
島根原子力発電所2号機　第16回定期検査計顧

　酷根原子力発電所2号機（沸騰水型，定格電気出力82万キ環ワット）は，下
記のとおり平成22年3月i8ヨから第i6回定期検査を実施いたします。
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i．定期検査期間

　平成22年3月18日から平成22年8月中旬まで
　なお，発電停止期間は平成22隼3月18撮から平成22年7月中旬の予定

2．定期検査および定期事業者検査を実施する設備
（i）原子炉本体
（2）原子炉冷却系統設備
（3〉計測糊御系統設備
（4／燃料設備
（5）放射線管理設備
く6）廃棄設備
（7）猿子炉格納施設
（8）非常胴予備発電装置
（9）蒸気タービン

3．定期検壷中に実施する主な工事
（1）燃料取替工事

（2）綱御棒駆動機構取替工事
（3）　磁力領域…汁装取替ヨニ事

（4）逃がし安全弁取替工事

（5）制御棒取替工事
（6）耐震裕度向上工事
（7）原子炉薄徳環系配管抱修理工事

4．定期検査中に実施するトラブル事弼の水平展開

（！〉原子炉再循環系配管等の点検

（2）復水・給水系配管等の点検

（3）排ガス再結合暴金属触媒の取替

別　紙

刷紙一1
別紙一2

島根2畢機　第i6回定期検査工程表
定期検査内容について（2号機第！6回定期検査）

以　上
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錦

▽　発電停止

　　　　1
［二］　猿子炉圧力容認蓋取外し

　　　　1

　□　金燃料取出

　　　　　　翻倒棒，中性子検出露取替

　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　［二二コ原子炉妊力容器水抜き

　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　漂子炉罵稀準系配管勉修學工事
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査工程表

一7月

　　　　ロ

　　　　　　　ヨ

ロ　　　　　全燃料装荷

　　　　　　　一
［コ　　制御棒駆動機構機能試験（燃料装荷離）

　　　　　…止＿」一一

8月

　　　　　▽定格出力　　　▽

　　　　　□出力上昇　　毅
　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　1　　　負
　　　　▽発電開始　　　　荷
　　　　　　　　　　　　　姓
　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　能
　　　　▽試運転開始　　　　験
　　　　　　　　　　1　　　査

　　　　▽原子炉起動

　　　　　　　　　　1

口起動準備
　　　　　　　　　　1

　漂子炉厩力容器蓋取付け

　　　　　　　　　　｝

制御棒駆動機構機能試験（燃料装荷後）
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別紙一2

定期検査内容について
　　（2暑機第i6囲定期検査）

！．定期検査実施内容

（1）原子炉本体

　漂子炉圧力容器の蓋を瀾放し，炉内構造物および燃料の点検を行い，その健

全性を確認する。また，原子炉圧力容器の溶接部については，葬破壊検査およ

び漏えい検査を行い，その健全性を確認する。

（2）原子炉冷却系統設備

　葬常用炉心冷却装置を含む原子炉冷却系統設備の点検手入れを行うととも
に作動試験等の機能検査を行い，その健全性を確認する。また，醍管の溶接部

については，非破壊検萱および漏えい検査を行い，その健全惟を確認する。

（3）計測制御系統設備

　制御棒駆動装置および核謝瀾装置等の点検手入れを行うとともに作動試験
等の機能検壷を行い，その健全性を確認する。

（4）燃料設備

　燃料取扱装鐙および燃料プール冷却装置の点検手入れを行うとともに作動
試験の機籠検査を行い，その健全性を確認する。

（5）放射線管理設備

　放射線管理粥計測装置および換気設備の点検手入れを行うとともに作動試
験等の機能検査を行い，その健全性を確認する。

（6／廃棄設備

　廃棄物越理設備等の点検手入れを行うとともに作動試験等の機能検査を行
い，その健全性を確認する。

（7）　原一子炉格納施一設

　可燃性ガス濃度鰯御系および窒素ガス綱御装置等の点検手入れを行うとと
もに作動試験等の機龍検査および全体漏えレ嘩検査を行い，その健全性を確認
する、

（8〉非常用予備発電装置

　非常絹ディーゼル機関および発電機の点検手入れを行うとともに自動起動

試験等の機能検査を行い，その健全性を確認する。

（9）蒸気タービン

　タービン本体，復水器の点検手入れを行うとともに作動試験等の機能検査を

行い，その健全性を確認する。



2、定糊検査中に実施する主な工事

（i〉燃料取替工事

　　原子炉内の全燃料560体のうち，約130体を新燃料に取替える．

（2）翻倒棒駆動機構取替工事

　　糊御棒駆動機構137体のうち，19体を綱…設謙の予備品に取替える。※

（3）患力籏域計装取替工事

　　鵡方領域計装の検出器集合体3！体のうち，2体を隅一設計の検出器集合

　体に取替える。

（4）逃がし安全弁取替工事

　　逃がし安全弁i2台のうち，6台を飼一設計の予備贔に取替える。※

（5〉　綱御難取替二【事

　　　ボロンカーバイド粉末を制御材とする制御棒8本，またハフニウム棒を制

　御材とする鋼御棒4本について，各々嗣一タイプの糊御棒に取替える。

（6）謝震裕度向上工事

　　　漏震安全姓に耕する信頼性を一滴向上させるため，醒管等について支持構

　造物の補強を行う。

（7）原子炉薄徳環系配管他修理工事

　　応力腐食謝れに対する予防保全の観点から，A一原子炉再循環ポンプ入義

　配管およびB一原子炉再循環ポンプ患照配管について除染篇を削除すると

　　ともに，A一原子炉再循環ポンプ入口醗管について原子炉浄化系配管への分

　岐部を一体構造として溶接線を低減した醗管へ取替えを行う・なお・配管の

　取替えにより生じる新しい溶接継手部には，潜力腐食翻れの発生掬網として

　水冷溶接法による応力改善を行う．

※　定期検査作業を効率的に実施するため，プラント運転中に点検手入れ

　　を実施した同一設計の機器（予備最）と交換　〔入替点検3

3．定鰯事業煮検査の計磯

　　　別添一覧表のとおり。

4．定期検査中に実施するトラブル事例の水平展開

（1）原子頬再循環系配管等の点検

　　　原子炉再後礫系配管等溶接部の約20箇所について，点検を実施する。　
〔　　　平成2！・i1・i8原院第1号「発電月原子力設備における破壊を引き起こす

　　　き裂その他の欠陥の解釈について」に基づく検査 〕



（2）復水・給水系配管等の点検

　　復水・給水系配管等，約720管勝の配管肉厚測定を実施する。
　
「　　平成20弓2・22原院第4号「原子力発電工作物の保安のための点検，検査

　　等に関する電気事業法施行規則の規定の解釈（内規）の翻定について」に

　　基づく検査

（3）排ガス再結合罷金属触媒の取替

　　国内のBWRプラントにおいて，誹ガス処理系再結合盤の触媒性能低下に

　　よる起動時の水素濃度上昇事象が発生したことに鑑み，2畢機にも同種の

　　金羅触媒を使用していることから対策触媒に取替える。

以　上



溺添

定期事業者検査一一覧表

1検査区分〕

◎二経済産業省験査対象〔定粥検壷項目）の定襯事業者検査
O：原子力安全基盤機構穣査対象（定期穣変項匿）の定期事業者験鍛
一1上記以外の定槻事講者検査

疋期宇衆佃釈且　㍉北竜弾圧　　冊。興う屠1一土募ぬ快感ヴrにノ
要韻書番醤 検査名 検査項掴 検蛮甑分

s2－15一トH 芽瞠湧ディゼ醗電機，低圧騨心ス残係，低騰酌嫌，原子矩捕機冷却系騰搬査 機能・性能検査 一　◎
s2一輪畷月一2 難癖心がレ係デイーセ“醗電機高圧炉嚇プレ孫，高勝心スプレ備機冷部系機龍験査 機能・懐龍検査 一　　◎

s2－1トト2 自動減圧系機能験登 機能4穫能検査 ◎

S2弓6一レ3 欄御棒駆動水圧系磯雛験盗 機能・性能穣登 ゆ
S2一播一1－4 漂子頬格納容器漏えい率検査 漏えい験査 ◎

s2－1トト5 総合負荷豊能検査 総合性能検癒 ◎

s2貝香一H一日 クラス1機器僕癬期間中検量憐破圏 葬破譲検査 O
s2一工6－H一ト2 クラス機器供期期間中検査順えい） 漏えい検査 0
s2－i卜H曙 燃料集合体外窺験査 侭観験糞 o
S2縫6唄一3 燃料集合体競内配澱強盗 外観検査 ○
s2一総一慧纏 漂子炉停壷余箔検糞 特性検糞 O
s2一一i卜Hる クラス2機讐僕糟期間申検査 非破壊検壷

Rえい検賓
o

S2－1卜H喝 主蒸気滋がし安全弁・安全弁機能検壷 機能・性能検査 ○

s2－1卜砕マーi 童蒸銀逃がし安全弁・邊がし弁機能検査1特惟i｝ 特性検査 ○

s2－1卜R一丁一一2 主蒸氣逃がし安全弁・逃がし弁機能検査｛機能・堆糞謝 機能・性能検査 ○

s2－i5一膨8 孟蒸気叢がし安全弁分解検壷 分解検査 o
s2－1卜豆一9 一基蒸気隔離弁機能検蛮 機龍・聾龍検壷 o
s2一総一近情l　G 主蒸気羅離弁漏えい率検査 機能・性能検糞 ○

s脳卜江一1i－1 雰常擁デ肥セ博雅電機定格容量確認検盛儀系1 機能・性能検査 o
s2－1卜H－i　l－2 蕪常用ディゼ翫発電機定格容量確認検査倒幕） 機能・性能験萱 O
s2－16－H－u－3 鵜圧炉心スプレイ系デ仁ゼ醗電機定格容量確認検癒 機籠・性能換壷 o
s2－1色且一毘一1 豊麗電源乗機雛検査値一圭i薯v系） 機能・性能検査 o
s2－16一膨圭2－2 蔑流雪濠系機能検査蝕櫛￥系） 機能・性能検癒 o
s2一揚一玉一12－3 盤溌電離系擬態検査｛高圧炉心スプレ係｝ 機能・性麗検歪 0
S2－i卜虹一12畷 磯波電源系機能検査｛2鐙v系） 機鮨・性能検壷 一　〇
s2一賂一H弓3 原子炉隔離時冷舞系機影検査 機能・性龍検査 0
s2一断∬一2G 親御棒駆動機構分解検癒 分解検嚢 0
s2一圭群籍21 麟鱒棒駆動承建系スクラム弁分解検査 分解検盗 o
s2－i卜H－22－1 ほう酸水漉入系機能験嶽1機能・性能1 機能・性能検蛮 一　〇
s2－16一駈22－2 ほう酸水漉入系機能鹸査1特性1 特轍被益 o

s2－1卜難z3弓 安全煤雛系設定櫨確認検査骸設装1 　特性検査
|豊・性龍検査

0

s2－1卜π一23－2 安全｛泉護系一鍵乏定麟［確認検査〔ヲ・甜セス計謹鉛
特性強盗 O

s2一蜀一H－2を1

猿子炉撮護系インタ噸7ク機麓検盗1原子炉保護系論理鐡鶏，スクラム機籠および再編繋剥シブド翔プ論理回路，ト肺プ機醐

機能・牲擁鹸査 一　〇

s2一工6｛一2を2 原子癖保護系インター助ク磯罷検査1正系統低底波水系勉論理懸路｝ 機能・性能検壷 】　O
s2一賂一且一2争3 原子姫保護系インタ働ク機能検壷1葺系統低径濾水系地論理闘鋤 機能・性能鹸癒一 o
s2－1卜且一2争4 原子炉保護系インター巨フク磯龍検壷幅総娘心スブレ係飽論理圃鍬 機能・性麓験査 o
s2一！卜H－24る 原子炉保護痴ンター助ク機能検査繍動績圧系論理腰躍 機籠・性能検査 o
s2畦6畷一24略 銀子炉保護系イン外助ク機能験登1童蒸更薦離弁勉餓理腰踏1 機雛・盤能検蛮 o
s2畦§畷一24－7 療子節操護系インク動ク機能検鑑際子炉格納容羅踊離弁億論理回羅 機能・性能検査 一　〇
s胴6畷一24－8 厨子頬擦謹系イ汐魂卯機能検資1罪常網ガス鯉理系論理図踏1 機能・性能験査 一　〇
s2－1昼一H－24尋 原子嫡傑護集イ汐噌捗機能検査源子炉懸離時論節畢論理鵬賂｝ 機能・性能検査 一　〇
s2－1創豆一25 燃料鍛接装羅機能検蛮 機能・牲能毅糞 o
s2－1一卜豆一2菖 ブ9セスモニタ機能捜査 　特性験査

@能・姓臨検蛮
o

s2一醤蝦一2了 非常欝欝一ス処理系機能検沓 機能・性能検壷 ○

s2蝶6畷一28 罪常規力■ス簸理票7イ卵挫能横奪 機能・性能検蛮 o
S2－1昌明解2§ 中央鯛御室難常網徳雍桑機能検査 機能・挫能検査 o
s2一弼刻一30 中央親御塞非常潮循壕系フィ融性能検査 機能・性雛換登 o
s2彗6｛一31 気体廃棄物鍛理系機種験壷 機能・性能検査 o
s2ヨトH－32 原子炉格納容羅鶏離弁機能検蛮 機能・性能験査 o
s2－16畷一33－1 原子炉格納容器蹄離弁分解検壷（機械保鑑鎌分） 分解検蛮 ○

i．定購検査嬬間中に実施する定則事業者検査｛発電停止～総合負荷1朧能検査まで）



要穣轡番号 検査名 験登頂鐸 験登区分一

s胴5畷一3暑一3 漂子姫格納容蕪隔離弁分解検査（電気保修課分（離郷）） 分解検壷 o
s2一播畷一34 原子炉格納容蕪輿甕破壊弁機能検歪 機能・性能験査 o
s2－1昏遭一35 一原子炉犠納容盟冷部系1残留熱除去系1機能検壷 機龍・性能鹸壷 o
s2－15畷一3書 ；原子姫格納容暴冷麺系1残貿熱除去系1主要弁分解検資　． 分解検変 o
s2－16ヨー37 一可燃性ガス濃度制御系機能検査 機能・性能検査 O
s2鰭卜且一39 原子炉棟鼠密性能検査 機能・性能検査 o
S2－16－H一塁尋 葬常用デ女ギ浄発電機分解検壷 分解検査 o
s2－16－n－4！ 高圧螺心スプ縦系デわセ等発電機分解検査 分解検蓋 ○

S2－i卜H42弓 蒸気タゼン闘数検壷隣破壊検葡 開放検窟 Q
s2畦6－H越2－3 蒸気外ビン闘放検査親管肉厚測定｝ 葬破譲検癒 o
s2舷6畷一42－4 蒸気歩一ゼ糊放検套1総立1 醗放穣変 o
s2一播裾畷3－2 蒸無ターゼン性能検糞1保安装】罎1 総合性鮨検壷 o
s2－1卜鐵一2 喪蒸気駆離弁分解検査 分解検堂 ㎜

s2－1卜鐵一3 タぞン八一姻ス弁機能検査 機能・性能検査 ㎜

S2－1卜難唱 原子姫給水車しンプ分解検査 分解換盗 ｝

S2－16一巫彗2 流体状の放躯儀廃棄物の漏えいの検鐵装騰及び警報装巌機能検蛮 　特性横嶽
@能・煙能検査 『

s2一蜀一麗一14 給水撫熱器弱放換壷 調教験査 一

s2穫§一皿45－1 安全保護系保嚢鹸患要素性能｛校註1検査1該計蕪1 特性検査 ㎜

s2－i卜無一1卜2 安全保護系保叢験出要素憧能（校正1検奮（漂子炉プ耽ス計装1 特聖搬査 ｝

鑓一総一姐一｝5－4 安全爆護系保護検出要素性能1校皿｝検蛮｛原子炉給水流量覇御装置彪｝ 特性検壷 一

S漏6一組帯15 鋼御捧駆動機構機能検癒 機能・性能検蛮 皿

s2－1卜籔一1召 差要溝簿系機能検査源子炉再婚環漉盤繕御装鐙｝ 機能・性能検査 ｝

s2－16一盟一！了一2 主要購御楽機能検査1電気澁狂式麟御装置〕 機龍・性能検奮 皿

S2ヨ昌一盤彗㍗3 主要鮒御頭機能検癒源子頬給水流量翻倒装置｝ 　特性検査
@能・性能験登 ㎜

s窯弓。一斑一躍2 監視機能健全性確認検査1格納容鵜ガス濃度｝ 特軸簾壷 一

S2一爲一通一矯一3 監視機能健全憔薤露験登｛プ冒セス放欝纏モニタ1 　特性鹸葦
@龍・姓誌検査 皿

s㍗16一粗d84 籤親機能健全性確認験査｛核計装｝ 　特性検壷
@能・性能換登 ㎜

s2－1卜爆績8－5 盛観機能健全性確認検査源平炉再婚環劇ンプ駕電動機不足電圧継電器1 　特性検査
@能・惟能検癒 一

s2－15一巫一路一6 監窺機能健全性確認険癒1原子燐プロ畝欝装｝ 　特性験壷
@麓・性能検嚢 『

s2－1卜取一圭8唱 監鏡機龍健全性確露検査糊御鯵位置指示1 機能・惟能検査 一

s2－i6一狐一圭8－9 監短機能健全性確一認強盗1裏蒸舞隔離弁畷｝ 特性横査 ㎜

s2－l　s一班畦8弓。 監視機能健全性確認験変1主蒸無比め弁醗｝ 特蟻検査 ｛

s2穫卜照一1名月1 髄挽機能健金性確認検査偽ア放鮒線モニ烈原子炉建物）1 　特性強豪
@能・性能検査 一

s2一露畷卜l　s一驚 監槻機能健金性確認検査1エサア放射纏モニタ汐一ヒ“ン建物” 　特強穣変
@能・難能検査

一　一

s2－1肝斑一i8一圭3 監視機青鷺健全穫確認鹸資1工蓼ア放射線モニタ1廃棄物熱理建物l　l 　特惟検壷
@能・性能検壷 『

s2－1卜盤一20 窒講換気系機能換変 機能・性龍検壷 ｛

s2－l　G一燈一2i 漂子炉格納容器儀刀擬懸車検癒 非破壊検壷 皿

s24昏一El－2卜2 原子炉再徳環系設備験盗1機能・性能1 機擁・性能検蛮 一

s2－1卜瓢一問一1 原子癖浄化系設儲穀盗｛外観1 外観検査｛耐震） 皿

s2－i昌一狙一2呂一2 原子姫浄化系設鏡検壷1機能・盤能｝ 機能・性能検査 『

s2彗5一颯一2腕 原子炉補機冷麺系ガンブ検蛮1海水劇ンプ1 分解鹸壷 『

S2づト珊一3胴 銀子姫補機冷劫叢容器検癒 馨放険壷 』

S2－1§一紙一3同 原子炉櫨機冶輝系設備検査（外観，療子炉｝ 外観験糞鮒震〉 一

s2擁6一選一3ト3 原子炉補機冷却系殺縢検嚢｛外観，汽棚 外罐検糞鮒震） 一

s㍗圭6一麗一32一圭 源子蝉隔離時冷節糸設備験変1外観） 外観検査（耐震） 一皿

s2一賂遭1－32－3 原子炉賭離晦冷舞系設備鏡糞鱒性1 特性験糞 ㎜

s㍗1卜HE－33鰭 残留熱除喪系設備検謹 外観検査｛耐震） 一閲　『

S2一博一震唱8縫 給優水系設備検盗1外翻 外観検盗｛耐震） 閥　一

S2一賂一短一3呂一2 給・後水系設備験壷｛機能・性能） 機能・性能検査 『

s2一節一撮一33唱 絶後水系設備検査階性1 特魅検癒 m　『

s琶一路一厘一3鼻一1 原子姫冷却系統設備検嚢 外観検査鰍震） 皿

s2一毘一斑一42－1 翻倒棒駆動水圧系設礒検査｛外競〕 外観検蓋（耐震〉 　

s2一騰覗一45 核計淵叢無機能検蛮 　特性換歪
@龍・性能検糞

一　『



要領聾番号 極貧名 検査項目 検査区分
S2－1駆血一45 遠鰯停正系機能検套 機能・性能検癒 一

s2－1卜狙47 選択鯛騨棒挿入機能検査 機能・性能検沓 皿

s2一絡一廻畷8 原子姫再編環卸ンプ可変周披数電源装罎横査 機能・性能鹸査 ㎜

s2一玉笹堪鴫3－1 典常搦ガス処理系設備検盗1外観） 外観験査働震） 『

s2－16一班一総一2 非常尾ガス処理系設備検壷磯饒姓醐 機麓・盤龍検蓋 ｝

s2－1卜猿橋卜1 中央制観童空調藻気乗設欝検蛮 外観験査｛耐震） ｝
s2－1昼一穣一57一一2 気体廃棄物嬢理系容讐検査1廃棄物処理建麹｝ 翻放検査 皿

s2一捕一撮曝別 気鉢廃棄物無理系設備検査（外観，外ビン建物｝ 外観検糞（耐震） ｝

s胴昏一塁る8－2 無体廃棄物処理系設備検査｛機能・性能，外ビン建物1 機能・性能検査 『
s2－i5一斑一58－3 無体廃棄物然理系設蜷検査｛琳観，廃棄物遡理建物） 外観検萱（耐震） 一
S2－1各一無一61－1 液体廃棄物処理系設備検奮｛外観。原子炉建物 外観検蛮（耐震〉 皿

s2擁6－m一鎖一2 液体廃棄物処理系設備検壷｛機能・性能、原子炉建物） 機能・性能検査 ㎜

s2一玉卜懸絶3－i 弱体廃棄物越建系設備検査優ピン建物1 外観検査〔耐震） 『

S2－i卜麗一67 原子痩格納容器輿窪破壊弁検査 分解検査 皿

s2磁6一斑喝8－1 一非常矯予備電源叢濃検盗1非常規デ虐ゼ身設備，外観｝ 外観検壷 ㎜

s2一鳩一筋鴫8－2 俳常滞予備電源装置検癒（非常屠デ御重沸設備，機能・性繊 機雛・性能検資 ｝

s2一｝駐一垂略号紹 募常絹予備電源装鍛検査隔圧燐畝フ■レ係ディ運搬擁，外翻 外競検査（耐震） 』

s2－1卜孤一68－4 非常用予鶴電源装澱検査傷紐炉心スプレ係デイゼル般騰，機能性働 機能・性能験謹 『

s2－1卜m一一68碍 鼻常胴予購電麟鞭検鷹幅圧炉心がレ係ディゼ澱構鋪機海水系，外観，分鰯 外観験奮（耐震） ｝

s2一掃一m略8一マ 罪常規予億電源装鍛鹸査1蕩駈炉心スフ‘レイ系デ和セ轟設備捕機冷麺水系，外観，分解1 外観検査樹震） 』

s2－i　G一廻略8一§ 発電矯予備電源装置検癒｛特性） 特性験資 ｝

s2－16一無碍9－i 無停電電源襲爵毅簾検査繕十駿絹無停電交液電源装置） 機能・性能険査 皿

s2－1艶麗一59－2 無停電電源装置設備検査｛原子炉保護系交流電源襲爵｝ 外雛検薮（耐震）

@能・機能検査 皿

s2－1卜撮一69－3 無停電電撮装鐵設備検嚢（源平炉中性子欝装屠蓄電櫓・充電鋸｝ 機能・性能検査 皿

s2弓巷一猛一マ斜 蒸気タぞン設備検壷1外翻 外観（癬震） ｝

s2－i6一皿一箱一2 蒸気タぜン設備検査酸性，機能性鯉 　特性検変
@能・性能検査 一

S2－1能無一萄イ グランド蒸餅復水懸験登欄放1 醐放検鍛 ｝

s2緑樹斑40－8一 グラ濯蒸舞復水器検癒｛外鋤 外鏡換査1耐震） 皿

s2－i5一狐一照一i3 蒸銭外ピン鮒騰設備機能検査 機龍・性能検蛮一 皿

S別卜田一了4－1 安全弁横査源子炉建物） 機能・性能嬢査 一

s2－1卜聾一丁5曙一 遊鵡弁検資1タービン建物 分解検責 『

s2臓卜麗46畦 墨要弁検査源平炉建物） 分解検査 皿

s2－1卜張一丁鰍1 主要弁駁登鯛齢捌 機能・性能検蛮 『

s2一田一鐵一マ7穫 クラ狢機羅僕罵縣簡単検査1原子煙建物1 霧破壊検壷
¥えい検査

一一

s2擁6一癬一マ了一2 クラ蔦機羅供矯期濁中検嚢〔外ピン建物1 非破壊検査 ｝

S2－i卜無一7附 電励機検糞｛織子矩再循環ガンプ馬電動樹 機能・性能験変 皿

s2一浦一皿一マ8魂 電動機験登腹承弄種本署ンプ矯電動機 機能・性能検査 皿

S胴6一皿一78略 電動機検壷難動機駆動原子姫給水毒－万胴電動濁 機能・性能検変 ｝

s2－1卜皿イ8－2琶 電動機検糞1ドライウ動機響ドレンサンフ慷’ンプ駕電動樹 機能・性雛検糞 皿

S㍗16一皿イ8－3了 電動機検査告ピン建物鞭水器憲機器ド蹄ンフ冨が用電動濁 機籠・盤能検盗 一　　一　『

s2－15頒1一了8畷8 電動機鹸査笹ピン建物送風機罵電動機1 機籠・幾能検査 『

S2－1卜籔イ8略0 電動機検査｛懸子炉嫌送風機駕電動機1 機能・滋能換査 一

s2－i6一餌イ鍋琶 電動機検糞｛廃棄物廼禦建物送風機矯電動機｝ 機龍・性能検萱 ㎜

s2－i卜麗イ3喝3 電動機換壷焼藥物処理建物欝鼠磯鶏電動機1 機龍・性能検壷 ｝

s2－1卜置イ9 構造健全牲検套 外観検査纐撒〉 皿

s2一圭5畷一8曾一2 耐震健全腔検査1ケヴ躰レイ・動力盤侮｝ 外観検壷（耐震） 皿

s脳§一驚一89－3 耐震健全性検査1離羅妙ク地） 外観検変（耐働 ㎜

s2一臥難一52 配管肉潭検査 雰破壊検蛮 『

s2娃6一簸一呂5 潮御梅擬値ミニマイザ機能検癒 機能・性龍検窟 ｝

経済産業省検嚢短象（建鰯鹸登項目1の定離事業者検室数 δ　件

織子力安全基盤機構検査薙象（定期検査項目）の定潮事業者検査数 56　件
土記以外の定期事業者換奮数 g　q　件

建期事業者検査総数 152　件



要領書書髯 検変名 験査項目 検査薩分

S2－16C一振一l　O－1 液体廃棄物難理系機能横奪（配球ドレン濃縮羅｝ 機能・性能摸査 皿

s2－16c一獲40－2 液体廃棄物処理系機能験套｛餅獣ドレン濃縮雛） 機能・性能横奪 一

s2q5c一皿40－3 液体廃棄物処理系機能験登（化学廃液濃縮器） 機能・性能検変 一

S2－16ひ狐40－4 液体廃棄物処理系機能験蓋（ランドll率レン濃縮劉 機能・性能検査 ㎜

s2－16c一皿一184 監視機能健全性確認検盗｛燃料ブ沸水位，漉豊1
特　　輪

㎜

s2－16c一斑一18ワ 監視機能健全性確認検萱｛サンプおよび貯蔵タンク水位1 特性　査
『

S2－15C畷1d9 原子嫡建物天井クレラ機能検査 機能・魅態検資 一

s2－16c一類略9一！ 原子癖冷却系統設備検査（先行分） 外観検査（耐震） 一

s2－16c一組一49－i 燃料取扱装麗検査｛機能・性能｝ 機能・性能検査 『

S2－15一肝斑纏9－2 燃料敬譲装騰検糞｛外観1 外観検変（耐震） ㎜

S2畷6ひ斑晶51－i 燃料プ斗冷麺系設備検査〔外観） 外観検資樹震） ㎜

S2－16ひ瓢一51－2 燃料プ鴫冷却系設備検変機能性能1 機能・性龍検査 一

S2一総C一斑一5i－3 燃料プ鴫冷却系容器検資 非破壊検奮 一

s2一欝ε一里一§G畦 液体廃棄物処理系容器検壷1廃棄物無理建物，濃縮器1 瞬放鹸奮 ｝

S2縫6ひ選一§0－2 液体廃棄物処理系容器検歪〔廃棄物燧理建物，ランドかドレン設備） 囎放検変 ｛

s2畦6ひ獲鴫1－5 液体廃棄物娘理系設備検査｛外観，原子姫建物、先行分｝ 外観検変（薦叢） 一

S2－16C一無一61略 液体廃棄物無理系設藷検査1機能・性能，原子姫建物，先行分1 機能・性能検蛮 一

S2－15C一無暗14 液鉢廃棄物懸理系設備検査1外観，タぜン建物，先行分1 外観検査（耐震〉 一

s2－15ひ狐遍1略 液体廃棄物然理系設臆検鐙（機畿・性能，外ビン建物，先行分｝ 機能・難能検査 一

S2－15ひ狙一61尋 液体廃棄物熟理系設儲検査（廃棄物処理建物．先行分1 外観験変（耐震） 一

S2纏6ひ紅絹1－i君 液体廃棄物処理系設備検盗醗粟物処理建物，ポンプ1

　
　
（
耐
震
）
轟

一

s2－16c一班一61一圭1 液体溌棄物処理系設備検変（廃棄物処理建物，タンク） 外観検査（耐震｝ 一

S駐一16C一斑一61－12 液体廃棄物処禦系設備検甕〔廃棄物廼鯉建物，濃縮鰐） 外観検資（耐震｝ ㎜

S2一絡C一斑一61一圭3 液体廃棄物廼理系設備検査幌棄物処理建物，ランド彗・トルソ設備1 機能・性能検盗 皿

s2一総。一磁一63－2 儘体廃舞物越理系設備検資｛廃棄物処理建物，ホ㌧プ1 外観検査（耐震） ㎜

S246奪一垂一63－3 購体廃棄物処理系設備検資1廃棄物処理建物，タ甥 外観鹸賓（醗鰻） 皿

s2－1δひ垂一難 補助濁イラー闘放検査 舗放検査 皿

s2－16c一筋一72 補助本旨ラー負荷験資 機能・性能検査 ㎝

S2q6C一狐イ3－1 補助本“イラr設嫡検蓋1機能・性創匿｝
・
　
　
　
査
ア
い 一

S2－16C一亜門マ3－3 補助ボイラー設備検査1調節弁1 漏えい簾査 一

S2一欝C－Hトマ4－3 安全弁検変1廃棄物処理建物1 機能・性能検盗 皿

S2－16C一班一7卜3 逆止弁検変｛廃棄物処理建物｝ 分解検盗 一

S2－16C平紐一78－3曾 電動機換査1原子炉建物機聡ドレンサンプポンプ鰐電動糊 機能・性能検査 一

s2彗6ひ更確8－33 電動機検査1儀罷炉心スプレ揮ンプ室床ドレン勢プホ㌧プ罵電動機） 機能・性能検査 ｝

S2一露C一翼イ8－35 電動機験査（趨E旺炉疋｝スフ噌レイ志サンフ¶室床ドレンサンフ四ホ甲ンプ月雪電動機） 機能・性能検査 一

s2彗6c一撮一丁8－39 電動機検盗1外ビン建物逆流水ホ㌧プ窪旅ドレン切フ竃ンプ期電動機1 機能・性龍検壷 一

s2縫6c一服唱6 葬常馬娘心冷節系ぎンプ健全性確認検査｛運転中定期事業者検糞1 機麓・性能検蛮 ｝

2，運転中に実施する定期事業者検蛮（総合負荷性能検査終了後～次回定期検査開脚まで）

経済産業省検盗鱈象（定湖検蓋項目）の定期事業者検変数 一　件

原子力安全基盤機構検套対象（定期検査項菱…）の建擬事業者鹸査数 一　偉

土龍以外の定期事業者検査数 37　蝉
定期事業毒検蓋総数 3γ　件


