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「笠島漁港の夕景」柏崎市笠島●2019年度の発電所周辺環境監視調査結果について
●地域共生活動
●サービスホールでHappy Halloween ●発電所の一員として ●親子で作ろう！カンタン！おいしい！レシピ 
●和み、癒される写真をお届けします！ ●ココロとカラダの健康コラム 
●ＬＩＮＥ公式アカウント開設しました！ ●Webアンケート、はじめました。 ●発電所DATA
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2019年度の
発電所周辺環境監視調査結果について

地域共生活動 ～半田地区の除草・清掃作業～
　９月12日（土）、半田地区コミュニティセンター
主催の除草作業に当社社員13名が参加し、半田
中央交差点を中心とした除草と周辺歩道の清掃を
実施しました。
　地域の方から「参加者が少なくなり困っている。
今回、参加いただきとても感謝している。次回も
是非お願いしたい」とのお話をいただきました。
　今後も、このような活動に参加しながら、地域の
皆さまとのコミュニケーションを深めてまいります。

　新潟県および当社は、「放射線」や「温排水」が柏崎
刈羽原子力発電所周辺の環境に与える影響について、
継続して調査しています。
　8月25日、安全協定に基づく「新潟県原子力発電所
周辺環境監視評価会議※」が開催され、2019年度の
当発電所周辺の環境放射線および温排水等の監視
調査結果について評価いただきました。
※学識経験者などで構成される会議

【調査の対象と場所】

モニタリングポスト・
積算線量計ポスト
積算線量計ポスト
浮遊じん
水道水
土
米
キャベツ
大根
牛乳
松葉
海水・海底土
マダイ・ヒラメ
サザエ
ワカメ・ホンダワラ

水温・流況
流況
付着生物
水質・プランクトン
底質・底生動物

凡例

環境放射線監視調査

温排水等漁業調査

結果ならびに評価の詳細は、新潟県
ホームページでご覧いただけます。

「問題となるような測定値は認められず、周辺環
境への影響は無視できる」と評価されました。

環境放射線監視調査 温排水等漁業調査

「これまでの結果と比較して特異な傾向は認め
られなかった」と評価されました。

柏崎刈羽原子力発電所周辺の空間放射線、ならびに農作物
などの環境試料中の放射能を調査しました。

柏崎刈羽原子力発電所周辺海域の水温、塩分やプランク
トンなどの海生生物の状況を調査しました。

除草作業を実施

作業開始前のミーティング
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ハロウィン
リース

ハロウィン
びっくりバスボム

ちょうちん
オバケライト

ハロウィン
リース

ハロウィン
びっくりバスボム

ちょうちん
オバケライト

お問い合わせ／柏崎刈羽原子力発電所サービスホール TEL.0120-344-053

Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween 
サービスホールでサービスホールでサービスホールで

開館時間／9時～16時30分

柏崎刈羽原子力発電所 参加
無料

※写真、イラストは全てイメージです。　※やむを得ない事情により、実施できない場合がございます。
※新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで開館しております。

柏崎・刈羽の昔ばなしを
紙芝居にしました！ 
また、エネルギーにちなんだ
オリジナルの物語も
あります♪
●1日6回開催
　各回15分程度

発電所員による放水訓練をご覧いただけます。
高所放水車の乗車や放水体験もできるよ♪
●放水訓練 1日4回開催

大きなかぼちゃと、
ジャックオランタンや
コウモリのバルーンで
とっても賑やか♪
かぼちゃの中に入って
写真を撮ろう！

大きなかぼちゃと、
ジャックオランタンや
コウモリのバルーンで
とっても賑やか♪
かぼちゃの中に入って
写真を撮ろう！

子どもたちに大人気の
バルーンパフォーマンス！
長い風船が、どんな形に
変身するかな♬
●開催時間
　12時～13時を除く開館時間

10月24日（土）・25日（日）限定イベント！

10月31日（土）まで毎日開催中！

24
（土）

かぼちゃバルーンドーム

25
（日）

風船王FOOZYの
バルーンプレゼント

柏崎・刈羽の
昔ばなし紙芝居

24
（土）
25
（日）
特別工作教室 24

（土）
25
（日）

ウィンドウア
ートも

やってるよ！
ウィンドウア

ートも

やってるよ！

フージー

1回
35名限定

実演！発電所員による
放水訓練！

消防ポンプ車消防ポンプ車

各日限定
100個
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柏崎刈羽原子力発電所の図書の
管理に取り組んでいます。

図書を保管している文書保存庫

東京レコードマネジメント株式会社は
東京電力のパートナー企業の一つで
発電所の様々な図書の文書管理を行っています。
情報の電子化、ネットワーク管理など
時代の変革に合わせた管理も進めています。
設備図書管理グループの２人に話を聞きました。
（2020年9月取材）

ProfileProfile

藤田 芽含
柏崎市出身、柏崎市在住。1994年４月入社、新潟営業所Ｐ＆ＩＤ改
訂関連グループに配属。2010年10月、新潟支社設備図書管理グ
ループに異動。16年10月、東京電力ホールディングス柏崎刈羽
原子力発電所に出向。18年４月、新潟支社設備図書管理グルー
プに配属。現在に至る。休日はランチを食べに行ったり、買い物を
したり。「夕日を見ながらの海辺のウォーキングも楽しみです」

阿部 恵里子
柏崎市出身、柏崎市在住。2006年４月入社、新潟営業所図書改訂・
ＤＢグループに配属。12年４月、新潟支社設備図書管理グループに
異動。18年４月、東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所
に出向。19年４月、新潟支社設備図書管理グループに配属。現在に
至る。休日は一週間分の食材を買いに行くのが通例。他には、子供
をピアノ教室へ送迎するついでに「ピアノの音色に癒されています」

東京レコードマネジメント株式会社
新潟支社
設備図書管理グループリーダー

藤田 芽含（左）
ふじた めぐみ

設備図書管理グループ

阿部 恵里子（右）
あべ えりこ
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ー東京レコードマネジメントは柏崎刈羽原子力
発電所でどのような仕事をしていますか？ 
藤田　柏崎刈羽原子力発電所の様 な々図書（設備の設

計図や文書、記録類）の受付、画像登録、保管、管理の仕

事をしています。新潟支社の人数は53名で、そのうち柏崎

市出身者が42名、刈羽村出身者が8名います。

ー現在、お二人はどのような仕事をしていますか？
藤田　私が所属する設備図書管理グループは、柏崎刈

羽原子力発電所で保修や点検の工事などで必要になっ

た図書を工事実施会社などから受け付け、画像を登録

し、常に最新の図書情報が提供できるように管理していま

す。図書の量は100万件以上にもなり膨大ですが、必要

な図書が必要な時に出せることが重要です。私はその設

備図書管理グループでリーダーを務めています。

阿部　設備図書管理グループは約20名で、①受発信

②検索③設備変更対応の三つのチームに分かれて業務

を行っています。受発信チームは、図書の差し替えや更新

などの整備や受付を行っています。検索チームは、所員

の皆さんが図書などを借りたいときに窓口となり、図書の

検索や書庫からの取り出しを行います。設備変更対応

チームは、例えば、安全対策工事などの工事件名のデー

タ管理を行っています。私はこの設備変更対応チームで

責任者をしています。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

ー仕事でのやりがいや苦労したことは？
藤田　設備図書は工事などにより設備に変更がある都

度改訂し、常に最新の状態にしておく必要があります。し

かし複数の工事が同時進行している場合、担当する部署

や工事を実施する企業が複数にわたっており、それぞれ

枝葉のように図書が存在し、作業が繁雑になります。現場

の人しか分からないこともあり、これらの図書を整備する

のは苦労も多いですが、工事終了とともにきちんとまとまっ

た時にはいつもやりがいを感じます。

阿部　誤用防止などのため、正しく整備する必要がある

ので担当者と打ち合わせしなければなりません。お互い

の認識が相異した時は苦労することもあります。気持ちよ

く協力してもらい、正しく整備ができたときは達成感があり

ます。

ー今後の目標や挑戦したいことは？
藤田　メンバーの育成のため、グループ全体を把握して

より全体的な管理ができるようにしていきたいと思います。

メンバーから相談があったときには、的確な指示や回答を

出すことができるように知識を高め、日々 努力していきたい

です。

阿部　テレワークなど新しい働き方をしている所員もいま

す。働き方の変化に対応できるよう、さらなる提案をしてい

きたいと考えています。

ー地域の皆さまに伝えたいことはありますか？
藤田　物心ついたときから柏崎刈羽原子力発電所が地

元にありました。あるのが当たり前で、特に意識したことは

ありませんでした。働き始めてから考えるようになったと思

います。原子力発電所は一見とっつきにくいと思います

が、地域の皆さまも発電所見学

などされて、ぜひ身近に感じてほ

しいです。

阿部　私も柏崎在住なので、安

全、安心が第一と考える地域の

皆さまの気持ちはよく分かりま

す。その気持ちに応えるためにも

業務品質の維持、向上に努めて

いきます。

図書の差し替え

工事件名のデータを管理
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Atom Information アトム・インフォメーション

●鶏もも肉：2枚（500g前後）
●にんにく：2片
●醤油：大さじ1.5（★）
●みりん：大さじ1.5（★）
●酒：大さじ1.5（★）
●バター：15g
●ミックスリーフ：適量

①にんにくはみじん切りにし、（★）の調味料と一緒に混ぜ合わせて
おく。

②鶏肉は一口大に切り、皮を下にしてフライパンに並べ、火を付ける。
③強火で両面をしっかりと焼き、蓋をして中火にする。
④８割程度焼けたら蓋を取り、①を入れて強火にして、鶏肉の上下
を返しながら味を含ませる。

⑤調味料が煮詰まってきたら、バターを加え全体に絡ませて、火を
止める。

⑥お皿に盛り付け、ミックスリーフを添える。

作り方材料（4人分）

調味料はトロミが出るぐらいまでしっかりと煮詰めてください。
バターは風味を残すため、最後に加えます。POINT

新潟県を中心に料理教室講師、

レシピ考案、料理監修、講演会

等を行っている。「食」を通して

健康と笑顔を届けている。

http://happy-food.jp/

にんにくとバターの

香りが食欲をそそります♪

丼にするのも

オススメです！

料理研究家・栄養士

松丸まき先生

ガリバタチキン

和み、癒される写真をお届けします！
柏崎刈羽原子力発電所の公式アカウントでは、「和み」「癒し」をテーマに
柏崎市・刈羽村などの写真を投稿しています。ぜひご覧ください。

親子で作ろう！カンタン！おいしい！レシピ

右のQRコードからアクセス。またはインスタグラム内で
「柏崎刈羽原子力発電所」と入力して、検索してください。

柏崎刈羽原子力発電所

皆さまからの
フォローを

お待ちして
おります！

こちらから

今すぐアクセ
ス！

皆さまからの
フォローを

お待ちして
おります！

こちらから

今すぐアクセ
ス！
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❶ 今月号で良かったと思う内容に◯をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （複数回答可）
　 ①表紙　②発電所ニュース　
　 ③サービスホールでHappy Halloween
　 ④発電所の一員として
　 ⑤親子で作ろう！カンタン！おいしい！レシピ　
　 ⑥和み、癒される写真をお届けします！
　 ⑦ココロとカラダの健康コラム　⑧読者プレゼント　
　 ⑨ＬＩＮＥ公式アカウント開設しました！
　 ⑩Webアンケート、はじめました。　
　 ⑪発電所DATA　⑫へんしゅう後記
❷ 東京電力の印象についてお聞かせください。
　 ①親しみやすい ②まあ親しみやすい
　 ③あまり親しみを感じない ④親しみを感じない　
❸ ニュースアトムに対するご意見・ご要望をお聞かせください。

※裏面のお名前、年齢、ご住所、電話番号を必ずご記入ください。
　なお、ご記入いただく内容については、お間違いないようお願いいたします。

私たちは人生の3分の1を眠って過ごします。健やかな睡眠があってこそ
十分な休養をとることができます。健やかな睡眠を得るために、
普段の生活で意識したい基本ルールをご紹介します。

●体内時計を整える
快眠は規則正しい睡眠習慣から生まれることを忘れてはいけません。どんな
に健康的に運動をしても、バランスの良い食事を心がけても、布団に入る
時刻が毎日ばらばらであれば、快眠は得られません。
体の中には体内時計があり、睡眠のタイミングを決めるだけではなく、
前もってホルモンの分泌や生理的な活動を調節し、睡眠に備えてくれます。
これらの準備は自分の意志ではコントロールできません。規則正しい生活
こそが体内時計を整え、睡眠を円滑に行う秘訣です。

コ コ ロ カ ラ ダ 健 康 コ ラ ム

睡眠の質を高める基本ルール

出典：厚生労働省　生活習慣病予防のための健康情報サイト　
　　 e-ヘルスネット ＞ 情報提供 ＞ 休養・こころの健康 ＞ 健やかな睡眠と休養 ＞ 快眠と生活習慣

と
の
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お友だちに

  なってね！
  早めにお

友だちにな
って

いただいた
方には

　　いいこ
とあるかも

？！

798
81
138
123

1,140

2,326
246

1,188
1,312
5,072

46％
5％
23％
26％
100％※

【東京電力ホールディングス】
柏崎市

（人） （人）

刈羽村県内
その他

県外
《合計》

【協力企業】
柏崎市
刈羽村県内
その他

※：登録人数を計上（9月1日の入構者数は3,834人）

県外
《 合 計 》

70％
7％
12％
11％
100％

柏崎刈羽原子力発電所で現在働く人は6,212人です。

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
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　

（2020年9月1日現在）

2020年10月11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／「笠島漁港の夕景」
　撮影場所：柏崎市笠島　撮影時期：2018年10月

柏崎刈羽原子力発電所《検索》

この度、社内の異動により
ニュースアトムの担当者を退
任することとなりました。この
５年間、読者の皆さまから大
変多くの温かいメッセージを
いただきましたことを心より
感謝申し上げます。今後は広
報部内で別の業務を担当し
ますが、引き続きご愛読のほ
どよろしくお願いいたします。

ご記入いただきました内容については、商品の発送、紙面づくり等に利用いたし
ます。また、個人情報については適切に管理いたします。

0

（2020年10月号）

お名前　　　　　　　　　　　　年齢　　歳　　男・女

ご住所

〒

電話番号

ふりがな

き
り
と
り
線

差出有効期間
2021年1月31日
まで

柏崎局
承　認

97 柏崎市青山町１６番地46

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  行

郵　便　は　が　き

9 4 5 8 7 9

ＬＩＮＥ公式アカウント開設しました！
発電所の情報に加え、地域の

お店の情報やお得なクーポン、

さらにお楽しみコンテンツを

配信します。

※大きな地震・災害が発生した場合や、急ぎ地域の皆さまにお伝えする必要がある事柄が発生した場合は、夜間においてもトーク欄で通知
させていただくことがございます。

友だち追加は
こちらから！

Webアンケート、はじめました。
添付のはがきの代わりに、Webからでもアンケートにご回答いただけるようになりました。
10月号については①のQRコードからご回答いただけます。
弊社の業務運営にかかわるご意見・ご要望は、②のQRコードからご回答いただけます。 ①ニュースアトム

10月号
②ご意見・ご要望
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