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平成１５年度下期「柏崎刈羽品質監査部」の活動状況報告について 
 

１．業務品質監査（平成１５年１０月～平成１６年３月監査実施分） 
監査結果 

件名 監査実施日 
監査概要 指摘・要望事項 

是正処置計画 
【完了日，完了予定日（3/31現在）】 

【保安規定遵守】 

「原子炉格納容

器漏えい率検査」

実施状況監査 

・ １号機 

・ ３号機 

・ ５号機 

・ ７号機 

H15.11.04～ 
H16.1.30 

H16.2.04～3.03 
H16.2.24～3.24 
H15.12.1～12.25 
（1号機はＰＬＲ

配管修理工事に

よる L/T 作業中

断あり、７号機に

ついては２回目） 

 １５年度上期での３発電所でのＰＣＶＬ／Ｔ監査結果の分析から、監

査の重点実施項目（文書管理、情報の周知徹底の仕組み及び実施状況並

びに教育の実施状況）として監査要領書に反映し、監査目的も品質マネ

ジメントが有効に機能しているかを確認することに変更した。 

 ７号機ではプロジェクト体制での実施は終了し、通常の検査対瀬での

実施であったが、当発電所でのＰＣＶＬ／Ｔが全て終了していないこと

から監査要領書の該当する部分をﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟして監査を実施した。 

１５年度下期に実施されたＰＣＶＬ／Ｔに関しては、いずれも品質マ

ネジメントが有効に機能していると判断されたが、さらに改善を要する

点が見受けられたので、右に示す指摘、要望を行った。 

＜指摘事項＞ 
１号機①工具等現場管理の改善について 

   ②不適合事象原因追及と管理改善について 

５号機①記録の識別及び使用様式についての認識の不足 

   ②自発電所外の情報入手と分析の不足 

＜要望事項＞ 

１号機①日誌の有効活用について 

５号機①高所架台への落下防止設備の追設 

 

３号機、７号機は指摘、要望ともなし。 

 
１号機での指摘要望事項については、是正

計画が提出され、その内容について的確であ

るか等の検討及び被監査部門との調整を実

施中。 

５号機については監査報告書作成中のた

め、被監査側への正式通知は未。 
 
これらの是正活動状況は続く２号機ＰＣ

ＶＬ／Ｔにおいても確認する。 
「総合負荷性能

検査」実施状況監

査 

・  ７号機 

H16.2.09～2.18  ７号機での総合負荷性能検査の実施状況に対して監査を行った。この

監査では技術部技術Ｇの日常業務監査も兼ねて実施した。 

＜要望事項＞ 
① 文書管理における改訂管理の徹底について 
② 文書管理における変更管理の徹底について 
③ 検査開始連絡体制の充実について 
④ 検査データの記録要領の徹底について 
⑤ 採取データの確実な評価の実施について 

是正計画提出未 

【原子炉起動前】 

・ １号機 

・ ３号機 

 
H16.3.13～ 
H16.3.24～ 

 

 起動前及び起動時確認業務に対し、品質保証活動の実施状況を確認す

る事を目的に監査を実施中。５号機について監査実施計画を検討中。 

 
現状、起動前起動中確認業務に問題は確認できていない。 ― 

【新設計・新工法の

導入】 

雑固体焼却炉設備 

 
H16.3.04～3.22 
（環境施設Ｇ分） 

 本工事はＨ１７年度竣工の長期間にわたる作業であるため監査対象を

工事進捗に合わせて選定することとし、１５年度下期については環境施

設Ｇの業務を対象に監査を実施した。 

 
 報告書作成中 ― 

シュラウド修理 H15.4.18～ 
    H16.1.12 

 修理工事については、新技術・新施行方法が採用された重要な工事で

あるため、修理方法の検討、決定から修理工事施工、修理結果の確認ま

での的確な品質保証活動の確認と工事の透明性が確保されていることの

確認を目的として監査を行った。 

 
１５年度下期実施分については指摘・要望ともなし 

― 

【日常業務監査】 

広報部企画広報Ｇ 
新潟事務所Ｇ 

 報道Ｇ 
 行政Ｇ 
 地域共生第一Ｇ 
 
 
 地域共生第二Ｇ 
 地域共生第三Ｇ 
 地域共生第四Ｇ 
 ｻｰﾋﾞｽﾎｰﾙＧ 
保修部計測制御Ｇ 
デジタル制御技術Ｇ 

第一保全部タービンＧ  

 
H15.10.21 
H15.10.16 
H15.11.21 
H15.11.27 
H15.12.09 
 
 
H15.12.18 
H16.1.29～2.06 
H16.1.27 
H16.2.25～3.16 
H15.12.5～12.17 
H15.12.18 
H16.3.24～ 

日常的に実施される業務プロセスの遂行状況について監査を行った。 
文書管理、業務計画、イベント業務、広報担当者研修等の業務実施状況 
企画業務、業務の認識、文書管理、業務分担等の業務実施状況 
現場公開、業務進捗管理、教育訓練、報道記事の確認等の業務実施状況 
自治体への情報提供及び問い合わせ対応、情報共有等の業務実施状況 
業務計画、文書管理、イベント、各団体への説明等の業務実施状況 
 
 
業務計画、業務分担、環境共生公園業務等の業務実施状況 
教育界へのアプローチ、各種推進団体への説明等の業務実施状況 
「き・な・せ」運営管理、文書管理、情報収集と管理等の業務実施状況 
見学者対応、ｻｰﾋﾞｽﾎｰﾙ運営、お客様理解活動等の業務実施状況 
定検時成績書作成、要望懸案事項の対処、不適合処理等の業務実施状況 
４，７号機定検工事関連業務、請負企業との打合わせ等の業務実施状況 
監査実施中 

 
＜要望事項＞広報担当者研修の計画的な実施・管理について 
指摘・要望ともなし 
指摘・要望ともなし 
指摘・要望ともなし 
＜要望事項＞・組織改編に伴う業務計画の再設定と業務実施状況の確

認・評価について 
      ・記録の管理方法の明確化について  
＜要望事項＞業務計画の日常管理項目の確認・評価について 
＜要望事項＞ＧＭの責任と権限の明確化について 
＜要望事項＞記録の管理方法の明確化について 
＜要望事項＞地元のお客様に対する理解度調査の実施について 
指摘・要望ともなし 
指摘・要望ともなし 
― 

 
H16.1.16に是正処置完了を確認 
― 
― 
― 
H16.2.23に是正計画を受領 
 
H16.2.23に是正計画を受領 
H16.2.12に是正処置完了を確認 
計画提出未 
H16.3.4に是正計画を受領 
計画提出未 
― 
― 
― 

原子力品質監査部 柏崎刈羽品質監査部 
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総務部総務Ｇ 
防護管理Ｇ 
 
土木Ｇ 
 
 
 
 
労務人事Ｇ 

発電部発電Ｇ 
 
 

ユニット管理 1,3,4Ｇ 
 ユニット管理 6,7Ｇ 
 運転支援Ｇ 
技術部技術Ｇ 
 燃料技術Ｇ 
 
 放射線管理Ｇ 

H15.10.21 
H15.10.23 
 
H16.3.11 
 
 
 
 
H16.3.24～3.26 
H16.2.26～3.11 
 
 
H15.11.20 
H15.12.17 
― 
H16.2.09～2.18 
H16.1.16～1.28 
 
H16.1.29 

非常災害対策、規定等受付審査管理、教育・訓練等の業務実施状況 
訓練、巡視、監視、防護設備の整備、点検等の業務実施状況 
 
土木関係設備保守管理（点検計画、実績、請負、立合等）廃棄物処理、

不適合管理、工事の計画、実施等の業務実施状況 
 
 
 
報告書作成中 
燃料交換管理、燃料交換機運転委託業務、文書管理、ヒヤリハット事例

収集、教育訓練、業務計画等の業務実施状況 
 
地元企業への発注、機能検査対応、業務計画、教育等の業務実施状況 
７号官庁立会検査、起動前起動時点検業務、地元発注等の業務実施状況 
実施時期検討中 
７号機総合負荷性能検査と兼ねて実施。不適合処理、文書管理等 
燃料取替実施計画、炉内配置検査、７号機定検起動時の炉心管理、不適

合処理、業務分担等の業務実施状況 
管理区域設定解除管理、物品搬出管理、不適合処理、計測器校正管理、

ランドリー業務等の業務実施状況 

＜要望事項＞非常災害対策の各班業務の明確化 
＜指摘事項＞特定核燃料物質の防護に関する教育訓練の未実施 
＜要望事項＞緊急時を想定した訓練の計画的な実施について 
＜指摘事項＞・点検立ち合いに伴う立合日の記録化について 
      ・工事立合監理に対する結果の記録化について 
＜要望事項＞・力量の明確化について 
     ・点検頻度も見直しに対する技術的根拠・意志決定の明確化について  
     ・請負工事における産業廃棄物処理数量把握の明確化について  
― 
＜指摘事項＞・業務目標に対する達成度合いと評価の的確な実施 
      ・研修計画承認の確実な実施について 
＜要望事項＞炉心／使用済燃料マップの位置付けの明確化について 
指摘・要望ともなし 
指摘・要望ともなし 
― 
総合負荷性能検査監査と同 
＜要望事項＞・業務分担表の適正管理について 

   ・燃料技術Ｇのプラント起動時対応体制の明確化 
＜指摘事項＞・管理区域からの物品搬出申請における主管Ｇの未確認

搬出 
      ・物品搬出申請書の放射線管理Ｇ確認不測 
＜要望事項＞・Ｇ内教育の実施と記録の作成 
      ・不適合報告書の完了処理における的確・迅速な実施 

H15.12.3に是正計画を受領 
H15.12.2に是正処置完了を確認 
H15.11.25に是正計画を受領 
計画提出未 
計画提出未 
計画提出未 
計画提出未 
計画提出未 
― 
計画提出未 
計画提出未 
計画提出未 
― 
― 
― 
― 
H16.3.30に是正計画を受領 
H16.3.30に是正計画を受領 
H16.3.30に是正計画を受領 
 
H16.3.30に是正計画を受領 
H16.3.30に是正計画を受領 
H16.3.30に是正計画を受領 

 
２．不適合処理状況監査 
（１） 不適合管理委員会処理件数：２，５５９件（平成１５年度下期分で、Ａｓ～Ｄの区分処理された件数）  

注：処理したもののうち、法令・協定に基づく報告事象等に相当するもの（グルードＡｓ）や保安規定に関わる事象等に相当するもの（グレードＡ）と発電所側で判断したものは、各々、７件、１７件である。 
（２）不適合処理状況監査 

監査結果 監査実施 
処理期間 監査実施日 

監査概要 指摘・要望事項 
是正処置計画 

【完了日，完了予定日（3/31現在）】 

H15.10.27 １．３号機ＴＩＰ案内管ＲＰＶペデスタル内部損傷の件 
 

指摘・要望ともなし。 
― 

H15.11.18～11.26 ２．４号機「H11-P701」炉心下部格子板差圧／ジェットポンプ総流量記

録計(B21-DP/FR-632)電源ＯＦＦ状態発見の件 
＜要望事項＞ 
 チャート紙交換実施記録計の識別について 計画提出未 

H15.12.16 ３．保安規定１２３条に関わる記録の損失と汚損について  指摘・要望ともなし。 － 
H16.2.06～2.09 ４．通報連絡要領に基づく総括責任者及び連絡責任者等の変更の未連絡

について 
＜指摘事項＞ 
 通報連絡要領に基づく連絡責任者の代務者に関する役割の明確化

について 
計画提出未 

平成１５年度 
下半期 

H16.3.18 ５．３号機監視機能健全性検査（エリアモニタ）ＣＤ項目検査時の不適

合 
報告書作成中 

－ 

 
３．発注先品質監査について 
  ＧＮＦ－Ｊの品質保証活動実績等について福島第一品質監査部が幹事となり、本店及び３店所合同監査を実施（平成１６年２月１６,１７） 
  協力企業の構内事務所に対して業務の多層構造に関して臨時監査を実施（平成１５年１１月２５日から１２月１７日）  構内協力企業７社に対して定期発注先監査を実施 

以  上 


