
平成２７年１１月２７日

点検不備に係る再発防止対策の

平成２７年度実施状況・評価等
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2１．点検不備問題の根本原因に対する再発防止対策

経営における原子力の重要性や地
域社会の視点に立った安全文化の
大切さを全社（関係会社・協力会社を
含む）で醸成する活動を推進する。

経営における原子力の重要性や地
域社会の視点に立った安全文化の
大切さを全社（関係会社・協力会社を
含む）で醸成する活動を推進する。

○ 原子力安全文化醸成活動の推進
〔主要施策〕

１．原子力強化プロジェクトを主体とした
安全文化醸成活動の推進

２．原子力安全文化有識者会議の提言
を踏まえた安全文化醸成施策の検討

３．原子力安全文化の日の制定

○ 不適合管理プロセスの改善
不適合管理が適切,確実に行われ，
また不適合の判断が限られた箇所で
決定されること等がないよう，不適合
管理プロセスを改善する｡

不適合管理が適切,確実に行われ，
また不適合の判断が限られた箇所で
決定されること等がないよう，不適合
管理プロセスを改善する｡

〔主要施策〕

１．不適合判定検討会の設置

２．不適合管理を専任で行う担当の設置

３．不適合管理の必要性や基準に関する
教育の実施

国の検査制度変更など，規制要求
等の状況変化に速やかに対応し，適
切に管理できる仕組みを強化する｡

国の検査制度変更など，規制要求
等の状況変化に速やかに対応し，適
切に管理できる仕組みを強化する｡

○ 原子力部門の業務運営の仕組み強化
〔主要施策〕

１．原子力部門戦略会議の設置

２．原子力安全情報検討会の設置

３．部制の導入
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２．原子力部門の業務運営の仕組み強化状況



4

規

制

要

求

部制の導入による統括機能強化〔 Ｈ22.9.7 設置〕発電所

本社
経営層

活動状況報告

原子力部門戦略会議

 機 能

原子力部門の課題を統括し，

検査制度変更等に対応するた

めの全体計画を策定

 構成員

・本社部長，マネージャー

・発電所長，部長，課長ほか

<前回からの活動実績 >

H27. 3. 9 第79回開催

H27.11.26 第89回開催

活
動
状
況
報
告

原子力安全情報検討会
〔 H22.7.30 設置 〕

機能
本社，発電所からなる検討会で，

個別の検討課題に連携して対応

 構成員

・本社マネージャー，副長

・発電所課長，副長ほか

<前回からの活動実績 >

H27. 2.19 第54回開催

H27.11.13 第60回開催

原子力部門戦略会議 原子力安全情報検討会

〔 H22.7.27 設置 〕

～～

２．原子力部門の業務運営の仕組み強化状況

～～



5２-１．原子力部門戦略会議および原子力安全情報検討会での審議内容

点検不備再発防止アクションプランの進捗状況

原子力安全維持・向上推進タスクの活動状況（JANSI提言への対応状況等）

低レベル放射性廃棄物(LLW)のモルタル充填に用いる流量計問題※１に係る審

議事項（調査状況報告，再発防止策アクションプランの役割分担と進め方等）

原子力部門戦略会議での審議内容

原子力安全情報検討会での審議内容（原子力部門戦略会議へ報告）

原子力規制委員会通知文書等の内容確認および今後の対応について

原子力安全推進協会（JANSI）提言文書の内容確認および今後の対応につい

て

※１： 以下，「ＬＬＷ流量計問題」という



6２－２．原子力部門戦略会議での審議事例
・LLW流量計問題の再発防止対策アクションプランの役割分担と進め方について

事務局 全体とりまとめ アクションプラン（AP）の進め方

ＡＰ１，２：
電源事業本部
（原子力管理）

ＡＰ３：
原子力強化
プロジェクト

実施状況は，原
子力品質保証が
集約し，原子力部
門戦略会議で審
議する。

原子力強化プロジェクト

 原子力強化プロジェクト
長は，再発防止対策の
実施状況を「原子力安
全文化有識者会議」に
報告し，その提言を施
策実施箇所に通知する。

 施策実施箇所は，提言
を施策に反映させる。

 提言の反映状況は，次
回「原子力安全文化有
識者会議」に報告する。

１．ＡＰ実施の進め方
（１）実施状況の進捗管理

APﾘｰﾀﾞｰは，APの実施状況をAP進捗管理表に毎
月記入し，原子力部門戦略会議にて各APﾘｰﾀﾞｰが報
告する。

（２）有効性評価の実施
APﾘｰﾀﾞｰは，原則対策の完了後および年度末に，施
策の有効性を評価する。

（３）原子力安全文化有識者会議への報告

原子力強化プロジェクトは，再発防止対策の進捗状
況を原子力安全文化有識者会議へ報告し，提言を施
策へ反映する。

２．自治体への報告

四半期周期で定期的に報告している「点検不備に係る
再発防止対策AP」に合わせて報告する。

上記以外で必要が生じた場合は，その都度実施する。

平成27年9月11日に公表した「LLW流量計問題に関する調査報告」に基づき，再発防止対策
アクションプランの役割と進め方について原子力部門戦略会議で審議。
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３．不適合管理プロセスの運用状況
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H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

不適合件数 審議件数

不適合が疑われる案件がコンスタントに不適合判定検討会へ報告されており，不

適合管理プロセスは適切に運用されていると評価。

３．不適合管理プロセスの運用状況

２号機第１６回定期検査 ２号機第１７回定期検査

１号機第２９回定期検査

2.3倍

【Ｈ２７年９月末時点】

不適合件数に対する

インプット件数の比率

3.0倍 5.8倍 5.4倍

不適合判定検討会への持ち込み件数の推移

H22.8不適合判定検討会運用開始

定検開始直後に，

審議件数が大幅

に増加

協力会社が不具合情報をシ

ステムに直接入力するよう運

用変更。

定期検査の気付き

事項をまとめてシス

テム登録。

4.3倍

「不適合とは」解説
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不適合判定検討会への不具合情報は，協力会社からの報告も多くの割合を占め

ており，協力会社においても，不具合情報の報告の仕組みが定着してきている。

〔 情報提供元 〕

不適合判定検討会への情報提供元

３-１．不適合判定検討会への不具合情報のインプット

【Ｈ２７年９月末時点】
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３-２．不適合の発生・処置状況

年度 データ項目 Ａ Ｂ Ｃ

H27
不適合件数 １ ３ １４７

処置率 ０% ６７% ５８%

H26
不適合件数 １ ５ ３４５

処置率 100% 100% 90%

H25
不適合件数 ０ ８ ３１５

処置率 － 100% 97%

H24
不適合件数 ２ １３ ３９８

処置率 100% 100% 99%

H23
不適合件数 ２ １７ ５４３

処置率 100% 100% 99%

H22
不適合件数 １ ８２ ７６１

処置率 100% 100% 99%

重要な不適合（Ａ，Ｂグレード）の発生は少なく，不適合の総件数は年々減少傾向。
近年の不適合件数の減少は，停止期間長期化による点検作業減少の影響もある。

発生した不適合に対しては，速やかに処置を実施している。

不適合処置状況

（注）平成24年度以前分の処置未完了の主な理由：

発電所が運転中でないと完了確認できないもの

【Ｈ２７年９月末時点】不適合発生件数の推移

不適合グレード解説



11３-３．不適合情報の公開

『不適合の処置状況』のＨＰ公開データ

○発生した不適合は，ホームページにより以下のとおり情報公開している。
・不適合の発生状況は，不適合管理グレードごとに整理し，不適合の内容および
不適合処置の計画を含め公開。（頻度： ２回／月）
・不適合の処置状況（不適合件数，処置完了件数）を公開。 （頻度： １回／四半期）
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４．原子力安全文化醸成活動の推進
・平成２７年度安全文化醸成活動の実施状況・評価

・平成２７年度原子力安全文化醸成活動の実施状況
・職場話し合い研修（副長単位）実施概要
・職場話し合い研修（管理職）実施概要
・行動基準の策定・実践
・地元の方々との対話活動
・平成２７年度原子力安全文化の日（毎年６月３日）
・経営層との意見交換会
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

地
域
と
の
約
束
を
果
た
し

続
け
る
意
識
の
向
上

行動基準の策定・実践

職場話し合い研修 ※２

行動基準の掲示等

風
化
防
止

見学会の対応・同席

地元定例訪問への参加

地元行事への積極参加

地元意見の職場共有

転入者・新入社員に対する研修※２
6/26新入社員対象★

転入者
対象☆

話し合い研修

「グループ・個人行動基準」の策定・実践

行動基準の掲示等

発電所員の見学会対応・同席

★7/7転入者対象

★5/7中途採用者対象 ★8/10転入者対象
★9/1中途採用者対象

事例研修

コンプライアンス行動基準の
策定・実践 ※２

お客さま視点の価値観を認
識する機会拡大 ※２

実践

実施

発電所員の定例訪問への参加

地元行事への積極参加

地元の方々との対話内容を職場で共有

策定

４-１．平成２７年度原子力安全文化醸成活動の実施状況(1/2）

 点検不備問題の再発防止対策として，平成２７年度も有識者会議提言の反映等による
見直しを行いながら，以下の施策を計画通り実施中。

 ＬＬＷ流量計問題について，意識面の改善に係る再発防止対策は，点検不備問題に係
る再発防止策と統合して実施中。

※２： ＬＬＷ流量計問題の対策として改善しながら実施する施策

検討

中間振り返り
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

原子力安全文化の日

☆

全
社

共
有

原子力安全文化有識者会議

有効性評価・次年度計画

★ 6/3 社長メッセージ発信等

☆

「原子力安全文化醸成計画」に統合し

実施する施策

中間評価 有効性評価・次年度計画

◆4/7 常務と現場実務者

★9/5

適
切
な

発
注
業
務
管
理

適切な発注業務に係る
教育※２

請負者に対する要請 ※２

役員と発電所員の意見交換

安全文化講演会（研修会）

★10/2 文書発信

★10/5
副社長と部長以上

★
11/19常務と課長

☆

☆ ☆ ☆

４-１．平成２７年度原子力安全文化醸成活動の実施状況(2/2)

教育

※２： ＬＬＷ流量計問題の対策として改善しながら実施する施策



15４-２-１．職場話し合い研修（副長単位）実施概要

 目的：点検不備問題を当社全体の問題として受け止め，安全文化の醸成と自らの
業務の再点検を行うこと。

 話し合い研修を業務に密着した内容とするため，平成２７年度は話し合いグループを
副長単位の担当メンバーで構成して実施した。

種 別 職場話し合い研修（副長単位）

期 間 平成２７年４月３日～平成２７年５月２５日

実施概要

①点検不備問題を忘れないために，そして何があったかを若年者に継承していくために
点検不備問題の振り返りを実施。

② 業務に密着した議論となるよう，副長単位の担当メンバーで実施。

③ 自らの業務へのリスク意識を高めるための研修とした。

テーマ
テーマ１ トンネルでの天井板落下事故

テーマ２ リコール隠し問題

課 題

２つのうち１つのテーマを選択し，抽出した問題点について，自分たちの職場で同様なこと

が起こっていないか，同様なことを起こさないためには自分たちはどのようにすべきかにつ

いて話し合いを実施した。



16４-２-２．職場話し合い研修（管理職）実施概要

 目的：安全文化醸成アンケート結果では「当社で働くほこり」が平成２１年度レベルまで
回復しておらず，原子力安全文化有識者会議においてもモチベーション維持が
重要であるとの意見があり，モチベーション維持・向上のために必要な管理者と
しての行動について意見交換を行った。

 期間：平成２７年４月９日 ～ 平成２７年５月２５日 （計７回， ６６名）

 本研修は，複数部署の管理職のメンバーで実施した。

 主な意見
・業務の指示前に，きちんと説明，動機づけする必要がある。
・上司が大きな目標を示し，メンバーの意志統一の後に皆が一団となって業務に
あたっていきたい。
・様々な部署の管理職クラスと意見を共有できて，有意義であった。（複数）
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平成２７年度実施状況 評価・今後の取組

 原子力安全文化の日に，代表２グループの行動基準を発表・唱和
 グループの行動基準を発電所の管理事務所１号館１階ロビーに掲示す
るとともに，ＯＡパソコン起動時の画面に毎回異なるグループを表示

 行動基準を記載する携行用カードを全所員へ配布し，各自携行

 グループ毎の中間
振り返りを実施中

 アンケートによる
評価を実施予定

 目的：発電所所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の
明確化と，取り組みに対する所員の意識の高揚および一体感の醸成を図る。

 行動基準の策定・実践が，意識高揚に役に立っているとの前年度評価を受けて平成２
７年度も継続実施とした。

４-３．行動基準の策定・実践

管理事務所１号館
１階ロビーに掲示

グループ行動基準の掲示・表示

ＯＡパソコン画面表示



18４-４．地元の方々との対話活動

実施概要

地域視点意識の向上を目的に，見学会対応・定例訪問への参加等さ
まざまな機会を通じた地元の方々との対話活動の充実を図っている。

また，それらの機会を通じて得られた貴重な意見等を職場内の会議
等で共有することにより意識向上の一助としている。

参加者増につながる機会の拡大に加えて，管理者が参加状況を把握
したうえで，全員参加するような取り組みを実施している。

平成２７年４月～１０月末実績

参
加
者
数

見学会対応・同席 延 ２２人

定例訪問への参加 延 １５人

地元行事への参加 １３行事，延２５９人

 目的：地元の方々との直接対話により｢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。

 見学会対応，定例訪問，地元行事に平成２７年１０月末時点で延 ２９６人参加
 見学会対応，定例訪問参加者のアンケート評価では，肯定的意見が９割以上であったが，
ＬＬＷの事案を受けて，お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大として全員が参加す
るための取り組みを開始し，実施中である。

古浦海岸清掃



19４-５．平成２７年度原子力安全文化の日（毎年６月３日）

社長メッセージ発信 当社・グループ会社の全社員および発電所の協力会社にメール等で伝達

安全文化意識の
全社共有

全事業所において，職場会議等の機会を捉え，点検不備問題の概要・
再発防止対策の取り組み状況について，職場内での共有を図った。

 目的：「原子力安全文化の日」に行事を実施し，点検不備の反省と教訓を決して風化させ
ることなく， 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。

 これらの「原子力安全文化の日」の取組みについて，当社ＨＰへ掲載するとともに定例
訪問先等を訪問して説明した。

社長訓話 発電所在勤社員および協力会社を対象に実施，本社原子力部門へ中継

誓いの言葉唱和

新入社員のリードにより， 誓いの言葉を唱和

グループ行動基準の
発表・唱和

・代表２グループによるグループ行動基準の発表・唱和
・全グループの行動基準は管理事務所１号館１階ロビーに掲示

「誓いの鐘」鐘鳴式 代表者が風化防止モニュメント「誓いの鐘」を鐘鳴

安全と品質の確保を最優先に、業務の確実な遂行とわかりやすい情報発信に努め、

安心いただける発電所にすることを誓います。

１．全社行事

２．全社行事に加えて発電所で実施した行事

誓いの言葉



20４-６-１．経営層との意見交換会

実施回・日付 対象者 テーマ

第１回
（４月７日）

常務と現場実務者

（発電所・島根原子力本部
平成24年度入社社員）

効率のよい業務の進め方・仕事をためない工夫
業務に携わって感じていること
（困ったことや解決できたこと等）

体調管理について心がけていること

第２回
（10月5日）

副社長と発電所員（部長以上）
ＬＬＷ流量計不適切事案について
・管理者として取り組むべきこと
・組織として対応すべきこと

第３回
（11月19日）

常務と発電所員（課長）
ＬＬＷ流量計不適切事案を受けた管理者として
の再発防止への取り組み， 取り組みにあたって
の課題

 目的：経営層と幅広い対象者との意見交換を行い，「経営層による社員意見の吸い上
げ」や「本社～現場間のコミュニケーション」の充実を図る。

 実施結果をイントラネットで関係者にフィードバックするとともに， 議事概要については

発電所員等へ全員にメールしている。



21４-６-２．経営層との意見交換会の実施状況（第２回１０月５日）

１０月５日，発電所部長以上を対象に，経営層（副社長）との意見交換会を実施した。ＬＬＷ不適
切事案に関して，管理者としての管理の考え方や組織としての対応の考え方を中心に，参加者そ
れぞれの立場で考えていること，感じていることを発言し，副社長からコメントを受けた。

（部長意見例）

 「見える化」と「牽制」の仕組みにより隠すことがないようにしていく。また，「言い出した方がよ
い」ということを事例研修でしっかり話し，今後も話し続けていく。

 本事案は最初は些細なことがきっかけだったかもしれないが，それがこれだけ大きな問題に
なってしまったということに関しては身にしみて分かったので，このことを一人ひとりに浸透させ
ていきたい。

（副社長からの主なコメント）

 組織として防げなかったことに焦点を当て，足りなかったところを対策していく。

 本事案では担当者による虚偽が大きな不信感を与えることとなった。このような可能性を常に
認識し，同様のことをしないよう，或いはさせないようにしていかないといけない。地域社会と約
束したことを守るという意識が重要である。

意見交換状況
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５．内部監査による再発防止対策の実施状況評価



23５．内部監査による再発防止対策の実施状況評価

【再発防止対策の実施状況の評価】
考査部門は，電源（原子力管理，原子力品質保証），島根原子力発電所，原子力強化プロ
ジェクトにて資料確認等実施した結果，再発防止対策を適切に実施していると評価する。

監査件名

再発防止対策の実施状況〔平成２７年４月６日，１７日，１０月１５日〕

品質マネジメントシステムの運営状況

〔平成２７年７月７日～９日，８月２４日～２６日，１０月１９日～２３日〕

対象箇所
電源事業本部（原子力管理，原子力品質保証），原子力強化プロジェクト

島根原子力発電所（保修部，技術部，品質保証部）

監査項目

ＡＰ１：直接原因に係る対策， ＡＰ２：原子力部門の業務運営の仕組み強化

ＡＰ３：不適合管理プロセスの改善， ＡＰ４：原子力安全文化醸成活動の推進

ＡＰ５：点検計画表に関する取り組み

確認事項

【平成２６年度の実施状況】
再発防止対策は，手順書等に従って確実に実施しており，定期的な有効性評価も適切に実
施していることを確認した。
【平成２７年度の実施状況】

再発防止対策（ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４，ＡＰ５）は，手順書，業務実施計画書，ＡＰに基づ
き確実に実施していることを確認した。

ＡＰ５の取り組みでは，新規制基準対応のために設置した可搬設備等の管理をＥＡＭで実
施できるよう，システム改良を計画していることを確認した。



24解説１．「不適合」とは

不適合が懸念
されるすべて
の不具合情報

不適合処置の
実施※

不適合判定検討会

不適合と判定された事象を
全てホームページで公開

担当者が判断せず
迷わず報告

発電所の課長を中心とし
た複数のメンバーにより，
不適合管理の要否や管理
グレード等を決定

不適合管理
の要否判定

データの
収集・整理

不適合
管理必要

不適合

管理不要

【解説：「不適合」とは】

「不適合」とは，「要求事項を満たしてい
ない状態」をいう。

設備が本来あるべき状態とは異なる状
態になった場合や，業務が定められた
手順で実施されなかった場合など，広
い範囲の不具合が対象となる。

＜不適合の例＞
・法律等で報告義務があるトラブル
・業務手順書からの逸脱
・通常の点検で見つかる機械の故障 等

※不適合となった機械の使用中止，不具合事象の収束・復旧



25解説２．不適合グレード

ｸﾞﾚｰ
ﾄﾞ

解 説 処 置

A

原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不
適合事象のうち，原子力安全に対する影響が大きい事象
・原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子炉等規制法，
電気事業法に係る法令等），保安規定違反 ほか

不適合事象
に対する処
置の実施に
加えて，
原因分析，
再発防止対
策を実施。B

原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不
適合事象のうち，原子力安全に対する影響が比較的大きい
事象
・グレードＡに該当しない業務の逸脱(保安活動へ影響を及ぼす事象)
・高度の信頼性を確保する必要がある機器の故障 ほか

C

原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不
適合事象のうち，原子力安全に対する影響が軽微な事象
・一般産業施設と同等程度または安全に関係しない
機器の故障 ほか

不適合事象
に対する処
置を実施。


