
再発防止対策他の進捗状況について

議題１
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点検時期を超過した機器【511機器】

 511機器については，超過を確認の都度，外観点検・動作確認等
の代替点検を実施。

511機器について異常のないことを確認（4月完了）

なお，発電所は24時間体制での運転監視，日常的な機能確認，１日２回の巡視点
検等を行っている。

１．機器健全性の確認状況

■「点検計画表」に記載されている方法で点検を実施

・２号機 162機器について点検を全て完了し，
健全性を確認（7/27完了）

・１号機 179機器/349機器の点検を完了し，

健全性を確認（11/21現在）
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規

制

要

求

部制の導入による統括機能強化〔 Ｈ22.9.7 設置〕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

・発電所所長，課長ほか

< 9/12以降の活動実績 >
H22.9.14 第６回開催

H22.11.26 第12回開催

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

・発電所所長，課長ほか

< 9/12以降の活動実績 >
H22.9.14 第６回開催

H22.11.26 第12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

< 9/12以降の活動実績 >
H22.10.12 第６回開催

H22.11.19 第９回開催

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

< 9/12以降の活動実績 >
H22.10.12 第６回開催

H22.11.19 第９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．業務運営の仕組み強化



3参考１．原子力部門戦略会議での主な審議内容（第6～12回）

赤字は経営層への協議・報告事項

• 島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直し

• 島根３号機保安規定変更申請などのスケジュール
• ３号初回定検対応検討ＷＧの活動状況
• 島根原子力建設所の発電所移行に関する整理

 3号機関係

• 保守管理の不備に関する再発防止対策の各アクションプラン
• 島根原子力発電所における不適合情報の当社ホームページへの公開
• 「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」（JANTI）の助言に

対する対応方針（案）
• 経営層と社員との意見交換における意見・要望等への対応

再発防止対策関係

• 保修部門の充実・強化（余裕を持って仕事ができるようにする）ＷＧの設置（案）
• 点検計画・計画表見直しＷＧ活動状況
• 業務プロセス改善ＷＧ活動状況

保守業務改善関係

• 島根原子力発電所2号機の今後の対応

• 自治体申入れへの対応

 2号運転再開関係

• 原子力安全情報検討会からの報告他

 その他
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参考１－１．各会議での審議内容例

 技術・発電部門へも部制を導入し，統括機能と連携を強化

島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直しについて（1/2）

〔組織体制見直しのポイント〕

 発電所側への３号機設備のスムーズな移行ができるよう，技術部，発電部，

保修部（電気保修）・（機械保修）に，３号機を担当する課長以下のラインを１・

２号担当ラインとは別に設置

 保修部の体制

管理スパンを配慮して課長ラインおよび副長以下のラインを設定

• １・２号機を担当している現行の課長ラインを設備別に分割

（保修部を現状の３課から９課体制とし，管理スパンを改善）

• 副長以下も管理しやすい体制に検討中
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総務課

保修部
所長

品質保証部

課長 （品質保証）

課長 （原子力研修）
部長

技術部

課長（技術）

課長（燃料技術）

発電部

課長（第二発電）※

副所長
部長

部長

部長

課長

参考１－１．各会議での審議内容例

島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直しについて（2/2）

課長（放射線管理）

課長（建設管理）

品質保証・教育

所内事務，核物質防護

管理業務

課長 （保修技術）

課長 （保修管理）

課長 （計装）

課長 （電気）

課長 （３号電気） ※

課長 （原子炉）

課長 （タービン）

課長 （３号機械）※

課長 （土木建築）

課長（第一発電）

設備の保守・検査対応

発電設備の運転

※ 3号機を担当する課長以下のラインを
1･2号担当ラインとは別に設置
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５１４７４０

１２５

Ｈ２１

設備点検
管理の変遷

保安規定
社内文書

Ｈ２２Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５年度

１２４５０５９

省令改正

１２５８７ ５６ １３４上段：当社（人）
下段：ENT（人）

▼10 実用炉規則改正

（品質保証の規制化）

▼5 保安規定改正(品質保証)，文書整備

▼12

実用炉規則
改正（安全文化他）

▼5/21 １，２号 点検計画策定

▼4/28 １号 点検計画表制定

▼10/7 ２号 点検計画表制定

▼5/21 定期事業者検査制度導入 ▼1/1新検査
制度導入

▼2/1 ＥＮＴ解散▼7/1 ＥＮＴ設立

文書見直し

▼2 １号
保全計画策定

▼12 2号

▼1 技術基準を

定める省令６２号

▼９
保安規定改正（再発防止）

 ENT設立により保修部門の人員がほぼ半減した状態で，保守管理の制度変更に対応。
 H19年度より要員を強化し，人員数は確保したものの，現状，点検不備への対応，2号

定検に加え，1号の定検により業務量が増加しており，本社から応援（12名）を派遣。

今後，若年層の早期育成および業務プロセスの改善による効率化を検討。

保修部門の業務量増への支援要請への対応

（保修部門の人員の推移と対応）

参考１－１．各会議での審議内容例

経営層と社員との意見交換における意見・要望等への対応
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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

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

不適合判定検討会
〔H22.8.1設置〕

（不適合管理検討会に替えて設置）

不適合管理を専任で行う担当を設置
〔H22.6.29設置〕

不適合と判定された
事象を全て公開

〔H２２．９．７公開開始〕

教育の実施
不適合管理の必要性や基準について

〔H22年7月末実施〕

担当者が判断せず
迷わず報告

３．不適合管理プロセスの改善（1/2）
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３．不適合管理プロセスの改善（2/2）

不適合管理プロセスの改善

審議件数

不適合件数

 不適合管理の実施件数については，8・9・10月合計で305件（前年度合計122件）であっ
た。前年度と比較すると約10件/月から約102件/月に増加している。

 改善前は顕在化した不適合を対象としてきたが，改善後は懸念される潜在的な案件の報
告および協力会社等からの報告も受け付けることで，より広く懸案をカバーできる仕組み
として機能している。

 今後，不適合案件について設備別の分析等を行い，不適合管理の強化につなげていく。
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１．監査実施日

平成２２年９月２９日 ，１０月１日，１３日，１４日，２７日，２８日

２．監査対象箇所

電源事業本部（原子力），電源事業本部（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， 島根原子力本部

３．監査項目と確認内容

業務手順書の見直し → 見直しは完了，改正後の手順書により業務を遂行。

原子力部門の業務運営の仕組み強化 → 原子力部門戦略会議が，業務運営上の重

要課題を決定し，アクションプランの有効性評価を実施。

不適合管理プロセスの改善 → 不適合判定検討会を毎日開催，軽微なものまで情報

を確認し，判定基準により不適合判定を実施。

原子力安全文化醸成活動の推進 → 原子力安全文化醸成活動が計画通りに進めら

れ，地元や有識者会議等，第三者からの意見・提言を醸成活動に有効的に活用。

点検計画表に関する取り組み → 点検計画表は修正を終え，ＥＡＭを活用したより適

切に管理できる点検計画表への見直しを検討中。

保安規定変更申請，ＱＭＳ文書展開 → 保安規定変更認可を受領しＱＭＳ文書の変

更を適切に実施。

４．内部監査による再発防止対策の実施状況評価 （1/2）
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４．要望事項

 見直し版点検計画表によるＥＡＭへの適用は，確実な体制，手順に基づき実施するこ

とを要望する。

 発電所部制導入後の評価を行い，島根３号機営業運転に向けた発電所組織見直しへ

の反映を要望する。

４．内部監査による再発防止対策の実施状況評価 （2/2）

【 前回報告時の要望への対応状況 】

原子力安全情報検討会の確実な運営のため関係手順書の適正化を提言

→ ２次文書と３次文書の記載重複箇所を整理し，手順書の記載の適正化に向け

検討していることを確認した。

教訓を島根３号に生かすために再発防止活動への建設所員の関与を提言

→点検計画表検討ＷＧに建設所員もメンバーとして参画していることを確認した。

また，ＷＧの議事録を建設所各課へ回付していることを確認した。

【 その他の対応 】
本社原子力考査部門２名が，発電所運営状況を現地で確認中。

（１１／８～１２／１７）



11５． 島根原子力発電所２号機の運転再開について

 ９月６日，国から島根原子力発電所における保守管理・品質保証体制や２号機

の機器の健全性について，安全上の問題はないことを確認し，２号機の運転再

開にあたっても安全上の問題はないものと判断いただき，保安規定の変更に対

して認可を受けた。（既報）

１０月１８日松江市，１９日島根県から島根原子力発電所 ２号機の運転再開に

ついて判断をいただくとともに，再開に向けての申入れ文を受領。

上記を踏まえ，当社として運転再開について表明するとともに， 島根原子力発

電所２号機第１６回定期検査の定期検査申請内容変更の届出を行なった。

（平成２２年１０月２１日）

島根２号機は１２月上旬発電開始予定。

１号機は１１月８日から 第29回定期検査を開始した。
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参考２．松江市からの申し入れ

地域に密着した企業経営を実施し，地域との共存共栄の
取り組みを強化します。また，原子力発電所の運営に対
する理解，信頼を一層深めるため，市民や行政の行う取
り組みや事業に積極的に参加・協力してまいります。

地域に密着した企業経営を実施し，地域と共生して
いく取り組みを強化するとともに，原子力発電所の
立地に対する理解，信頼を一層深めるため，市民
や行政の行う取り組みや事業に積極的に参加・協
力すること。

情報提供については，今回の問題を受けた再発防止
対策の実施状況や定着状況はもとより，保守管理の
仕組みに係る改善状況など，発電所の安全性・信頼性
を更に向上させる取り組みについても積極的に公開し
ていきます。 また，広報活動については，わかり易い
効果的な情報をお届けするなど充実に努めてまいりま
す。

今回の問題を受けた再発防止対策の実施状況や
定着状況はもとより，発電所の安全性・信頼性を更
に向上させる取り組みなどについて，広報活動を強
化し市民に対して積極的に情報提供を行うこと。

社内はもとより協力会社に対しても，人的・組織的コミュニ
ケーションの改善を図ると共に，品質保証に関する教育
の実施により理解を向上させるなど，保守管理を充実さ
せる取り組みを継続して行ってまいります。

社員はもとより協力会社を含め，人的・組織的コミュ
ニケーションや品質保証に対する理解の向上を図
るなど，保守管理を充実させる取り組みを継続して
行うこと。

再発防止の対策については，社長のトップマネジメント
ならびに経営層の責任と強い関与のもと，計画・実行・
評価・改善のサイクルをまわして継続的に改善・定着
させていきます。特に安全文化醸成活動については，
社外の視点も取り入れて，継続的に社員の意識の向上に
努めてまいります。

再発防止対策については，社長のトップマネジメン
トのもと確実に実施，定着させること。特に安全文
化醸成活動については，経営層の積極的な関与の
もと，社員の安全文化に対する意識を改善する取り
組みを継続して実施し，充実させること。

当社からの回答内容松江市からの申し入れ内容



13
参考３．島根県知事からの申し入れ

再発防止対策の実施状況や定着状況につい
て，今後も適宜ご報告させて頂きます。

県においても，再発防止対策の実施状況や
定着状況を継続的に確認していくので，適
宜，進捗状況等を報告すること。

再発防止対策や発電所の状況等について積
極的に情報公開し，分かりやすい説明に努め
てまいります。

中国電力の対応状況などについて，積極的
な情報公開を行なうとともに，対外的に分か
りやすく説明すること。

ご提案のあった島根県や松江市，住民の皆様
に対するご説明の場において，再発防止対策
の実施状況等についてご説明させて頂くととも
に，意見交換についても積極的に参加いたし
ます。

今後，中国電力及び国から島根県，松江市
及び住民に対して状況を説明し，意見交換
する場を設けるので，適切に対応すること。

当社と協力会社が一体となって再発防止対策
を確実に実施していくとともに，社外の視点も
取り入れて定期的に評価を行い，継続的な改
善を図っていくことで適切かつ安全な運転に
努めてまいります。

今後は，国の厳格な指導・監督を受け，関係
会社を含め全社を挙げて再発防止対策を確
実に実行していくとともに，効果などの検証
も行い，改善すべき点があれば改善を図り，
適切かつ安全な運転に努めること。

当社からの回答内容島根県からの申し入れ内容


