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12/21　・26　映画鑑賞会開催
《入場無料》くわしくは中面をご覧ください。

土 木
●発電所ニュース ●エネルギーのそれ、なんで？ ●発電所の一員として 
●柏崎エネルギーホールのタンゴ・ライブ ●柏崎エネルギーホールのポピュラー音楽コンサート 
●収穫祭の開催について ●発電所DATA



10月31日（木） 11月6日（水） 柏崎市： 赤坂町、軽井川、向陽町、寿町、新赤坂、新道、長峰町、藤橋、堀、緑町、ゆりが丘、若葉町
11月7日（木） 11月13日（水） 柏崎市： 上輪、上輪新田、畔屋、青海川、大清水、大平、笠島、上田尻、鯨波、小杉、下田尻、高畔、
   谷根、東の輪町、中田、平井、藤井、吉尾、米山町、蕨野
11月14日（木） 11月20日（水） 柏崎市： 飯塚、五十土、市野新田、芋川、大河内新田、大広田、女谷、折居、貝渕、木沢、旧広田、黒滝、
   久米、小黒須、小島、佐水、清水谷、下大新田、上条、曽地、曽地新田、田屋、東条、成沢、
   西長鳥、南下、野田、花田、東長鳥、古町、細越、水上、宮川新田、宮之窪、安田、矢田、山口、
   山澗、吉井、吉井黒川、与三

1

■11月の訪問予定
開始 終了 ご訪問エリア（五十音順）

※天候等により、訪問日が変更になる場合がございますことを予めご了承ください。

　9月20日、柏崎刈羽原子力発電所において、柏崎
市消防署と合同消防訓練を行いました。
　今回の訓練では約80名が参加し、原子炉建屋
内の消火・排煙、負傷者救出、屋外における消火など
の訓練を実施し、柏崎市消防署との連携を確認し
ました。
　当発電所では、引き続き原子力施設
における消防活動訓練を行い、当社
自衛消防隊の技術・技能の向上を
図ってまいります。

柏崎市消防署との合同訓練を行いました

　当社では、８月28日から11月20日までの間、一人でも多くの地域の皆さまにお会いし、原子力発電所に関するご意見等
を伺うため、柏崎市・刈羽村にお住まいの皆さまのお宅へ訪問させていただいています。

柏崎市・刈羽村にお住まいの皆さまへ

火災の状況を確認

左：火災が発生している部屋の煙を
　 排出するための準備
右：高所放水車、はしご車による
　 高所（約20ｍ）からの放水
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今年度、柏崎刈羽原子力発電所に着任した
新入社員46人が7カ月間の研修を終え、
11月からは、発電所内の各配属先での
業務が始まります。
新入社員が発電所に着任した後の研修に
携わった人財育成の担当者と新入社員の
３人に話を聞きました。
（2019年10月取材）

発電所の未来を担う
新入社員の教育に取り組んでいます。

ProfileProfile

佐藤 賢二
福島県出身。長岡市在住。1977年４月入社。千葉県
の袖ケ浦火力発電所に配属。翌年６月に福島第二原
子力建設所電気課に異動し、92年４月から柏崎刈羽
原子力建設所電気課に。2009年には柏崎刈羽原子
力発電所柏崎刈羽原子力人材開発センター技能訓練
グループに原子力技能指導職として配属となり、14
年より新入社員研修を担当。「休日は自宅でのんびり
過ごすことが多いですが、これからは趣味を見つけた
いし、ゴルフもまた始めたいです」

栗崎 達也
兵庫県出身。柏崎市在住。2019年４月
に入社。柏崎刈羽原子力発電所２号機
での研修を終了。「学生時代に学んだ原
子力工学を活かせるところに」が入社動
機。「雪が降るのを体験したことがなく、
スキーもしたことがないので、この冬が
楽しみ。新潟県内の旅行もしたいです」

田村 琉華
柏崎市出身。柏崎市在住。2019年４月に入
社。柏崎刈羽原子力発電所６・７号機での研
修を終了。「友人の父親や知り合いに東京電
力で働いている人が多いので、子どもの頃
から憧れの企業」が入社動機。休日は地域の
野球チームに所属して練習に参加している。
「これまでウインタースポーツをやってこな
かったので、友人と一緒にスノーボードを
やってみたいし、ライブにも行きたいです」

当直勤務の研修
左：引継ぎ後のミーティング、右：現場で設備の状況を確認

東京電力ホールディングス株式会社
原子力人財育成センター
柏崎刈羽人財育成グループ

佐藤 賢二（中）
柏崎刈羽原子力発電所（新入社員）

栗崎 達也（左）
田村 琉華（右）

くりさき たつや

たむら るか

さとう けんじ



4

vol.41

ー佐藤さんは新入社員の研修を担当していますね。
研修の内容はどのようなものですか？　
佐藤　４月上旬は東京で新入社員全体での研修が行わ

れました。その後、柏崎刈羽原子力発電所へ着任し、10月

31日まで研修が行われています。着任後の２カ月間は、原

子力発電所の基礎知識、福島第一原子力発電所の事故

などについて十分に学んでもらいました。その後の２カ月

間は、１号機から６・７号機の各号機に分かれて、運転員

である指導員の下、設備の内容をしっかり覚えてもらいま

した。さらに、８月からの２カ月間は、実際に当直勤務などを

経験してもらいました。10月からは、配属後に実務を担う

ために必要な技術的な内容や、現場での安全に関する研

修などを行っています。

ー７カ月という研修期間は長いですね。工夫して
いる点は？
佐藤　発電所の設備管理や運営を担う「人財」をきちん

と育成するには、やはり７カ月という期間が必要になります。

工夫している点は基礎から技術、実践へと段階を設けて

いることです。全員での研修の後、各号機に分かれて少

人数で研修が行えるようにカリキュラムを変えています。

また、「安全とは何か」をテーマにしたグループ討議や、理

解度確認のための試験も実施し、理解度が不足している

場合はしっかりとフォローも行っています。そして、無事に

11月1日の配属時期を迎えることができました。

ー研修で印象に残っていることや感想は？
栗崎　10月までの研修は長いと思っていましたが、研修

を受けてみると時間の経過が早いと感じ、充実した研修

だったと思います。「研修内容は、発電の仕組みなどが中

心なのかな」と考えていましたが、７カ月間を通して、「原

子力発電所は安全が第一」という考えに基づいた内容の

研修でした。

田村　原子力のことなどを全く知らずに入社しましたが、

そこから安全設備、福島第一原子力発電所事故の反省

を踏まえた安全追求の大切さを学んだ期間でした。指

導員や先輩方から分かりやすく教えてもらい、現場の設

備なども実際に見て理解した上で配属を迎えることが

できるので良かったです。また、同期とはいえ、年上の人

たちに話しかけることが難しかったのですが、年上の人

たちから声を掛けてくれたので、一緒に楽しく研修できま

した。

佐藤　６年間、人財育成を担当していますが、毎回、知識

の無い新入社員にどうやって教えるかが最大の課題と考

えています。10月には各部長の前で、新入社員によるグ

ループ討議を行いましたが、そこでしっかり自分の意見を

伝えられる人、あまり活発に発言できなかった人など様々

でした。今後、研修の担当者として、自分の意見をしっかり

伝えられるようにフォローしていきます。

ー地域の皆さまに伝えたいことはありますか？ 
佐藤　少しでも安全への取り組みを理解してもらえるよ

うに、いろいろな情報を伝えていきたいと思いますし、トラ

ブルを未然に防ぐことができる人財を育成するように努め

ていきたいです。

栗崎　私は、原子力発電は日本全体のエネルギー問題

を解決するために必要な手段の一つだと思っています。

誇りに思ってもらえるような発電所のある地域づくり、発電

所づくりに少しでも貢献したいです。

田村　我が家は中越沖地震で倒壊し、一時期、体育館

での避難生活を送りました。だからこそ、福島第一原子力

発電所での事故のようなことを二度と起こさないように

しっかりと業務に取り組んでいきます。

着任後、全員で行った研修
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Atom Information アトム・インフォメーション

「真夏のミュージック・フェス」を開催しました
2019年8月18日、柏崎エネルギーホールにて県内で活躍するアーティスト7組が登場する音楽
イベントを開催しました。県内各地や遠くは関東・東北から足を運ばれた熱心なファンの方も多数
おられ、お目当てのアーティストがステージに登場すると大きな歓声が上がりました。

※大勢の方のご来場が予想されるため、公演当日の11時から受付にて入場整理券を配布します。
入場整理券はお一人さま１枚限りとし、１枚で２名さままで入場できます。入場整理券をお持ち
でない方も別室でご鑑賞いただけます。別室のお客さまだけのサプライズをご用意しております。

※駐車できる台数に限りがございます。近隣の市営駐車場等もご利用ください。
※大変申し訳ございませんが、未就学児童の方の入場はご遠慮ください。

出演：キンテートフェリス（QuintetoFeliz）／ケンジ＆リリアナ

柏崎エネルギーホールのタンゴ・ライブ

アルゼンチンタンゴ・コンサート

柏崎エネルギーホール
柏崎市駅前2-2-30

11月17日（日） 14時開演（13時20分開場）日時

場所

柏崎エネルギーホール

タンゴバンドの熱い演奏とダンサーの軽快なステップ！
この会場でしか体験できない情熱的なアルゼンチンタンゴの世界をお愉しみください。

入場整理券
が必要ですー

全

ー

席

ー

自

ー

由

ー

入場整理券
が必要ですー

全

ー

席

ー

自

ー

由

ー

※大勢の方のご来場が予想されるため、公演当日の11時から
受付にて入場整理券を配布します。入場整理券はお一人
さま１枚限りとし、１枚で２名さままで入場できます。入場
整理券をお持ちでない方も別室でご鑑賞いただけます。
別室のお客さまだけのサプライズをご用意しております。

※駐車できる台数に限りがございます。近隣の市営駐車場
等もご利用ください。

※大変申し訳ございませんが、未就学児童の方の入場は
ご遠慮ください。 歌手：田中美音　      歌手：宮原健一郎     ピアニスト：青木智哉

柏崎エネルギーホールのポピュラー音楽コンサート

晩秋にシャンソンを鑑賞する会

柏崎エネルギーホール
柏崎市駅前2-2-30

11月24日（日） 14時開演（13時20分開場）日時

場所

柏崎エネルギーホール

■お問い合わせ／柏崎エネルギーホール  TEL.0257-23-3138（9時～17時 水曜日休館）

秋も深まる日曜日の昼下がりに２人の歌手とピアニストでお届けするシャンソンで
贅沢なひと時をお愉しみください。もしかして柏崎初演？ かもしれません。

※演奏曲目は変更となることがございます。

演目
●バラ色の人生
●私の巴里
●アコーディオン弾き
●巴里の空の下で
●枯葉（ピアノ・ソロ）
●あなたが欲しい（ピアノ・ソロ）
●エディットピアフを讃えて（ピアノ・ソロ）
●夢見るシャンソン人形
●カテドラルの時代
●愛の賛歌　他
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映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内
今年のクリスマスは昨年の超話題作とあの懐かしいコメディ映画でお愉しみ
ください。1996年、2018年劇場公開２作品の鑑賞会を実施します。

各回
150名さま
入場無料

■お問い合わせ／柏崎エネルギーホール  TEL.0257-23-3138（9時～17時 水曜日休館）

エネルギーホールに5.1chの
サラウンドシステムを導入しました！
本格的な音響でお楽しみください

「アリー スター誕生」
第91回アカデミー賞受賞作品
第76回ゴールデングローブ賞受賞作品 他
監督：ブラッドリー・クーパー　主演：レディー・ガガ

「Shall we ダンス？」
第20回日本アカデミー賞受賞作品
監督・脚本・原案：周防正行　主演：役所広司、草刈民代
出演：竹中直人、渡辺えり、草村礼子、柄本明

楽業界でスターになることを夢見ながらも、自分に自
信がなく、周囲からは容姿も否定されるアリーは小さ

なバーで細々と歌いながら日々を過ごしていた。そんな彼
女はある日世界的ロックスターのジャクソンに見いだされ、
等身大の自分のままでショービジネスの世界に飛び込んで
いくが…。★素晴らしい音楽に注目のミュージカル・ロマン
ス映画です。

■上映会場／柏崎エネルギーホール ２階ホール　柏崎市駅前2-2-30
■募集人数／上映各回150名さま（入場無料）
■応募方法／添付のはがきでご応募ください。お申し込み多数の場合は抽選を行い、当選された方に上映日2週間前
　　　　　　までに入場整理券（はがき）をお届けします。
　　　　　　抽選に外れた方も当日のお席に空きがあればご希望の映画を鑑賞していただけるキャンセル待ち制度
　　　　　　を行っております。詳しくは柏崎エネルギーホールまでお問い合わせください。
■注意事項／大変申し訳ございませんが、未就学児童の方の入場はご遠慮ください。
■応募締切／11月30日（土）当日消印有効

［上映日］12月21日（土）
《１日３回上映》上映時間136分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時30分～

［上映日］12月26日（木）
《１日３回上映》上映時間136分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時30分～

（ｃ）2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. （ｃ）1995 KADOKAWA 日本テレビ 博報堂 DY メディアパートナーズ 日販

音 面目でこれといった趣味も持たないサラリーマンの杉
山はある日の会社の帰り、電車の中から見えるダンス

教室の窓に物憂げに佇むひとりの女性を見つけた。その美し
い姿に目を奪われた彼は、数日後、そのダンス教室を訪れ、
生まれて初めての社交ダンスを習い始めたが…。★日本ア
カデミー賞の各賞を独占し、リチャード・ギア主演のハリウッ
ド映画化も行われたハートフルコメディ映画の傑作です。

真
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六日町八海山スキー場
●

2019年11月4日発行
●編集発行責任者 ： 東京電力ホールディングス株式会社
　　　　　　　　　柏崎刈羽原子力発電所  広報部  企画広報グループマネージャー  
　　　　　　　　　〒945-8601 柏崎市青山町16番地46　　 0120-120-448（平日9時～17時）

■今月号の表紙／「水無渓谷の紅葉」
　撮影場所：南魚沼市荒山　撮影時期：2010年11月

柏崎刈羽原子力発電所《検索》

今月号で紹介いたしました新入社員教育への取り組み。４月から始まった研修も
もうすぐ終わり、いよいよ所内の各部署への配属が近づいています。人が成長する
のは「教わるときではなく、教えるとき」と言われています。新入社員の皆さんに先輩
風を吹かせることなく、これからも謙虚な姿勢で学び続けていきたいと思います。

柏崎刈羽原子力発電所で現在働く人は5,788人です。
【東京電力ホールディングス】

柏崎市 805
（人） （人）

刈羽村県内 75
その他 128

県外 114
《 合 計 》 1,122

【協力企業】
柏崎市 2,279
刈羽村県内 231
その他

※登録人数を計上
　（10月1日の入構者数は3,198人）

1,010
県外 1,146

《 合 計 》 4,666

停止中

1号機1号機

停止中※

2号機2号機

停止中※

3号機3号機

停止中※

4号機4号機

停止中

5号機5号機

停止中

6号機6号機

停止中

7号機7号機

※新潟県中越沖地震（2007.7.16）以降停止中

プラントの状況

※

使用済燃料は、全て使用済燃料貯蔵プールに保管しています。プール水温は管理上の
上限値（65℃）を超えないように管理しており、通常は30℃程度で推移しています。
使用済燃料の貯蔵量など、発電所に関するデータはホームページにてご覧いただけます。
柏崎刈羽原子力発電所＞公表資料・データ＞発電所データ集　

（2019年10月1日現在）

11月30日（土） 8時～15時日時

場所 刈羽ふれあいサロン き・な・せ
刈羽村大字割町新田７４１

収穫祭の開催について
新鮮でおいしい秋冬野菜と新米の大直売の他、
アミューズメントコーナーを多数ご用意しております。
発電所安全対策ＶＲをご体験された皆様へ
特典があります。ぜひ、ご来場ください。

お問い合わせ／刈羽ふれあいサロン き・な・せ TEL.0257-31-8900（9時～17時 日曜日休館）

刈羽ふれあいの里直売所主催

美味しい新米のおにぎりと豚汁の
サービスもあります。（10時～）
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※写真はイメージです

コンビニ
ホーム
センター

柏崎刈羽原子力発電所
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