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2/22　・23　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 日
●新年のごあいさつ ●原子力モニターの活動を紹介します ●発電所の一員として 
●柏崎エネルギーホールの新春邦楽ライブ／バロック音楽コンサート 
●エジプシャングラスハーバリウム教室＆発電所見学会 ●発電所DATA
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新年のごあいさつ

柏崎刈羽原子力発電所、所長の設楽でございます。

　福島第一原子力発電所の事故からまもなく9年が経過しようとしています。今もなお、

福島県の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしております

ことを、あらためて心よりお詫び申し上げます。

　柏崎刈羽原子力発電所では、福島第一原子力発電所の事故の教訓をふまえて、

「同じような事故を二度と起こさない」という強い決意のもと、設備面・運用面での対策に、

発電所で働く職員が一丸となり全力で取り組んでいます。

　昨年は発電所の所員一人ひとりが、地域の皆さまの忌憚のない思いやお考えを傾聴し、

自らの業務にどのように活かしていくかを考える機会として、全所員による全戸訪問を実施

しました。安全や当社の業務品質を評価するのは、

地域の皆さまであると考えています。そうした認識に

立ち、地域の皆さまとの対話を通じ、所員が平時より

社内外に伝えるべきことに自ら気づき、実践できる

よう取り組んでまいります。

　昨年は誘致決議をいただいてから50年の節目と

なりました。地域の皆さまの「安全・安心」に繋がる

よう、これからも地域の皆さまとともに歩んでまいり

ますので、本年も変わらぬご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。

執行役員
柏崎刈羽原子力発電所長

Shitara Chikashi
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意見交換の様子

展示館で原子力発電のしくみを説明 タービン建屋内をご視察 放射性廃棄物の管理に関する説明

モニター活動は、以下の日程を予定しています。（開催時間は、各回９時30分～14時を予定）
■第１回／5月中（土曜日または日曜日）　■第2回／7月中（土曜日または日曜日）
■第3回／9月中（平日）　■第4回／11月中（平日）　■第5回／3月中（平日）

【2019年度活動実績】～１1名の方に原子力モニターとして活動いただいています～

原子力モニターの活動を紹介します 

２０20年度の原子力モニターを、2月発行のニュースアトム臨時号で募集する予定です。
《募集人数》１０名程度
《応募条件》●柏崎市・刈羽村およびその周辺にお住まいの１８歳～75歳の方
　　　　　 ●サービスホールまでお越しになれる方　など

【主なご意見・ご感想】
●普段なかなか見学のできない場所の見学ができて、とても良かった。
●参加された方の意見等、いろいろ聞くことができて有意義だった。
●実際に設備を見る事で、発電所の安全対策についてより具体的に理解
する事ができた。

●放射線は生活や自然の中にもあるものだと理解できたが、万一の時の
放射能漏れを住民は心配している。

第１回 2019年7月15日（月・祝）
9時30分～13時30分

〈予定〉
2020年1月～２月（平日）

●原子力発電のしくみ
●発電所の安全対策

●サービスホール展示館
●発電所構内の安全対策

第2回 2019年9月7日（土）
9時30分～14時00分 ●放射線の基礎知識 ●6／7号機建屋内

第3回 2019年11月27日（水）
9時30分～13時30分 ●放射性廃棄物の処理 ●固体廃棄物処理建屋

●固体廃棄物貯蔵庫

第5回 〈予定〉
2020年3月（平日） ●教育・訓練 ●技能訓練センター

第4回 ●原子力防災 ●防災訓練

開催日回数 テーマ 見学場所・内容

原子力モニターは1年の期間を設け、原子力発電やエネルギーについて理解を深めて
いただき、発電所の運営や広報活動に関するご意見・ご要望をいただく活動です

お問い合わせ／柏崎刈羽原子力発電所 広報部　TEL.0120-120-448（平日９時～17時）
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柏崎刈羽原子力発電所の現在の状況や

安全対策などをご説明し、皆さまの疑問やご意見などを

伺うため、日々、活動している新潟本部。

柏崎市内の中心部に事務所を構え、

小千谷市や十日町市などを担当している

２人に話を聞きました。
（2019年11月取材）

新潟県内の皆さまにも
発電所の状況をお伝えしています。

ProfileProfile

下条 信広
長野県出身。1994年４月入社、千曲川電力所に配属。水力発
電設備の運転保守業務に従事。2017年７月、新潟本部へ異
動。18年７月から上越地域グループで魚沼地域などを担当
し、現在に至る。休日は地域のイベントをよく観に行く。長野に
帰宅した時は、子供の野球の審判をすることも。「先日、全戸訪
問で、子供の野球の試合でご一緒したお父さんと偶然お会い
し、話が盛り上がりました」

井上 正一
群馬県出身。1991年４月入社、群馬支店に配属。配電業務に
約25年間携わる。2012年10月から社員や委託会社の安全管
理、14年７月から配電の設計業務などを経験。18年７月から
新潟本部地域コミュニケーション部上越地域グループに配
属となり、現在に至る。休日は新潟県内の観光施設や温泉でリ
フレッシュ。「2020年は年男なので、仕事、生活、健康を見直
したいです」

東京電力ホールディングス株式会社
新潟本部  地域コミュニケーション部  上越地域グループ
チームリーダー

井上 正一（左）
いのうえ しょういち

下条 信広（右）
しもじょう のぶひろ

柏崎市内中心部の事務所内柏崎市内中心部の事務所内
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ー新潟本部地域コミュニケーション部ではどのような
仕事をしているのですか？
井上　柏崎市と刈羽村、出雲崎町にお住まいの皆さまへ

発電所の状況をお伝えする仕事は、柏崎刈羽原子力発

電所が中心となっています。新潟本部地域コミュニケー

ション部は柏崎市、刈羽村、出雲崎町を除く新潟県内と長

野県の一部市町村を担当していて、上越地域、中越地

域、下越地域、地域総括の４つのグループで構成されて

います。そのうち、下越地域グループを除く30名の社員が

柏崎市内に事務所を構えて、自治体や議員、商工団体な

どを日頃から訪問し、当社の取り組みや状況をお伝えする

活動などを行っています。

ー現在、お二人はどのような業務に取り組んで
いますか？
井上　私が所属する上越地域グループは、上越市、小

千谷市、十日町市などを担当しています。その中で、私は

小千谷市、十日町市などを定期的に訪問しています。訪問

先では、毎月発行しているニュースアトムや報道発表資

料の説明、発電所の取り組みなどをお伝えし、ご意見を

伺っています。また、柏崎刈羽原子力発電所の視察にお

誘いし、発電所を案内する他、地域の民間企業などへ出

向いて発電所の状況を説明しています。

下条　その他に、各地域の公共施設や商業施設などを

お借りし、原子力発電所に関する疑問やご意見を伺うコ

ミュニケーションブースを開催しています。10月25日～28

日には湯沢町営の日帰り温泉の駐車場で、発電所の安全

対策をＶＲ(バーチャルリアリティー)で紹介しました。また、

日本のエネルギー事情などをお伝えし、様 な々ご意見をい

ただきました。柏崎市と刈羽村にお住まいの皆さまを対象

とした全戸訪問には発電所と同様に、新潟本部の社員も

全員参加しました。私も訪問させていただき、地域の皆さ

まからご意見を直接お伺いする貴重な機会となりました。

ー発電所の取り組みや状況をお伝えする上で気を
付けていること、工夫していることなどは？
下条　私たちは発電所の取り組みだけではなく、時にはト

ラブルについてお詫びし、ご説明することもあります。その

際、専門用語を使わずに分かりやすくお伝えし、疑問にお

応えするように心がけています。また、柏崎市、刈羽村以

外にお住まいの皆さまを対象に、発電所の視察の案内を

行い、あわせて柏崎市の名所もご覧いただいています。

ー全戸訪問で印象に残っているご意見や出来事は？
井上　全戸訪問では、どの地域をいつ訪問するのか事前

にチラシなどでお知らせしています。訪問した際、「地域の

活性化のために応援しているから頑張って」というご意見

もありましたが、「福島での事故のようなことが起こるので

はないか不安」など、様 な々ご意見をお聞きしました。

下条　発電所について不安を抱え心配している方に対し

ては、福島第一原子力発電所の事故を教訓とした安全対

策を丁寧にお伝えしました。その結果、「不安が和らいだ」

との言葉をいただいた一方、ご年配の方からは「若い人た

ちのためにも事故の無いように」という話をいただき、身の

引き締まる思いがしました。

ー地域の皆さまに伝えたいことはありますか？
井上　これからも発電所のことを知っていただくため、訪

問活動や地域行事などの機会を通じて、皆さまから直接

ご意見を伺い、今後の事業運営に反映できるように傾聴

していきたいと思います。

下条　今後も、できるだけ多くの地域の方とお会いし、少

しでも信頼していただけるように、誠実に対話活動に取り

組んでいきたいと思います。

VRを用いて発電所の安全対策を紹介
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Atom Information アトム・インフォメーション

●「アルゼンチンタンゴ・コンサート」2019年11月17日（日）開催
　 昨年に引き続き、キンテート・フェリスの演奏とケンジ＆リリアナのダンスで情熱的なアルゼン
チンタンゴの世界をお楽しみいただきました。普段、耳にする機会の少ないバンドネオンだけ
の演奏もあり、お客さまから「Otra!」と気の利いたスペイン語のアンコールの掛け声が飛び
出す等、会場は大いに盛り上がりました。

●「晩秋にシャンソンを鑑賞する会」2019年11月24日（日）開催
　当地では耳にする機会の少ないシャンソンを実力派の男女の歌手とピアニストの演奏で
お届けしました。エリック・サティの「あなたが欲しい」のピアノソロから始まった公演は、定番曲
の「バラ色の人生」や「愛の賛歌」、和製シャンソンの「時には昔の話を」とバラエティに富んで
おり、来場された皆さまと「ケ・セラ・セラ」を大合唱していただく場面もある等、秋の日曜日の
昼下がりを大いに楽しくお過ごしいただきました。

※お席に限りがございます。安全のため満席になりましたらホールへの入場をお断りする場合がございます。ホールへ入場できなかった方も別室のライブ
ビュー会場にてご鑑賞いただけます。
※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。

柏崎エネルギーホールの新春邦楽ライブ

和太鼓グループ演奏会

柏崎エネルギーホール
柏崎市駅前2-2-30

1月12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

邦楽界に新風を吹き込む５人の若き奏者が新春にお届けする
和モダンな邦楽演奏をお楽しみください。

篠笛：横須賀梨樹　 和太鼓：伊ケ崎滉　   和太鼓：高橋一生　    篠笛：Ｈｉｋａｒｕ　       和太鼓：正冨元輝

ヴァイオリン：牧田由美　  チェンバロ：八百板正己　    フルート：浅利守宏　         ソプラノ：風間左智

弦楽アンサンブル：アンサンブル・オビリー

柏崎エネルギーホールのバロック音楽コンサート

ソリストたちと弦楽合奏によるバッハ名曲選

柏崎エネルギーホール
柏崎市駅前2-2-30

1月26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）

日曜日の昼下がりに４人のソリストと弦楽アンサンブルでお届けする
J.S.バッハの優雅な名曲の数々をお楽しみください。

入場無料ー

全

ー

席

ー

自

ー

由

ー

入場無料ー

全

ー

席

ー

自

ー

由

ー

プログラム オールバッハプロ
●J.S.バッハ名曲集「グノーのアヴェ・マリア」、「G線上のアリア」、「主よ、人の望みの喜びよ」
●ブランデンブルク協奏曲第５番 二長調 BWV1050
●カンタータ第51番「あらゆる地で神に向かって歓声を上げなさい！」 BWV51
●ヴァイオリン協奏曲第１番 イ短調 BWV1041
●管弦楽組曲第２番 ロ短調 BWV1067
※演奏曲目は変更となることがございます。
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映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内
一昨年9月に亡くなられた女優樹木希林さんを皆さまと偲ぶ会を企画
しました。2015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

■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／1月27日（月）当日消印有効

「あん」
第68回カンヌ国際映画祭受賞作品 他
監督：河瀬直美　主演：樹木希林　出演：永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子

務所暮しを経験し、どら焼き屋の雇われ店長として日々を過ごしていた千太郎。ある日、店で働くことを懇
願する老女徳江が現れ彼女が作る粒あんの美味しさが評判を呼び店は繁盛していく。しかし、徳江がかつ

てハンセン病を患っていたという噂が流れ客足が遠のき千太郎は徳江を辞めさせなければならなくなる。おとなし
く店を去った徳江だったが彼女のことが気にかかる千太郎は徳江と心を通わせていた近所の女子中学生ワカナと
ともに、徳江の足跡をたどる。★お孫さんとの初共演作品であると共に樹木希林さん最後の主演作品となりました。

［上映日］2月22日（土）《１日３回上映》
上映時間113分 ［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時30分～

（ｃ）2015映画「あん」製作委員会／COMME DES CINEMAS／TWENTY TWENTY VISION／ZDF-ARTE

（ｃ）2018「日日是好日」製作委員会

刑

「日日是好日」
第42回日本アカデミー賞受賞作品 他
監督：大森立嗣　主演：黒木華　出演：樹木希林、多部未華子

当にやりたいこと」を見つけられず大学生活を送っていた20歳の典子は、いとこの美
智子に誘われるがまま流されるように武田先生の茶道教室に通い出す。見たことも聞

いたこともない「決まりごと」だらけのお茶の世界に触れた典子はそれから20数年にわたり先
生の下に通うこととなり、就職、失恋、大切な人の死などを経験し、お茶や人生における大事な
ことに気がついていく。★主人公の目線で描かれた純日本的な自然体で淡々とした作品です。

［上映日］2月23日（日）《１日３回上映》
上映時間100分 ［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時～

「本
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●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／「大池から飛び立つ白鳥と米山」
　撮影場所：刈羽村大字井岡　撮影時期：2018年3月

柏崎刈羽原子力発電所《検索》

樹木希林さんの書籍にこんな言葉がありました。「女が台となって“始”って漢字に
なる。全ての始まりの土台を作るのが女」と。以前、この漢字を使い、「だから女性を
大切にしなきゃならねぇ」と熱弁されている方がいました。2020年、新たな年が
“始”まりました。今年も女性を大切にしながら過ごしていきたいと思います。

【東京電力ホールディングス】
柏崎市 798

（人） （人）

刈羽村県内 76
その他 129

県外 113
《 合 計 》 1,116

【協力企業】
柏崎市 2,297
刈羽村県内 231
その他 1,027

県外 1,141
《 合 計 》 4,696

49％
5％
22％
24％
100％

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

柏崎刈羽原子力発電所で現在働く人は5,812人です。 プラントの状況

※2

72％
7％
12％
10％
100％

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12月1日現在）

※2：登録人数を計上
　  （12月2日の入構者数は2,988人）

※1：端数処理のため、割合の合計は100％に
　 ならない場合があります。

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）

エジプシャングラスハーバリウム教室
＆発電所見学会

きなせイベント

日時 2月15日（土） 9時～12時（受付8時30分～9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

◆募集人数／30名さま
※小学生以下のお子さまは保護者の方とご一緒での体験と
させていただきます。

◆参 加 費／無料
◆講　　師／Ｙｏｏｓａｎ～ヨーサン～　太田洋子先生
◆応募方法／添付のはがきでご応募ください。はがき１枚でお一人さまの申し

込みとさせていただきます。申し込み多数の場合は抽選のうえ、
午前・午後の２回開催とさせていただく場合がご
ざいますので、予めご了承くださいますようお願い
いたします。（その際は、誠に申し訳ございません
が、事務局にて割り振りをさせていただきます。）
また、ご応募いただきました方全員に抽選結果を
お知らせします。
※たくさんの方に発電所見学をしていただくため、
エジプシャングラスハーバリウムはご家族で
１個とさせていただきます。

◆必要事項／氏名・住所・電話番号・年齢（いただいた個人情報
は、今後のイベント等で使用させていただく場合
があります）

◆応募締切／1月27日（月）必着

コミュニケーションブース出展

参 加 費 無 料

●日時／2月15日（土） ９時～１５時
１月に引き続きブースを出展します。
子供から大人まで一日中楽しめる
「テ－マパ－ク」をオ－プン！キッチン
カ－も出店！美味しいグルメをご堪能
ください！また、“発電所ＶＲ”アトラク
ションを楽しめるさまざまなコンテン
ツをご用意！ご体験いただいた方へ
嬉しい特典あり！ご来場を心よりお
待ちしております！

今回のオリジナルハーバリウムは、香水瓶のようなフォルムが
美しいエジプシャンガラスを使用し、作成していただきます。

※写真はイメージです。

入場無料・申し込み不要

※1
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