しているか。 

＜評価結果＞ 

・活動計画に沿って安全文化醸成活動を実施しており、要求事項を

達成していると判断する。 

昨年度はコロナ禍の影響により、お客さま視点の価値観を認識

する機会の拡大について、一部計画どおりに進捗していない項目

があったが、施策に関わる地元行事が徐々に再開され始める等に

より、今年度は大幅に対応実績が増加しており、安全文化醸成活

動は計画どおり実施できている。 

サイトバンカ未巡視問題の内容を追加した事例研修等を含め、

活動計画に沿って施策を実施していること、アンケート等により

各施策に対する有効性評価を行っていること、その結果を原子力

安全文化有識者会議へ報告し委員からの提言等を今後の活動計画

へ反映させている等、ＰＤＣＡを回して改善に努めていることを

以下のとおり確認し、本ＡＰの要求事項を達成していると評価す

る。 

なお、今後も継続して再発防止に向けた活動状況について確認

していく。 

 

（確認内容） 

・安全文化を風化させない活動として、発電所の社員等を対象とし

て「職場話し合い研修」を実施している。アンケートでは「『常

に問いかける姿勢』をもって業務を行うことの重要性を理解でき

たか」、「『協力会社とのコミュニケーション』の必要性を認識

できたか」という設問に、ほとんどの社員が「そう思う」「やや

そう思う」と回答していることを確認した。 

 

・職場話し合い研修等を踏まえ、社員一人ひとりが自覚と責任を持

って業務に取り組んでいくことを明確にする取り組みとして、

・「協力会社に対する表彰の実施」について、累計 34社を表彰するこ

とで、協力会社社員のモチベーション向上を図ることができたと評価

した。 

・原子力安全文化有識者会議を2回（2022年 10月 14日および 2023年

2 月 16 日）開催し、安全文化醸成施策の実施状況および次年度計画等

を諮り、社外委員から第三者の視点でいただいた意見・提言を踏まえ

た活動を実施した。 

・評価結果および原子力安全文化有識者会議での社外委員による第三

者からの意見・提言を反映した2023年度安全文化醸成計画を策定する

など、安全文化醸成活動をＰＤＣＡサイクルに則って実施した。 

・再発防止策を計画どおり実施し、取組みに対する有効性評価を行う

とともに、原子力安全文化有識者会議で第三者からの意見・提言を受

けて施策に反映しており、日常業務としてＰＤＣＡサイクルが回る仕

組みが定着していると評価した。 

 

＜次年度への取組み＞ 

・2023 年 3 月末における有効性評価の記載のとおり、再発防止策を確

実に実施しており、日常業務として定着化していると評価する。 

・次年度においては、本年度と同様に「常に問いかける姿勢」の更な

る浸透を図っていくため、本アクションプラン（点検不備ＡＰ４：原

子力安全文化醸成活動の推進）の仕組みの中でＰＤＣＡサイクルを回

し、自律的かつ継続的な改善を図ることにより、原子力安全文化意識

の向上に努めていく。また、これらについては，実施段階での創意・

工夫を行いながら、実効性に力点を置いて実施する。 

・実施状況や施策の評価を行った結果および次年度計画等について

は、これまでと同様、原子力安全文化有識者会議に諮り、社外委員か

ら第三者の視点でいただいた意見・提言を踏まえたものとする。 



「グループ行動基準の策定・実践」に取り組んでいる。振り返り

ではアンケート調査を実施し、ほとんどの社員が「報告する文

化」「常に問いかける姿勢」の浸透・定着にとって役立っている

と回答していることを確認した。 

 

・不適合だけでなく、気づき事項も積極的に意見を出していく活動

として、「業務点検活動の実施」に取り組んでおり、保安管理業

務に従事している箇所を対象に、日常業務における問題点や気づ

き事項を抽出し、四半期ごとに振り返りを実施していることを確

認した。 

第3四半期後のアンケート結果では、「常に問いかける姿勢を意

識して業務にあたったか」、「常に問いかける姿勢の意識が高ま

ったか」との質問に対し、ほとんどの社員が、「そう思う」「や

やそう思う」と回答していることを確認した。 

 

・「点検不備問題、LLW流量計問題およびサイトバンカ未巡視問題に

関する事例研修」を実施し、安全文化の重要性を一人ひとりに徹

底していることを確認した。また、「転入者・新入社員に対する

研修」を転入の都度実施していることを確認した。 

 

・地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける意識を更に向上させ

る活動として、「コンプライアンス行動基準の策定・実践」に取

り組んでいる。2021年度から、LLW流量計問題を踏まえてコンプラ

イアンス意識高揚の観点から発電所共通のテーマを設定してい

る。 

 

・「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」を図る取り組み

では、昨年度はコロナ禍の影響で実績は低調に推移していたが、

施策に関わる地元行事が徐々に再開され始める等、今年度は昨年

度を大きく上回る実績を上げていることを確認した。 

 

・原子力安全文化の日に合わせての「社長メッセージの発信」、風

化防止モニュメント「誓いの鐘」の鐘鳴式などの活動を、点検不

備の反省と教訓を風化させず、安全文化の大切さを全社員および

関係・協力会社で再確認するための重要な施策と位置付けて実施

していることを確認した。 

また、「社長メッセージ動画のＤＶＤを構内の協力会社に配

布」し、協力会社も含めた意識の高揚に努めていることを確認し

た。 

 

・適切な発注業務管理の推進として、事例研修に併せて「適切な発

注業務（請負）に関する教育」を実施し徹底するとともに、「請

負者に対する適切な受注業務要請」を実施していることを確認し

た。 

また、サイトバンカ事案の再発防止対策として、「発注者とし

ての管理責任に関する教育（委託管理に関する研修）」をコンプ

ライアンス強調月間に合わせて実施していることを確認した。 

 

・「役員と発電所員、本社社員の意見交換」および「安全文化講演

会の開催」により安全文化意識の向上に努めていることを確認し

た。 

 

・協力会社への安全文化醸成の関与強化のため、「協力会社に対す

る表彰の実施」に取り組んでいる。また、「当社役員と協力会社

社員との対話活動」を実施して協力会社社員の思いや意見等を聞



き取り、対応していることを確認した。 

 

・「原子力安全文化有識者会議」は 2 回開催されており、安全文化

醸成に関する再発防止対策の実施状況、活動の「有効性評価」お

よび「次年度計画策定」等を報告していることを確認した。 

また、会議での委員からの意見・提言にも確実に対応している

ことを確認した。 

（2023 年 4 月 12 日現在） 

 

 


