
「谷根川を遡上するサケ」
柏崎市青海川●［発電所ニュース］発電所内における火災の発生について

　　　　　　　　 発電所長就任のご挨拶 ほか
●［発電所の一員として］発電所で働く作業員の皆さまのコミュニケーション活動を推進しています
●映画鑑賞会のご案内 ●サービスホール10月の催し
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発電所内における火災の発生について
　このたびは発電所内で火災が発生したことにより、地域の皆さまに多大な
ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
　9月6日、3号機タービン建屋地下3階の非管理区域において、計装用圧縮空気
系除湿装置※（IAドライヤ）の定例切替をおこなっていたところ、機器から発煙を
確認しました。同日、柏崎市消防本部が現場確認した結果、機器の電源ケーブル
の被覆に焼損が確認されたことから「火災」の判断をいただきました。本件による
外部への放射能の影響およびけが人の発生はありません。現在、原因調査を
進めているところです。今後、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。
※各建屋内の空気で作動する機器に使用する圧縮空気から湿分を除去するためのもの

IAドライヤ電気ヒータ

電気ヒータの損傷部

ひふく しょうそん

損傷部

新型コロナウイルスワクチンの
職域接種を実施しています
　発電所では、所員と協力企業の皆さまを対象に8月30日から新型コロナ
ウイルスワクチンの職域接種を開始しました。10月中旬までに接種希望者
約3,000名に2回のワクチン接種を完了する予定です。
　職域接種は、当社社員や協力企業の皆さまが、少しでも早く新型コロナ
ウイルスの抗体を身につけることで、感染リスクを下げること、また地域の
皆さまに安心していただくことを目的としております。
　引き続き、当社社員と協力企業の皆さまが一体となり、感染拡大防止の
取り組みを徹底してまいります。
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　10月1日に、柏崎刈羽原子力発電所長に就任した稲垣武之です。
　はじめに、柏崎刈羽原子力発電所における一連の事案により、
地域の皆さま、社会の皆さまにご不安、ご不信を抱かせております
こと、改めてお詫び申し上げます。
　一連の事案発生を受け、私は、1月末から柏崎刈羽原子力発電所
に常駐しております。業務のやり方、職場環境、意識、あるいは組織
構造について、所員との対話を続けながら、状態把握に努めてまい
りました。
　その中で、発電所の各部門が、機能を十分に果たすことができて
いない状態があり、それが結果して、発電所全体としてのパフォー
マンスに影響を与えていると感じております。
　発電所の機能を十分に発揮するためには、安全および品質の
維持・向上、セキュリティ確保など、発電所に本来求められている
基本的な仕事を、発電所自らが適切に実行できる状態に戻すこと
が必要です。
　地域の皆さまのご不安を解消し、ご信頼を得られるよう、発電所のパフォーマンスを適切に発揮できる
状態を目指し、所員と協力企業の皆さまと一緒に取り組んでまいります。
　柏崎刈羽原子力発電所は、私が東京電力に入社して初めて勤務した職場です。基礎的な知識を身につける
ために様々なことを学んだ場です。当時は、刈羽村に住んでおりました。妻は柏崎市出身で、柏崎刈羽は第二
の故郷といえます。
　地域の皆さまに、ご安心、ご信頼いただけるよう、改革を進め、生まれ変わった姿を行動と実績でお示しし、
やり遂げてまいります。

発電所長就任のご挨拶

プロフィール
●出身／東京都大田区
●趣味／ロードバイク
●信念／疑問に感じるだけにとどまらず、必ず解決につなげる
●主な経歴／1988年4月 東京電力株式会社入社（柏崎刈羽原子力発電所赴任）
　　　　　　2009年7月 福島第一原子力発電所第二保全部長
　　　　　　2018年7月 原子力安全・統括部部長代理
　　　　　　2021年8月 常務執行役　原子力改革担当 兼 原子力・立地本部
　　　　　　2021年10月 常務執行役　原子力・立地本部長 兼 柏崎刈羽原子力発電所長

常務執行役  原子力・立地本部長
兼 柏崎刈羽原子力発電所長

稲垣  武之
いながき たけゆき
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企業協議会メンバー（事務所前にて）

発電所で働く作業員の皆さまの
コミュニケーション活動を推進しています。

ProfileProfile

発電所では、年間を通じて日 5々,000人近い

作業員の方が様々な工事・作業を行っています。

「柏崎刈羽原子力企業協議会」は、

発電所構内での作業に必要な研修や情報共有、

作業員同士のコミュニケーション推進活動を

行うための活動を行っています。
（2021年9月取材）
※撮影のためマスクをはずしています。

久保田 紀衣
柏崎市出身。柏崎市在住。2009年より柏崎刈羽原子力企業協
議会に勤務。
休日は子供たちと遊んだり、趣味のフラワークラフト、アート制
作などをして過ごしている。「コロナ禍が収束したら、家族で旅
行へ行きたいです。」

目黒 隆
福島県出身。柏崎市在住。1972年東京電力株式会社へ入社。柏崎
刈羽原子力発電所の建設業務に携わる。退職後、東京パワーテク
ノロジー株式会社での勤務を経て、2017年7月より現職に至る。
休日は市内で飼っている錦鯉の世話や、庭の草刈りや剪定を
行って過ごしている。「今後は尺八やウクレレなどの楽器演奏に
も挑戦していきたいと思っています。」

柏崎刈羽原子力企業協議会
専務理事

  目黒 隆（左）

柏崎刈羽原子力企業協議会

久保田 紀衣（右）
めぐろ たかお くぼた きえ
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ー企業協議会とは、どのような組織なのでしょうか。
目黒　発電所で働く作業員の皆さまに共通する技能訓

練や教育を行っています。具体的には、発電所で働くた

めに守らなければならないルールの教育、発電所で災害

が発生しないよう放射線や防火などに関する教育、墜落

制止用器具（安全帯）の使い方などといったものです。ま

た、作業員相互のコミュニケーション推進を目的として、企

業対抗の綱引き大会や駅伝大会などを企画・運営してい

ます。（現在はコロナ禍のため中止）

久保田　発電所内にはたくさんの作業員の方が働いてい

るため、各種情報の連絡ツールとして発電所内のイントラ

ネット「掲示板あおやま」を活用しています。掲示板では、

研修や献血の日程をお知らせしたり、作業に必要なマ

ニュアルや発電所内の交通規制状況などを確認できる

ほか、各種研修の申し込みを行うこともできます。また、研

修予定や地域で行われる行事を紹介する「かわら版あお

やま」を毎月発行して、地域の情報も作業員の皆さまにお

知らせしています。

ーお二人は具体的にどのようなお仕事を担当されて
いるのですか。
目黒　私は企業協議会の専務理事として会長や副会長

を補佐しています。発電所内で災害などが発生しないよう

業務を通じて、構内で働く作業員の皆さまが安全に、高品

質な作業を進めるためのお手伝いができることにやりが

いを感じています。

久保田　私は教育・研修に必要な事前準備や確認試験

の採点、認定証の発行などを担当しています。また、企業

協議会ではよろず相談も受け付けておりますので、自分な

りのアドバイスを伝え、やり取りの中で問題が解決したり、

相談に来られた方が元気になると嬉しくなります。

ー活動の中で苦労されたことや、印象に残っている
ことはなんですか。
目黒　発電所で働く皆さまの一体感の醸成を目的に

2017年に開催した構内駅伝大会では準備や調整に苦労

しましたが、様々な方の応援や協力を得て無事に開催で

き、発電所全体で一体感や達成感を深めることができた

ことはとても印象に残っています。

久保田　以前、怪我をした方が事務所に来られたことが

あり、体育大学出身の知識を生かして止血や消毒を行

い、同僚の方 に々驚かれたことです。

ー地域活動に参加されていると伺っています。どの
ような活動を行っているのですか。
目黒　神社の役員を15年以上継続して担当しています。

コロナ禍で町内主催の納涼会やどんど焼きは中止となっ

ていますが、道路清掃や草刈り活動には積極的に参加し

ています。また、柏崎地区交通安全協会の評議員としても

活動を行っています。

久保田　ものづくりの趣味を生かして、市内のコミュニ

ティセンターや柏崎エネルギーホールで開催される「フラ

ワークラフト」や「ハー

バリウム」などのお花を

使ったカルチャー教室

に、講師として参加して

います。

ー柏崎刈羽原子力発電所で働く一員として、地域の
方々へメッセージをお願いします。
目黒　企業協議会の取り組みや活動を通じて安全安心

な発電所づくりに貢献していくとともに、地域の一員として

地域の行事やボランティア活動にも積極的に参加し、地

域の皆さまとコミュニケーションを深めてまいります。

久保田　発電所で働く作業員の皆さまは、安全安心な

発電所となるよう日々作業されています。こうした発電所

が変わっていく様子を地域の皆さまにもぜひご自身の目

でご覧いただきたいと思いますので、ぜひ発電所に隣

接するサービスホールに足を運んでいただきたいと思

います。

vol.60

カルチャー教室で講師を
行う様子（久保田）

サービスホールでは、発電所構内のご視察も受け付けて
おります。フリーコール：0120-344-053
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柏崎市消防本部合同訓練を実施しました
　8月31日、2021年度第一回柏崎市消防本部合同訓練を実施しました。
この訓練の目的は、構内での火災発生時の消火活動を円滑に実施でき
るよう、当社社員で構成される自衛消防隊の力量向上と、柏崎市消防
本部との合同訓練を行うことにより相互のコミュニケーションを構築
することです。今回は以下のような訓練を行いました。
●発電所構内での林野火災を想定した現場指揮本部の設営・運営訓練
●柏崎消防との引継ぎ訓練
●延焼防止のための自衛消防隊による予防散水訓練　など
　引き続き、発電所は様々な災害に対応できるよう訓練を実施し、緊急
時の対応力の向上に努めてまいります。

訓練の様子（動画）

2020年度環境放射線および温排水等の
監視調査結果について

　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。
　9月6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、2020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

【当社による調査の対象と場所】

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。



■映画鑑賞会（Webアンケートからもお申し込みいただけます）
上映作品ごとに①～③までご希望の順番をご記入ください。

作品
上映日

「メリー・ポピンズ リターンズ」
12月3日（金）

「箱入り息子の恋」
12月2日（木）

ご希望人数
※2名さままで

18時

18時

14時

14時

10時

10時

上映回

人

人

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ます。右のQRコード
からご回答いただけます。発電所に対するご
意見・ご要望もご記入いただけます。

き
り
と
り
線

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発電所の一員として　
　 ④映画鑑賞会のご案内　⑤サービスホール10月の催し　
　 ⑥読者プレゼント　⑦へんしゅう後記
❷ ニュースアトムで取り上げてほしいテーマがあれば
　 お聞かせください。

❸ 現在の発電所についてお聞かせください。
　 ①信頼できる ②まあ信頼できる
　 ③あまり信頼できない ④信頼できない　
❹ 発電所に対するご意見や改善点など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。

Webアンケートはこちら

発電所公式SNS
発電所公式LINEアカウント
サービスホールなど発電所
の広報施設のイベント情報、
地域のお店とタイアップし
たお得なクーポン、地域の
美味しいお店を紹介する
オリジナルのグルメレポ
マンガを毎月配信中!

発電所公式インスタグラム
地元の「和み・癒し」をテーマに写真を投稿し
ています！

友だち追加はこちら

こちらからアクセス！

映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内
各回

200名さま
入場無料

(C)2013「箱入り息子の恋」製作委員会

「箱入り息子の恋」
第37回日本アカデミー賞ノミネート作品
監督：市井昌秀　主演：星野 源　
出演：夏帆、平泉成、森山良子、大杉漣、黒木瞳
［上映日］12月2日（木）
《１日３回上映》上映時間117分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時～

(C)2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

「メリー・ポピンズ リターンズ」
第91回アカデミー賞・第76回ゴールデン・グローブ賞ノミネート作品
監督：ロブ・マーシャル　主演：エミリー・ブラント　
出演：リン=マニュエル・ミランダ、ベン・ウィショー、エミリー・モーティナー
［上映日］12月3日（金）
《１日３回上映》上映時間131分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時～

Atom Information アトム・インフォメーション

恐慌時代のロンドン。バンクス家の長男マイケルは今では家庭を持つ
父親となり、父や祖父が働いていた銀行で臨時の仕事に就いていた。

金銭的な余裕はなく、妻も亡くし、融資の返済期限切れで家まで失う大ピンチ
に。そんな彼らの前に、あの、「メリー・ポピンズ」が風に乗って舞い降りてきた。
★みどころアカデミー賞５部門に輝いた名作映画「メリー・ポピンズ」の20年後を
描いた続編です。ディズニーのハッピーなミュージカル映画をお楽しみください。

大

■上映会場／柏崎市産業文化会館 １階文化ホール　柏崎市駅前2-2-45
■募集人数／上映各回200名さま（入場無料）
■応募方法／添付のはがき、Webアンケートまたは発電所公式LINEアカウントからご応募ください。お申し込み多数

の場合は抽選を行い、当選された方に入場整理券（はがき）をお届けします。入場整理券をお持ちでない
方も、当日のお席に空きがあれば鑑賞できるキャンセル待ちも行っています。

■注意事項／新型コロナウイルス感染拡大防止のため、37.5℃以上の発熱のある方や体調不良の方、マスクを着用されて
いない方は入場をご遠慮ください。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。

■応募締切／10月31日（日）当日消印有効
■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）

場と自宅を往復するだけの日々を送る天雫健太郎は、市役所勤務で彼
女いない歴＝年齢の35歳。そんな息子を見かねた両親は、本人達に代

わり親同士が見合いをする「代理見合い」をセッティング。健太郎はそこで出
会った目にハンデを抱えた女性・奈緒子に生まれて初めて恋に落ちるが…。
★みどころ今話題の星野源の映画初主演作品です。

職
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2021年10月10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／「谷根川を遡上するサケ」
　撮影場所：柏崎市青海川
　撮影時期：2020年11月

柏崎刈羽原子力発電所
《検索》

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

（2021年10月号）

お名前

ご住所

〒

電話番号

ふりがな

き
り
と
り
線

差出有効期間
2022年12月31日
まで

柏崎局
承　認

56 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

年齢　　　　　　歳

男・女・回答しない

ニュースアトムは、発電所PR施設（サービスホール、エネルギーホー
ル、カムフィ、き・な・せ）に設置しております。ご自由にお持ちください。
また、発電所ホームページなどWebでもご覧いただけます。

秋を迎え、梨やぶどう、マスカットな
ど美味しい果物が旬になりました！
フルーツの糖分は侮れないと分か
りながらも、ついつい食後のデザー
トに食べてしまいます。（西）

ようやく過ごしやすい季節となりました。これから、柏崎刈羽の
山々が紅葉しだします。私は、秋生まれだからという理由でつけら
れたこの名前が長らく好きではなかったのですが、真っ赤とはま
た違った鮮やかな色を映す木々たちを見て、綺麗な名前をつけて
もらったなと、年を重ねるごとに実感しています。（楓）

猫ちゃんも、フルーツたっぷり

タルトのベッドがお気に入り♪
猫ちゃんも、フルーツたっぷり

タルトのベッドがお気に入り♪

サービスホール10月の催し 参 加 無 料

工 作 教 室
土・日・祝 開催
毎月違った３種類の工作にチャレンジ♪
材料も道具もたくさんあるので、小さな
お子さまでも気軽にチャレンジできます。

難易度★ 難易度★★ 難易度★★★

ハロウィンゴースト こうもりメガネステッキ かぼちゃカップ

12時～13時を除く
開館時間

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（開館時間 9時～16時30分）
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