
【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。

不適合の管理状況（2020年1月後半審議分）

2020年1月16日～2020年1月31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。



【Cグレード】 49 件

No 審議日 号機
プラント
状態

不適合事象・処置計画

1 1月16日 共通 ―

自動運転中のモルタル固化装置において，モルタル混練機排出口から混練水が漏えいし，モルタルホッパへ流入し
たことを確認した。

当該混練機の排出口を点検する。

(モルタル固化装置：配管廃材等の不燃性の放射性雑固体廃棄物をセメントを使用し固化する装置)
(モルタル混練機：セメントと水を混ぜ合わせる機器)
(モルタルホッパ：モルタル混練機で混ぜ合わせたセメントをドラム缶に充填するため，一時的に貯蔵する機器)

2 1月17日 ２号機
施設

定期検査中

原子炉建物西側の配管ダクトの継手部近傍に水溜りがあることを確認した。

当該継手部を補修する。

3 1月17日 １号機 廃止措置中

除じん設備の点検において，レイキ付バースクリーン用電動機の振動が大きいことを確認した。

当該電動機を点検する。

(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)
(レイキ付バースクリーン：バケットがついた除じん設備のひとつ）

4 1月20日 ３号機 建設中

サービス建物の空調換気設備において，暖房用蒸気系統の安全弁のシート部からわずかな蒸気の漏えいがあること
を確認した。

当該弁を点検する。

(サービス建物：３号機の洗濯設備やチェックポイントを設置している建物)

5 1月20日 共通 ―

水ろ過装置において，停止中のブロー水受槽ポンプの出口流量計に指示が出ていることを確認した。

当該流量計を点検する。

(水ろ過装置：凝集沈殿およびろ過処理により淡水中の濁度成分を除去する装置)
(ブロー水受槽ポンプ：ブロー水受槽（水をろ過する過程で分離された濁水を一時的に貯蔵するタンク）の水を処理装
置に送るポンプ)

6 1月20日 共通 ―

水ろ過装置において，停止中の回収槽ポンプの出口流量計に指示が出ていることを確認した。

当該流量計を点検する。

(回収槽ポンプ：回収槽(水ろ過装置で処理しきれなかった水を回収するタンク)の水を水ろ過装置に送るポンプ)



No 審議日 号機
プラント
状態

不適合事象・処置計画

7 1月20日 共通 ―

２号機原子炉建物１階の巡視において，不燃物品のみの仮置き表示がある場所に不燃(難燃)シートで養生されてい
る可燃物品が保管されていることを確認した。

当該可燃物品を申請・許可済の道工具ラックに移動する。

8 1月20日 共通 ―

２号機原子炉建物地下１階の巡視において，保管中の可燃物品が不燃(難燃)シートで覆われていないことを確認し
た。

当該可燃物品を適切に養生する。

9 1月20日 共通 ―

２号機原子炉建物地下２階の巡視において，保管中の可燃物品が不燃(難燃)シートで覆われていないことを確認し
た。

当該可燃物品を適切に養生する。

10 1月20日 共通 ―

２号機原子炉建物地下２階の巡視において，保管中の可燃物品が不燃(難燃)シートで覆われていないことを確認し
た。

当該可燃物品を申請・許可済の金属製保管棚に移動する。

11 1月20日 共通 ―

純水装置の点検において，計装用圧縮空気系統の圧力計の元弁からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。

当該弁を取替える。

(純水装置：発電所の運転に必要な浄化した水を作る装置)

12 1月21日 共通 ―

サイトバンカ建物の巡視において，仮設エリアモニタ記録計の用紙が詰まり，指示値が記録されていないことを確認し
た。

当該期間中のエリアの線量当量率を評価する。

(線量当量率：当該エリアにおける単位時間あたりの測定放射線量の値)

13 1月21日 共通 ―

中央制御室において，２号機タービン建物内のダスト放射線モニタが異常を知らせる警報を発報したことを確認した。

現場を確認し，当該警報を復帰する。

(ダスト放射線モニタ：建物内の選択された場所の空気を捕集し，空気中の放射性物質濃度を測定する装置）

14 1月21日 共通 ―

２号機タービン建物３階の巡視において，不燃物品のみの仮置き表示がある場所に不燃(難燃)シートで養生されてい
ない可燃物品が保管されていることを確認した。

当該可燃物品を申請・許可済の可燃物品仮置き場所に移動する。



No 審議日 号機
プラント
状態

不適合事象・処置計画

15 1月22日 共通 ―

自動運転中のモルタル固化装置において，搬出対象外の廃棄体が発生したことを確認した。

当該廃棄体を識別し，保管する。

(廃棄体：配管廃材等の不燃性の放射性廃棄物を溶融設備で溶融した物や細断したものをドラム缶に詰め，モルタル
を充填し，固化したもの）

16 1月22日 共通 ―

雑固体廃棄物処理設備において，モルタル充填を行った廃棄体のうち１体が充填後の基準に適合しないことを確認し
た。

当該廃棄体を識別し，保管する。

(雑固体廃棄物処理設備：配管廃材等の不燃性の放射性廃棄物を溶融，固化処理する設備）

17 1月22日 共通 ―

自動運転中のモルタル固化装置において，搬出対象外の廃棄体が発生したことを確認した。

当該廃棄体を識別し，保管する。

18 1月22日 共通 ―

自動運転中のモルタル固化装置において，搬出対象外の廃棄体が発生したことを確認した。

当該廃棄体を識別し，保管する。

19 1月22日 ２号機
施設

定期検査中

タービン建物２階の巡視において，自動で閉鎖しない防火扉があることを確認した。

当該扉を補修する。

20 1月22日 共通 ―

サイトバンカ建物１階の巡視において，自動で閉鎖しない防火扉があることを確認した。

当該扉を補修する。

(サイトバンカ建物：使用済のチャンネルボックスや制御棒等の放射性固体廃棄物を貯蔵・保管するための建物)

21 1月22日 ２号機
施設

定期検査中

洗濯廃液処理設備において，タンク水位記録計の記録用紙が正常に送られていないことを確認した。

当該記録計を補修する。

(液体廃棄物処理設備：発電所建物内で発生する廃液を処理する設備)

22 1月22日 共通 ―

雑固体廃棄物焼却設備の点検において，廃油ポンプ用電動機の減速機の歯車が損傷していることを確認した。

当該電動機の減速機を補修する。

(雑固体廃棄物焼却設備：可燃性の廃棄物を焼却する設備)
(廃油ポンプ：放射線管理区域で発生した廃油を焼却するため雑固体焼却炉に供給するポンプ)



No 審議日 号機
プラント
状態

不適合事象・処置計画

23 1月22日 共通 ―

雑固体廃棄物焼却設備の点検において，使用済樹脂攪拌機用電動機の軸受ブラケット内部が摩耗していることを確
認した。

当該電動機の軸受ブラケットを補修する。

(使用済樹脂攪拌機：使用済樹脂供給機(水の浄化に使用した後の樹脂を焼却炉へ供給する機器)内の樹脂を撹拌す
る機器)

24 1月23日 １号機 廃止措置中

計装用空気圧縮機の切替え操作において，起動した空気圧縮機から駆動用ベルトのすべり音が発生したことを確認
した。

当該ベルトを取替える。

(計装用空気圧縮機：計測制御機器へ供給する作動用空気を作る機器)

25 1月23日 共通 ―

２号機原子炉建物１階の巡視において，不燃物品のみの仮置き表示がある場所に不燃(難燃)シートで養生されてい
る可燃物品が保管されていることを確認した。

当該可燃物品を片付ける。

26 1月23日 共通 ―

２号機原子炉建物地下２階の巡視において，架台の下に保管中の可燃物品の一部が不燃(難燃)シートの養生が不
十分であることを確認した。

当該可燃物品を適切に養生する。

27 1月23日 共通 ―

雑固体廃棄物焼却設備の点検において，使用済樹脂供給機用電動機の軸受ブラケット内部が摩耗していることを確
認した。

当該電動機の軸受ブラケットを補修する。

(使用済樹脂供給機：水の浄化に使用した後の樹脂を焼却炉へ供給する設備)

28 1月24日 １号機 廃止措置中

計装用の配電盤において，配電盤内のしゃ断器が故障していることを確認した。

当該しゃ断器の二次側ケーブルを切り離す。
 
(しゃ断器：電気回路を入切する装置)

29 1月24日 共通 ―

水ろ過装置において，ＰＡＣ注入ポンプの流量が出ないことを確認した。

当該ポンプを点検する。

(ＰＡＣ：淡水中に含まれる浮遊物を沈殿させるための凝集剤)



No 審議日 号機
プラント
状態

不適合事象・処置計画

30 1月24日 ３号機 建設中

Ge核種分析装置において，液体窒素の量が通常より減少していることを確認した。

当該装置を補修する。

(Ge核種分析装置：放射線のエネルギーを測定し，線源である放射性物質の特定を行う装置)

31 1月24日 共通 ―

雑固体廃棄物処理設備の点検において，冷却水ポンプの基礎架台に腐食が発生していることを確認した。

当該ポンプの基礎架台を取替える。

32 1月24日 共通 ―

雑固体廃棄物焼却設備の点検において，使用済樹脂ドラム転倒機用電動機の軸受ブラケット内部が摩耗しているこ
とを確認した。

当該電動機の軸受ブラケットを補修する。

(使用済樹脂ドラム缶転倒機：使用済樹脂が入ったドラム缶を転倒させる機器）

33 1月27日 ２号機
施設

定期検査中

残留熱除去設備において，系統内に水が流れていないにもかかわらず中央制御室の流量計に指示が出ていることを
確認した。

当該流量計を点検する。

(残留熱除去設備：原子炉が停止した後に燃料から発生する熱を除去・冷却する設備)

34 1月27日 共通 ―

２号機原子炉建物地下２階の巡視において，不燃物品の仮置き表示がある保管場所に養生されていない可燃物品
があることを確認した。

当該可燃物品を片付ける。

35 1月27日 ２号機
施設

定期検査中

原子炉建物内で保管しているハンディターミナルが故障していることを確認した。

当該ハンディターミナルを補修する。

(ハンディターミナル：特定の放射線管理区域に入域する際にＡＰＤの情報を読み取る装置)
(ＡＰＤ：警報付ポケット線量計。被ばく線量を管理する機器)

36 1月27日 ２号機
施設

定期検査中

空調換気設備の計器の点検において，外気処理装置のフィルターの差圧計の指示値が高いことを確認した。

当該差圧計を校正する。

37 1月28日 共通 ―

３号機廃棄物処理建物地下３階の巡視において，仮置き表示がない可燃物品があることを確認した。

当該保管場所に仮置き表示を取付ける。また，可燃物品を適切に養生する。
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不適合事象・処置計画

38 1月28日 ３号機 建設中

所内ボイラーの起動において，バーナーの点火状態の異常を知らせる警報が発報し，所内ボイラーが自動停止した
ことを確認した。

現場を確認し，当該ボイラーを再起動する。

(所内ボイラー：空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置)

39 1月29日 ３号機 建設中

原子炉建物地下１階の巡視において，防火扉の縁金具が変形し，閉まりにくいことを確認した。

当該扉を補修する。

40 1月29日 ３号機 建設中

固体廃棄物処理設備において，無停電電源装置が故障し，中央制御室に装置の異常を知らせる警報が発報したこと
を確認した。

当該電源装置を点検する。

41 1月29日 共通 ―

３号機の原子炉冷却材浄化設備の弁の分解点検において，駆動部の取外し作業中に部品が損傷したことを確認し
た。

当該部品を補修する。

(原子炉冷却材浄化設備：原子炉内を循環する冷却水から不純物を取り除き，水質を管理するための設備)

42 1月30日 １号機 廃止措置中

海水電解装置の調節弁の点検において，駆動用空気の圧力計の指示が振りきれていることを確認した。

当該圧力計を取替える。

(海水電解装置：海生生物の付着を抑制するため，海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し，海水を使用し
ている機器に注入する装置)

43 1月30日 １号機 廃止措置中

原子炉補機冷却水設備の熱交換器の点検において，熱交換器内部に海水入口配管内部からはく離した塗膜片があ
ることを確認した。

当該配管を補修する。

(原子炉補機冷却水設備：原子炉の運転に必要な各系統の機器（ポンプ，冷凍機，熱交換器等）へ冷却水を供給する
設備)

44 1月31日 共通 ―

雑固体廃棄物処理設備の排気ファンの点検において，軸受ケース内のグリスが変色していることを確認した。

当該軸受ケースを取替える。

45 1月31日 １号機 廃止措置中

配電盤の切替作業において，切替スイッチが動かないことを確認した。

当該切替スイッチを取替える。
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46 1月31日 ３号機 建設中

所内ボイラーにおいて，連続ブロー装置のバイパス弁が全閉していないことを確認した。

当該弁を点検する。

(連続ブロー装置：ボイラー水中の固形分を排出するために，ボイラー水を連続してブローする装置)

47 1月31日 ３号機 建設中

所内ボイラーにおいて，給水試料採取用の弁のシート部からわずかな水の漏えいがあることを確認した。

当該弁を点検する。

48 1月31日 １号機 廃止措置中

所内蒸気設備の点検準備作業において，全閉できない弁があることを確認した。

当該弁を点検する。

(所内蒸気設備：所内ボイラーで発生した蒸気を空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機
器等へ蒸気を供給する設備)

49 1月31日 ３号機 建設中

循環水ポンプ吊上げクレーンの点検において，補助巻上装置が故障していることを確認した。

当該巻上装置を補修する。

(循環水ポンプ：主タービンを回し終えた後の蒸気を水に戻す復水器に海水を送るポンプ)


