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島根原子力発電所品質保証活動の実施状況

　　　　　（平成21年度上期）

中国電力株式会社
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1． 保安管遷体制（品質保証活動の体制）
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2．原子力品質方蚕十（平成哩9年4弄i2濁〉
　（1／必要な資源を確保し，霞らの役割と責任を自覚して，原子力の安全を最優先に品質保証濡
　　　動を積極的に推進する、
　（2）常に問いただす姿勢を持って、酷質マネジメントシステムの継続的改善を実施する。
　（3）コミュニケーションの充実と清報の共有を図って，風通しの良い，明るい職場を翻る。
　（4）現場，現物，現婁を重複する3現主義を実践して，実効ある業務運営および個人・組織の
　　　能力向上を鑓指す。

3，晶質保証活動の巽施状況

　　原子力品質方錯展開結果

重点震施項類 指　標 其侭的方策 結　　果
（1）島根1・2号機の ○言十画外停止率 0計瞬外停止率：0％

安全・安定運転の 0％
達成 ○設備利獺率 ○設備利璽率（鐡1．9來）

i号機二51．生％ 1易機：29．5％

2号機191．9％ 2号機二憩0．4％

（沿異常兆候の阜期発見 （i）H21，6実施案策定済。

・効果的な中央翻御窯盤講監 「運転管理要領」改正中お
視および藏醐の引継ぎ方法 よび「引継ぎ・周知手順書涯
の策定 策窟中．

（策定完了時期滋2i．1の

（2）炉心管理 （2）

・最適な起i動群雨・パターン ・負荷率（1慨，9末）

変更譜面の策定、実施 工号機：97．8％
（負荷率（熟慮力べ一ス） 2畢機：船O％
：99，5％以上）

・燃料信頼性の維持 ・燃料漏えい率：0％
（燃料漏えい率二〇％〉

（3）燃料管理 （3）

・新燃料輸送，受取検査の確 ・上期実績なし
実な実施

（新燃料検査合格率：100％）一

・MO　X燃料の取扱手順検討 ・検討中

（検討完了時期：槻2．3）

（4）プラント性能管理 （4）プラント性能連絡会

・プラント性能変化の傾痛分 3圃実施
析

（プラント性能連絡会醐催回

数：3回／年）
（5）異常事象対応業務 （5〉

・緊急時調練・その弛事象訥 ・一一一ヒ顛実績なし

練の実施，改善

調練実施繊数1

繋念時讃練　1躍／年
その継事象　1鐵／年

・原子力災害対応資機材の維 ・点検計画どおりに実施中

持管理
辱 連絡嚢任者・撹当者への通 ・調練二毎月3綴実施
報連絡訓練，教育の計画的 教育12図実施
な実施

騰菱織il雛〕
（6〉放鮒線警邏 （6）

■ プラント線量低識対策検討 ・年度計画どおりに実施中
（検討終了時期二繊2．3）
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重点実施項目 指　標 具体的方策 結　　果

噴L鰍A活動の葬儀・検討・ ・年度計画どおりに実施中
改善

（検討終了時潮　：H22。3）

（の放射性廃棄物管理 （7）

・劉捧廃棄物貯蔵承保管裕度 沼21．9米保有本数26，687本
　　　　　　　　十ﾌ確保
（年度末保有本数：27，500本
以下〉

・放豹性物質の確実な放出管 ・検絨緞界以下（H21．9末）

理 （トリチウムを除く）

（放出簸：検繊限界以下（ト
リチウムを除く〉／

（8）島根工号機捌御棒引抜防 （8〉

止対策工事の実施および手 ・工事（紹1．7竣工）

瀬書の改定 ・手順書改定（鼓2圭．7完了）

（実施完了時期沼2L　l①

（9）確実な保安管理業務の実 （9〉実施時期等の変更はある
旛 ものの計醸どおりに実施中

（実施率：工00％）

（10〉溶接検査薄象工事の確実 （圭。）

な実施

・新制度に対応したマニ皿ア ・マエユアル簡定（翻し5）

ル0）整備

（完了甥限1難2i．5〉

・溶接事業者検奮，安全管理 ・溶接事業者検査，安全管理

審変の確実な実施 審査実施中
（実施率l　i　O　O％〉

（2〉新耐震設計審査 01号28同定検 01号28繍定検　醗管支持
指鎌に基づく確 配管支持構造物 構造物耐震裕度向上工事実
実な耐震設計と 謝震裕度向上工 施率1一％※
総度潮上一工事実{ 事実施率

@i　o　O％
〔※講28　検　り

（鮒震裕度陶土工

事実施数／耐震辮 （の工事工程の詳綱験討 （1）工事工程の詳細験討は定

度向、L工事実施対 （完了期限：無2圭．5） 検醐始の経2王、婆末完了。

象徴） 定検鯛始以降，雰翻気線量

低減を反映し支持構造物修

理籔所を邉茄。工事工程の
見直しを実施。

（のPLR配管の線量低減策 （2）化学除染実施。P　CV2F
の実施 Lライザー管の線量低減勧
晒己管表面線量低減率180％） 果大。　（低減率80％達成）

（3）化学除染後の雰翻気線量 （3）定検工程見直し完了

妾量率測定結果による定検 （封21．7完了）

月数の見蔑し
（見蓋し完了期限：琶2生．7）

（4／格納容器内の作業環境改 （4）ドライウェル冷却機冷水

善の実施 通水運転実施。飲料水置場，

（完了期限沼雛．6〉 休憩ハウス，冷劫ベスト地
設置。（薪2L6完了）

（3〉予防保全工事の ○予防保全群麟の ・予防保全工事実施計画策定 0予防保全計颪策定中
尉麟的な実施 策定時期：

駝工．H（中許締め

切り〉
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重点実施璽羅 詣　標 具体的方策 結　　果

○予防保全工事の ・予防保全工事の実施状況確 O予防保全工事の実施率
実施率：100％
i実施件数／譜面
署煤j

認 　　　　　　　　　一％掘

驍Q　醸剛
（4）統合型保金シス ○システム要求事 Qシステム要求事項取り纏め

テム（E　AM）導 項の取り纏め，本 中

入による保守瞥 部への要求期限
理の高度化 ．H22．3 （i）導入体凝，開発場駈，役割 ω巽21，5完了

分擦の闘確化
（完了期限淵21．喋）

（2）システム概要の握握 （2〉H2L9米　業務設計完了
（完了期限：競21．6）

（3）E　AM概要の課員，魏力会 （3）発電漸関係部署等および

社への構報提供 協力会杭に説糊会を実施。

（嫡報提供回数：1回／罎半 （H21，7～9適宜実施）
期〉

（4）EAM導一入σ）進捗状況確 （4）毎週，メーカと状況確認を

認とフォP一の実施 実施。

（実施劉数：1闘／贋半期）

0技術情報等のデ 0技術情報等のデータ収集中
一夕収集期限
：H22．3 （1）文書管理システムとの棲 （圭）文欝管理システムとの棲

み分け検討 み分けを検討中
（完了期曝：｝12L9）

（2）データ蓄積 ②データ蓄積中
（完了期限：H22．3）

⑤新検糞調度への 0保全謙遜磐の策 ・2畢機第i6保金サイクル ○保全譜面書の策定率：一％
適切な対応 定率二100％ 保全計画書の策定 （策定中）

（保金計画書策定 （策定時期：角皐列σ）3ケ懲鹸

鉾数／保全計画 （慧2圭／i2〉）

書策定予定件数）

O保安検査・保安調 0保安験査・保安調査での保
査での保安規憲 安規定違反件数10件
違反件数：0件

（1）安全確保上重要な背為に （1）燃料装荷（H舞，8〉，1号機

対する保安検査への的確な 超勤（H21，9）の保安検査受

対応（紺象プロセスの再レ 験

ビュー）

（レビュー繕数：2晒）

（2〉保安検査での改善処麗の （2）9屑米実績（3回〉

フオ嬢一アップ
（進捗確認回数：2回／年）

（3〉保安調査検奮宮気付きへ （3）検査官気付き票の発行な
の的確な対応 し．　目頭気付きは擢々，主

〈進捗確認園数12郷／年） 智謀へ対応依頼および処麗
完了確認を実施。

o定期検糞不合格 ○定期検査不合格件数：0件
件数：0件 ・定鯛事業者検査の確実な実 ・9月末実績（5嬢〉

施（クラス1検糞対象の事
麟確認会実施）

（実施園数二7騨

巻



重、薫実施項羨 鮨　標 異趣的方策 結　　果

0安全管理審糞処 ○処置率：20％
置率：i　o　O％ （1件／5件）
（処置件数／不適 ・コメント事項σ）単期対応 ・処置來充分4件σ）うち玉什
合件数） （完一r期銀：H21．ま2） については是正娘置誹薩1決一

定，処置完了に向け取り組み
中。

（6）効果的なマネジ o開催騒数 0計露どおりに実施中
メントレビューの 2回／年
実施 （Dデータ分析に基づくマネ （i）発電勝レビュー（疑21．5〉，

ジメントレビュー資料の揮 マネジメントレビュー
成および発電所レビ皿一の （H21．6）実施

実施

（実施回数：2臓／年）

（2）データ分析・評髄手順の改 （2〉手順審改定検討中
餓
口

（暫建運罵雛始時期：貰22．圭〉

（の確実な不適合管 0不適合管理・是 o不適合管理・是正・予防廼
理・是正処置，予 正・予防処置の年 置の年度内計醸実施率
防然置の実施 度内許醸実施率 処置実施中（別紙一／参

100％ 照）

（処麗した件数／

21年度で処置 （圭）不適合管理検討会σ）騨催 （1）開催率：100％
する計爾件数） （麗催率1100％／ ・不適合管理検討会の開催

開催園数／開催要請園数 i6層
・不適合麺置実施状況（馴紙一

一1参照〉

不適合無量完了件数／不適

合報吉叢修成件数：62件
／6　5イ隼　　（処置率9　5％）

（2〉是正処置検討会の闇催 （2潤催繕数：8囲
（開催圃数：4回以上／年〉 ・是難処置実施状況（別紙一

i参照〉

是鉦完了件数／是正簸直訴
瀬件数：工2イ奪／2iイ牛（処

置率57％）
（3）人的過誤に係る直接原臨 （3）O　J　T実績なし

分析のO　J　Tの確実な実施 （人的過誤分析該当なし／

（実施率1100％）
OJ　Tの実施件数／人的過
誤分析件数

（護）不適合・是正処置状況の磯 （4）確認回数16灘
認

（確認回数：1醸／月〉

（5）億プラント情報等の的確 （5）審議廻数：5翻

な水平腰綱

（保安運営委員会での審議回

数：6園以上／年）
（6）予防処置状況の確認 ㈲確認画数二2園
（確認園数：1嗣／縢半期）
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重点実施項羅 指　標 具体的方策 結　　果
（8）業務で要求され ○教育・譲練実施率 O教驚・謂練実施率：70％

る力量σ）管理と適 100％ （32闘／46風
切な教育・調練の （実施数／計画数）

実施 （圭）力量教育σ）実施状況フ三才 （1）一力量教育検討WGを調催

口｝ し，力量認篤状況を確認。
（見直し顛限1駝2．2）

（2）今後の新入教員の増舶を （2）新入社員教育検討会岡会

踏まえた育成施策の検討 議開催．

〈完了期限：辞22．2）

（3〉今後の新入社員の増離を （3）ARWR議練設備保有プ
踏まえた教畜訓練設備のあ ラントの調査実施　（8／3志

り方の検討 賀，8／4柏騎）

（検討終了時期滋2圭．10）

（9）風通しのよい職 0施策実施率 ○施策実施率139％
場属土づくりの実 一工O　O％

践 憶見交換実施圏i （1）所長・畠彗所長と各霞果と｛ノ）意 （1）4課／i4課実施
数／意見交換計爾一 見交換の実施

鐵数（2圃×澱誤D （実施園数：i醐／年・課）

（2〉次長と各課との意見交換 （2〉7諜／14課実施
の実施
（実施回数：！漏／年・諜〉

（10〉管理部闘および O方策実施率 ○計理どおりに実施中
協力企業との意思 i　o　O％

疎通・情報共有化

ﾌ輿旛

（具体的方策の達

ｬ件数／異趣的
綠�煤j

（i）管理部醒との会議（QMS

@推進者会議）での関連部署

@の参画

（1）参湘率l　l　O　O％

EQM　S推進者会議の岡催

@　　　　　　　　　2墜
（参加率：工00％）

関係部署参画濾数／溺連部

署への参両舷頼響数
（2）発電所が闘イ窪している脇 （2）4っの会議体について計
力企業との会議体σ）運営 爾どおり実施中（i翻以上
（醐催醐数二1回以一、と／月） ／鶏嗣催）

（3〉協力企業から寄せられた （3）処置率175％
提案事項の確実な処羅 （斑毛置3f牛／提案4イ彗二）

（廼置薬：100％）
〈勢協力会杭への溝報発信 （4）安全協議会において毎月一

（発信園数：1園以上／月） 鋳報発信中（讃9件）

（5）定検中における保修部賜 （5）1号28罎定検中（融1．7）

管理職と2次一協力会社との に実施

悉見交換の実施
（実施躍数：各縫圭回以上／
定検） 一
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4．内部監査の案施
（謹）安全管理監査

　　　原子力部門から独立した社内監賓組織である，本縫r考査綿綿原子力監査撞当ゴによる監
　　査の実施．

裏平成2i年度監査テーマ】

基本監査 品質マネジメントシステムの運営状況

重点事項
鋳根2号機へのMOX燃料導入に§§する対応状況

調達管理の有効な実施に関する取り縛み状況

監査結県および処置状況

◆不適合事項：0件

◆改善要望事項：0件

◆良好事例15件
①技術継承を考慮した力量教育の取り総み
②晶質保証活動結果のデータ分析・評癌繕動
③不適合・是正処置状況の管理
④運転管理における各プ澱セスの改善活動
⑤定検総線量の低減に向けての活動

（21粟施都門の内部監資

平成21年度。と期実績なし

5．品質保羅に臠する教畜・翻練
　　　贔質保証に鱒する教育・調練は，「猿子炉施設保安規定」に基づいて行う保安教育と，発電
　勝運鴬に必要な知識技能の修得および維持向上を目的に実施しているものがあり，主な実施状
　況は次のとおり。

教育・鐡練内容 実　績

（1）　r原一子炉施設｛呆安規定」　きこ基づレ、てぞ↑う

@保安教鳶

・運転鐘を対象とした教育・運転員以外を対象とした教育

別紙一2参照

（2／知識技能の修得および維椿向上を目的と

@した教育・調練（技術教畜）

・茄質保証髄係・保守管理麗係　飽

別紙一3参照
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6，協力会社と連擁した品質保証活動の推進

（工）品質保証連絡会 　定期検査期燭中の品質保証猛動に関する事項について，協力会社と検署寸・連絡・調整を行うことにより，情事浸を共有し発電懸の

ﾀ全，安定運転の確保を図ることを興的として実施。

（2）安全協議会での情報共有 　当社と協力会甦の責任者クラスで緯織する安全協議会（毎月開
ﾃ）において，適宜トラブル等に臠する説朝（廼9件1を実施．

（3／脇一力会社へσ）監壷 1監査実施件魏2件（平成21年7躍：i件，8月＝／件〉
m監査結果1・不適合事項　　0件・改善要望事項＝0件

7，その他の品質保証活動

i号機第28園定期検査に
おける贔質管理活動の展醐
としての諸蠕動

（i）標語，ポスター（品質管理意識高揚）の募集．

　・発電所員および構内協力余数より，標語・ポスターを募集
　　し，協力会枇を含めた投票の結果，優秀賞，入賞を選窪し
　　ている。
　　（標語，ポスターの応募総数および優秀賞，入賞件数〉

〈標語（優秀賞）〉
r捲示は酬いたか、手蹟は見たか

標　語 ポスター

応募総数　優秀賞　入賞 応募総数　優秀賞
1号28回　　　587　　　　　1　　　　23 23　　　　工7

各自が菅なう　晶質管理ゴ

（2）標語，ポスター，遜れ幕の揚示。
　・発電所本館北｛則連絡通路，中央講御室崩等に掲示。
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甥紙刊

不適合・是正処置の献溌

1．不適合の種類の内訳件数

種類 平成20年度 平成21駕度上期
人的（※） 21纏 21件
設備 フ1仲 44件
合計 92件 65件

　　〔※）要領・手瀬書等の認識不足，誤記（記入漏れ・誤字・脱字等）等の人的ミス

　　　をいう。

2、峯適合雄置および是運処置の難置率（■21．10、1現在）

桝20毎度繰越分※ 824年度発盈分

不適合発生件数 ㎜ 65件

処置完了件数 1噂件 62件不
適
合
処
置

不適合雄鹿率 100％ 95％

嬢還来完件数 0件 3件

是正処置対象件数 21件 21件

処置完了件数 喋2件 コ2件

（内訳〉 是正処置率 57％ 57％
是
正
娼
置

怨置未完件数 9件 9件

是正盤置不要件数 3件 20件

是正処置必要性検討中件数 13件 24件

※82G隼度繰越分 H20年度に発生した不適合のうち，蓄適合処遇，建艦娼置を821年度
へ繰越した不適合をいう。
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3．主な事象の概要と対応状況

一
〇

件　名 事　象　の　概　要 不適奮然遣 原　羅 是正雌麗

技術基準に適合し 単成2生年2月4日に発見された東北電力 糠燃輸送（株）よりこ （】．）原燃輸送（株） （1）漂然輸送　（株）から引渡される輸

ない輸送容羅での （株IL、1．響輸送容器の蓋ボルトの締付け不具合発 れまでのし騨輸送にお から引渡された輸送容 送春暴が，技術基準に適合した容羅であ

低レベル放射姓廃 生を受け，東黛電力（株〉福島第二原子力発電所 ける安全性の確認がな 著鼻が技術基準に適合し ることを示す記録を受領し，受領した寵
棄物（LL嚇の輸送 において，L群輸送容器の確認を実施した結果， された結果，「輸送容器 た容器であることを， 録により確認する旨を手順書に瞬記し
について 外運搬規則第九条第2項第二号の規定に基づく および収納物である 確認していなかった。 ます。なお，適合する技術基準は原子力

輸送物の技術基準として適期している第2項基 U．曜に鯨して悪影響を （2）輸送物製作後に 安全・保安醗への報皆のとおり，霧海は
（H21．3．9発生〉 準（蔦0規格の設計要件1である「一一．ヒ部隅金具の 与える箏銀の発生は無 おける点検手順（記録 「輸送容羅の．ヒ部隅金具上端と蓋北画

上部は，鶯ンテナ頂部から少なくとも6㎜突き い。」との粍断が下され の樫成含む）に輸送物 の6mm以上の差ヨの基準のない，外連
出ていなければならない。ゴを満黒していないも ており，この結果より、 の技術基準の点検項虞 搬規則第九条第ま項第二号の規定に基
グ）があることが判明しました。 楽率土5まこ二脈，まて3σ）　LL鐸 がなかった。 づく基準　（第1項基準）　とします切

これを受け，原燃輸送（株）が平成21隼3月 輸送において，一 A送容 （3）契約番において， （2）原燃輸送（株）から輸送容器に係

2鐸から9βにかけて輸送容器管理センターに 雛および収納物である 輸送容羅に臠する当袖 る技術基準を追記した「輸送容雛取扱説

て保管しているL辮輸送容舘について，欝0規格 L灘に悪影響を与える と原燃輸送（株）の責 明鑑」を受領し，峯駄における輸送物0）
要｛隼に含まれる　「輸送容雛0）一と部隅金具上端と ような事象は発盤して 任分損が明確でなかっ 製イ乍後における、点検に係る乎1順番に，技

盤上爵の論を測定した結果，大半のL膿輸送 いないと判擬し，不適 た。 術基準の点検（記録の作成を食む）に係
容器で「6謝1以上の差．1が確保されていないこと 合処置は実施せず騎懸 （4）原燃輸送（株〉 る項翔を明記します。

が判崩しました。LL膵輸送容巷議ま電力各社で共潮 採倒としました。 の轟質保証体制につい （3）L三一W輸送に関する重要’瞳を認識

しており，当難においては平成16年度以降の て、定期的な監査を実 させるため，輸送物製作作業鵡に実施し

LL轡輸送について「6㎜以上の麹は確認してお 施していなかった。 ている教育内容に技術基準等の項目を
らず，結果的に第2項基準に適合しない容暑諒を （5）当社及ぴ関係会 1豊力費し，定期的に1教袴を実施する憲を手

使期して輸送を行った可能性が高いため，不適 祉も含め輸送物の作成 願書に遣潤します。なお、今回事象につ
合として扱うこととしました。 及びL　LW輸送につい いて，嘉社及び関係会縫も食め当該事象

ての重要性の認識が希 の経緯及ぴ輸送物作成の重要性につい
薄であった。 ては周知済です。

（6）L　LW輸送に関 （4／契約書において，輸送容難に関す

する麺1要性を認識させ る漫社と原燃輸送（株）σ）責任分担をよ

るために実施している り詳細に明確化することを検討します。

教欝内容に，輸送物の （5）原燃輸送（株）の餓質保証体制が

技術基準等の項目がな 確立されていることを，窟期的な監査に

かった． より確認します。



一
H

性　名 事　象　の　概　婁 不適合処麗 漂　因 是正処置

（6）電事連大のマニュアルにおいて，

引渡し鯵の確認行為を明確にします。

（7）今回の事象について，社員に薄し

当該事象の経緯および輸送物作成の量

要性を周細します。

（81輸送（委託）の発柱元として，今

回の原燃輸送（株）の原漏究萌および再

発防熱策を確認し，再発防．1ヒが確実に行

われていることを確認します。

2号機　原子炉浄 平成2i年4月21β，2号機原子炉浄化系 劣化が確認されたバ バネ座金を長期間繰

化系自動騙離にっ の「フィルタ入口圧力高ゴ，「系統薙流量勘、「自 ネ座金とボノレト，　平鰹 り返し使用してきたこ

いて 動購離儒暑」警報が発報し，原子炉浄化系が翻 金髪新品に交換し，ポ とによりバネカが低下

動編離しました． ジショナーの連結棒を し，本来のボルト緩み

（H21．4．21発生） 現場調査の結果，フィルタ入舞圧力調簸弁（C 正規の状態に復旧しま 防塵機能が働かなかっ

V213－1〉0）ポジショナーの連結棒（弁露 した。（ネジ部には緩み たこ1とが原顯で，　当婁亥

度を検知しポジショナーへ顯度を伝達するも 止めを塗布）（4肩22 ボノレトσ）緩みカ｛発生し

の〉と駆動部のコントロールアームを接続する 田実施） 脱落に至ったものと推

ボルトが外れて脱落していることおよびボルト 復瞬後，調節弁（C 慰しました。

の緩み防一魚期に使用されているバネ鰹金が劣化

ｵて機能していないことを確認しました。

V2　i－3－　1）　σ）動作

ﾉ異常のない事をルー
検討中

なお，原子炉浄化系が自動隔離した原因は， プ試験により確認しま

C　V213一王のポジショナーの連結棒が外れ した。　（4月22β確

たことにより，ポジショナーが醐信号を出し続 認〉

けたため，当該弁が全謁し，フィルタ入口澱力 原子煙浄化系をイン

が高くなり虐動編離信号が発生したものです． サービス後の運転状態

に異常のない事を確認

しました。（4鍔23日
確認〉
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励紙一2
平成2荘無縫鵬根原子力発電漸の教欝譲練鍵績（保安教官）

島根原子力発電所の教宥欝畦　輿績　｛一平成21年度）　　その1　：運転　　以外対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛単位二人）

保　安　較　育　の　内　容（保安親達〕 婁旛時期
敵育醐

�瘰

人分類 申分類 小分類　　！項月） 内　客

濁孫法令および保安規定
ﾌ遊守に擬すること

種子炉等親簸撮…
原子静静規棚法に闘達する法令の機要

馳係法令および像安規定の遊穿に濁すること
�塔uライアンース）

大駈時に契施する教書
原子嫡施般の構造，憧艇
ﾉ翻すること

　般備概要一

ｶ要系統の機影

・原子横のしくみ・源子炉容器等主要機器の構造に醐すること・源子炉冷麺系統等盆要系統の機能・性能｝こ関するこ

ﾆ

入所時1原子力発電齎新規融
譜ﾃ）

3捜

非常の場合1こ講ずべき処置｝こ関するこ　と 葬常の癖合に講ずべ奮然灘の概要

腿係法令および腺安規定の逆寄に翻すること
　T，労　　金　　　規則および電　　　　　　　防比規

･の鰭係条項
原子炉施設の構造，性龍に馳すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

原子炉一散舷性廃棄物の廃棄設備およびその飽の設備の構造に閥　る㌔と

放鋭縁業務

]事諸教育

放射線管理に聞すること

・原子蝉，放紺性廃棄物の廃棄設備およびその紬の毅
高ﾌ取厳いの方法

@管理区域への立入りおよび邊垂の手麟

E外龍放射線による線量省愈宰および空銀中の放紺牲
ｨ質の濃度の監挽の方法・電離放射線が生体の細胞，紛織，器官および全身に

^える

蟹瑳区域内において核燃料物
ｿもしくは旋網済燃料または
ｱれらによって汚擾された物
�鞫|う業務に就かぜる時

36

核燃料物質および核燃料物質によって汚燕され
ｽ鋤の取換いに関すること

核燃料物質もしくは使用法燃料またはこれもによって
��ｳれた物の種類および性状ならびに運搬，鉾蔵，
p棄の作業の方法・順膵

非常の場合に簿ずべき処縫に賭すること 異常な事態が発生した場合における綜魚掛置の一方法

関係法令および保安規建
ﾉ濁すること

練子炉施設保安娩窟

保安規窟｛総則，品質保齪，俸制および騨翻，保安教
轣C聡録および報密に聴する規制の機翼）に関するこ

3年間で対象暫至貴が受講
O

罪子炉施設の運転に翻す
驍ｱと

運転管理

臨界管理に齢すること

^転上の留意事項に翻すること，瀬舞舞こ関すること

^転士の濯限に聞すること

ﾙ常時の帯澱に醒すること

3庫醐で対象唐全員が受講
9

保守管理 保守管理酷圃に臆すること 呂年間で舞象者全量が愛糞
46

　　その飽

@探徳教麿

k罵無腰嬬管理軟膏〕

放躰線管瑳に聞すること 放射纏管理

管理区域への出入り管理等，区裁管理に関すること

E線糞酸度等，被ばく管遅に閲すること

E外郎放射線に係る線量当量霜等の測定に関すること

E管理鼠城外への移動等物品移動の管理に撰†ること

ｦ力合歓等の放射線防護に聞すること

3年闘で鳶頭者金員が受講
7

救船緑樹定鋸の取扱い 3年凋で対象畜生鍛が受講 o

核燃料物質および核燃料

ｨ質によって汚染さ紅た

ｨの取捷いに締する二と

放射鑑廃棄鞠管運 厳封性癌体・液爆＝・安し体廃棄物の骨違幸こ翻すること 3年賜で紺集書全員が受臆
7

燃料管理

・燃料管理における臨界管理

E燃料の鞍壷、取替，運営および貯蔵に閉すること 3年間で対象者全鍛が受舞
G

典常の掛金に講ずべき処
bに関すること

騎災教育

緊急箏態応急対策簿，原子一力防災対策活動に関するこ
ﾆ〔アクシデントマネジメント対応を含む｝

3薙綱で対療暫童興が受露 α

合計 綿9

寸3



銀　安　教　春　の　内 容〔保安規定／
実施晴朗

教官讃

緖ﾒ数
人分類 中分類 小分類　　傾国〕 内　容

闘係法令および保安規定
ﾉ翻すること

一膝子炉施設保安親達
保安規建1総則，品質保証，体潮および評緬，保安教舞，記
^および報岩に囎寸“る規員llの概要孕に網することならびに関

W法令および保安規定の懸守に聞すること

3年間で薄余者全員が畳舞
@　　　　※2

7

原子蝉働理・臨界管理 3年間で舷象者全員が受講 6
※2

遼転繁翼i

退転管理H 3年醐で対象者全興が曼慧

@　　　※1※2
88

運転管理田

運転管理

巡蝦点検・定期的検査1

шﾏ点横・定期的検査昼
3年醐で対象薯全黄が受講
@　　　　※2

28

異常時無篤｛現場綴難対憲｝

舞常時対膳｛中央割御室内瞬膳｝ 6凹■年　※i※2
k9回／年　※3／

296

異常縛対岱（指揮，状況判断）

源子炉施設の運転に関す
ること

シミュレータ灘練1

〔蝋貫連携研謝
生囲■年 69

シミ轟レータ調練1

その地 1再研穆｝
！回／年 6

運転笥lr練反復教育

｛運転設蝿 シミ」レ一夕酬締盟
管理教育1

｛当直管理者醗修｝
3年驚で対象簿金異が受講 3

シミュレータ訓練斑

（B　T　C上線〕
3年間で対象嵩金員が受講 6

保守管理
操守管理計減に閥すること1

�守管理群瞬に囃すること虹
3年間で対象賓金員が受講
@　　　　※2

畦8

・管理区域への出入り管理等，区域管趨に閉すること

・鹸藍隈度等、被ばく管理に翻すること

外魏厳親線に係る線量窒糞率等の濁定に臆すること 3年間で鰐象看童舞が受講 26

放射線管理に縛すること 放対線管理
管理賦域外への移動等物品移動の管邸こ齎すること

・揚力金枝等の敵対線防瞳に髄すること

敏毅線測窟羅の醸般い 3年間で蛎象者全員が受講
@　　　　※2

［
o

放射性廃棄物管麗 厳封性露体・液体・気体廃棄物の管理に臠すること 3年駕で鍛談暫全興が受講

@　　　　※2 慧

核燃料物質および核燃料
物質によ。て滞湊された
物の取接いに関すること

燃料管翼
・燃料の臨界管理に隣すること

E燃料の撞査，取替。運織および貯蔵に醐すること
3年間で対象番全負が受講
@　　　　※2

47

非常の掛合に講ずべき廼置に臆すること 漿悪事慧搭愈対策等，原子力跡災対策活動に賭すること
Pアクシデントマネジメント対応を蕾む）

鼻学問で対象者全員が受講

@　　　　※2
6

1注1　※11 嶺数回／年受講する鵬合， 選入数｛人・國で示す． 合群 呂55

轟根原子力発電勝の教育劉練実績（平成21年度〉

※21当甕喪1ま1・2号機毎、ずれ唐、案施で1回と書『る。

※3二翻一興教育詠1練手蹟婁に基づく変更籔所

その2 運転畏対象

14

1単位一人）



別紙一3

平成21年度　島根原子力発電所技術教育訓練実績表

教　　育　　項　　9 対象審
教舞舞鮭練者数

@　（人1

晶質保護所内監査員σ）ための講習会 技徳系管理職 6

熱賛傑識！濤動に臠する教育 全所員 o

品質保証騰係構翌金 叢術系所員 o

品質保誰麗係
モラル教育 技術系庸愚 44

ヒューマンファクタ教育 技衛系拶潰 2（｝

電気事業法および鰻孫法令，鍾びに保安規程教育（コンプライアンス教育） 技術系拶潰 G

電気事業法　保安規程教簿 技術系所舞 3

高紐電気受電設備規程講習会 披講果断員 O　※3
運転基縫概修（茎／H） 発電課舞 呂

オペレータ養成珊修 発電課員 o

B　T　Cシミ北魂　初級茎唄研修コ一一ス 発電課員 2

運転管理関係
BTCシミ評魂　中級交瀧工繊／交流H 発電課員 o

BTCシミ油締　インストラクター砺修 該当者 上

BTCシミ翻伸　出張チーム評価 発電誤最 王　※工

運転管理教官 発電諜翼
i5

設備引継ぎに伴う設備教育 髭篭誤興 82

原子力研修センター（品質保証センター）技術教育 技衛系議員
627

iア）※2

作業安全教欝 披講系勝負 73

溶接箏業容検愛妓術数鳶 披講糸解員
一　一　㎝　一㎜　㎜　㎜Q2

防火教禽 披講系厭舞 8了　※1
保守管理関係

保金のポイントに擁する教霧 技徳頭勝輿 o

電気に関する施工管遷グ）教官 電舞振修諜興 37

原子力に醐する全般教育 技術系断員 o

操守管理講習会 技術系勝負 4

定期事業者穣黛教育 定朔事業齎検強要農 239

定検工事に係る放射線管理教育 放翁線作業従群渚 238

放射線臨癬節止に係る教育 R星取搬者 i3

放射線管理教育 放鋭縁作業従箏考 G

放射線管理闘係 緊急被ばく籔療教糞・議練
　総務鍛異｛全一一理誤一

@　9
放射線湖定装羅取扱譲練 安全管理課一員 o

化学分析装翼取扱譲練 安全管理繰員 o

放動線管理等に臠する講替会
　各線異一三企　　　誰　霜 一㎜　肌

m

燃料取替，燃料に関する教育 発電課員 1

緊急時瀞麟 全麟一員 o

地震時対応講練 全翫員 o

安全・燃料関係
携報連絡奪通輯調練 特男畦管理職 36

AM｛アクシデントマネージメント）シミ藷レータ教育 技術班員 G

燃料検変事鹸教育 技術課一興 4

安全解析および炉心惟三能解析に翻する教育 技術課興 G

β本原子力研究衙振遣教育 技術系所員 6

力量瞬係数湾 各螺業務主管教糞 技箭系駅員 25

合　　　群 1，600
惚靴　　　貼　　　「※1＝

※2二

※3二

実施回数

タ“恥プ数

今年度新規

』言ナ些こ｛ま食めなし、

ヰ5


