
「鴎が鼻からの日本海」
柏崎市青海川●本社原子力部門の一部機能移転に伴う、事務所開所式を行いました［発電所ニュース］

●当社社員による有効期限切れ入構証の使用について ほか［発電所ニュース］
●365日・24時間発電所の安全を守ります［発電所の一員として］
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本社原子力部門の一部機能移転に伴う、
事務所開所式を行いました
　5月9日、柏崎市駅前のUKビルにて、本社原子力部門の一部機能移転に伴う事務所の開所式を行いました。
　開所式には原子力・立地本部長の福田や発電所長の稲垣が参加し、原子力改革の実現に向けて発電所と本社が一体
となり取り組むことの必要性について、改めて社員と共有しました。

「柏崎刈羽原子力発電所の志」について
　発電所では、所員や協力企業の皆さんも含めた発電
所で働くすべての人々の支柱となる決意・約束事項とし
て、「柏崎刈羽原子力発電所の志」を取りまとめました。
　この志の理解・共感活動を進め、実践していくことに
より、地域の皆さまから信頼される発電所を実現して
まいります。

【私たちが目指す姿】
●地域を愛し、地域に愛される発電所
●みんなが誇りを持って、笑顔で活き活きと働く発電所
●お客さまに選んでいただける発電所
※それぞれに紐づく13項目の決意・約束を実践してまいります

～移転を受けて～
柏崎刈羽原子力発電所 副所長  伊藤 英一郎
●発電所と本社がこれまで以上に一体となって、現場の設備などの状態を自ら
の目で確認・把握することを大切にして新たな発電所の未来を作っていきた
いと思います。

●私は、本社機能移転や職場環境改善などを担務し、発電所に勤務して半年に
なります。初めての日本海側の冬に厳しさも感じましたが、一面の雪景色に
は心が洗われました。

本社 原子力運営管理部保守管理グループマネージャー  竹本 尚史
●発電所との距離が縮まったことにより、これまで以上に、発電所のために
スピード感を持って仕事に取り組んでいきたいと考えています。

●私自身、新入社員の頃から発電所勤務の際は柏崎市・刈羽村に住んでおりま
したので、引き続き挨拶や地域活動を通じて、地域の皆さまともコミュニ
ケーションを取っていきたいです。

UKビルでは、発電所のサポートに携わる社員
43名が新たに勤務しています

本社機能移転についてのお知らせ
（3月30日会見資料）はこちら

詳細についてはこちら
（5月25日公表資料）

いとう えいいちろう

たけもと ひさし

〈わたしたちの基本姿勢〉
●『柏崎刈羽行動規範』を守ります
●人身災害・火災・ヒューマンエラー等から学びます
●現場・現物・現実に基づきカイゼンし、成長し続けます

〈地域のみなさまとのつながり〉
●誠実な情報発信に努め、いただいた声を活かしていきます
●地域の活動に積極的に参加し、地域の災害時にも貢献
　します
●地域の方と一体となり、地域の技術を活用する発電所
　をつくります

●人を大切にし、設備に愛着を持ちます
●一人ひとりが主役となり、自分の仕事に責任を持ちます
●すべての仲間と本気のコミュニケーションでつながります
　（解決に向け、納得するまで本音をぶつけ合う）
●お互いに信頼し合い、感謝の心で接します

●発電所を適切に運営し、安定・効率的に発電します
●新しい技術・知見を活用し、設備更新や運用改善に
　挑み続けます
●廃棄物排出を最少化し、環境負荷を低減します

わたしたち（発電所で働く全ての人々）の志＝「いい発電所にしよう」
わたしたちが目指す姿 わたしたちの決意・約束

地域を愛し、
地域に愛される
発電所

みんなが誇りを
持って、笑顔で
活き活きと働く
発電所

お客さまに
選んでいただける
発電所
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見張人は、乗車時に人定確認・手荷物確認
を実施。あわせて、読取装置※にて、乗車
する入構者の入構証データの集約を実施
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【問題点】
●構外駐車場では、データ集約の
みで、見張人は有効期限を確認
できない仕様となっていた

【問題点】
●バスは立ち乗りの乗員も多く、バ
スの中に入って個別に有効期限
を確認することが困難であった
●一括で有効期限を確認する際
の画面表示が小さく、見張人が
見落としやすい状況にあった

【改善点】
●ピストンバス以外は、一人ひとり有効期限を確認しているため、ピスト
ンバスも同様の運用とした
　（ピストンバスの乗員は、正門で下車し別のバスに乗り換え）

正門

※入構証データ読取装置

●読取装置による
　有効期限確認
●人定確認
●手荷物確認
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緊急時に備えた無人航空機（ドローン）の
操作訓練に参加しました

当社社員による有効期限切れ入構証の使用について
　2022年5月11日、発電所正門において、構外
駐車場と発電所構内を往復する通勤用のバス（ピ
ストンバス）に乗車していた本社所属の当社社員
が、入構証の有効期限が切れていることに気づか
ず入構していたことを確認しました。（有効期限で
ある同年4月30日以降、3回にわたり構内へ入構）
　原因調査の結果、当該社員の有効期限の確認
不足に加えて、運用上の問題点を特定しました。
（右図をご参照ください）
　なお、この事案は、故意に不正を図った事案では
なく、有効期限以外の確認項目である人定確認や手
荷物確認では問題の無いことを確認しております
が、改善措置活動を進めている中で、このような事
案が発生したことを大変重く受け止めております。
　「出入管理・監視システムの更新」や「人や車両
照合の機械化」等を進めており、今後も見張人へ
の負荷の軽減やパフォーマンスの向上に向けた
恒久的な対策を立案・実行してまいります。

　4月27～28日に福井県にある日本原子力発電（株）の美浜原子力緊急事態支援セン
ターにてドローンの操作訓練が行われ、発電所からは4名が参加しました。
　この訓練は、重大事故等により放射線量が高くなってしまった現場の調査や空間
線量率の測定等をドローンを用いて実施することで、対応要員の被ばくを可能な
限り低減させることを目的としており、各原子力事業者が定期的に参加しているも
のです。参加した所員は、航空法や飛行原理などの机上研修に加え、実際にドロー
ンを操縦しながら、操作の注意点を確認したり、模擬訓練などを行いました。今後
も様々な状況を想定した訓練を重ねることで、安全性の向上に努めてまいります。

詳細についてはこちら
（5月25日公表資料）
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365日・24時間発電所の安全を守ります。

発電所の安全を守るために、

昼夜を問わず

多くの警備員の皆さんが

警備にあたっています。

今回は、一連の事案を受け

改善措置活動に

取り組んでいる

警備部門の責任者と

協力企業の皆さんに

話を聞きました。
（2022年5月取材）
※撮影のためマスクをはずしています。

堀川 健
ほりかわ たけし

宮下 良之
みやした よしゆき

内山 豊広
うちやま とよひろ

品田 新
しなだ あらた

山﨑 俊光
やまざき としみつ

ProfileProfile

堀川 健
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
セキュリティ管理部長 兼 渉外・広報ユニット広報室
兼 柏崎刈羽原子力発電所 リスクコミュニケーター
福島県出身。柏崎市在住。1989年入社、柏崎刈羽原
子力発電所に配属。発電所設備の保全点検、検査業務
や本社でのトラブル対応業務に携わり、2020年より防
災安全部長を経て、2022年5月16日より現職に至る。
「最近の休日はテレビを見て過ごすことが多いですが、出かけ
てスポーツを観戦しながらビールを飲むのも大好きです。」

宮下 良之
新潟綜合警備保障株式会社
柏崎刈羽原子力警備支社 統括警備隊長
柏崎市出身。柏崎市在住。1998年入社。
柏崎刈羽原子力発電所で出入管理業務
や巡視業務等に従事。
「休日はテレビを見て過ごすことが多くなり
ました。高校に進学した次女がバドミントン
を始めたので、自身のダイエットも兼ね一
緒に楽しみたいと思っています。また、料理
が好きなのでよく娘たちに作っています。」

2022年5月16日に組織改編を行い、旧防災安全部のうちセキュリティに関わる部門を「セキュリティ管理部」として立ち上げました。
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vol.68

内山 豊広
新潟綜合警備保障株式会社　
柏崎刈羽原子力警備支社　
一般警備隊 第一警備隊長
新潟市出身。刈羽村在住。1995年入社。
柏崎刈羽原子力発電所で出入管理業務や巡
視業務に携わり、2014年より現職に至る。
「普段はテレビで様々なスポーツ観戦をし
ています。自分自身も、年齢を重ねても適
度に運動ができる体力を保つことが目標
です。」

品田 新
日本原子力防護システム株式会社
新潟事務所 柏崎刈羽防護隊 直責任者
刈羽村出身。刈羽村在住。2013年入社。
他発電所に配属され警備業務に従事し、
2021年4月より現職に至る。
「地元の青年会に所属しているので、地域
活動に参加しながら地域を盛り上げてい
きたいです。天気が良い日は緑豊かな刈
羽村のあぜ道をランニングして汗を流し
ています。」

山﨑 俊光
セコムジャスティック上信越株式会社
本社 業務部 次長【柏崎刈羽事務所駐在】
柏崎市出身。柏崎市在住。2006年入社。
2016年1月より柏崎刈羽原子力発電所
派遣隊として勤務。事務所長や他事業所
の管理業務を経て、2021年7月より現職
に至る。
「休日は、季節に合わせたスポーツを楽し
んでいます。目標は“生涯現役”。」

海

出入管理所発電所構内

正門

防護柵

放射線管理区域

防護区域周辺防護区域

ー警備部門とは、どのような仕事をしているのですか。
堀川　発電所の構内に出入りする人・車・物（荷物）につ

いてチェックを行ったり、核物質や施設を守るためのパト

ロールを行い、監視カメラなどの防護措置に異常がないこ

とを確認したりしています。

ー警備員の皆さんは、具体的にどのようなお仕事を
されていますか。
山﨑　私は発電所で勤務するセコム警備員の社員教育

や指導、育成を行っています。

宮下　私と内山は、発電所の正門において出入りする人

や車両、荷物のチェックや、発電所構内のパトロール業務

を行っています。

品田　区域によって、入域できる人や持ち込める物品が

異なりますので、私は周辺防護区域に入るための「出入管

理所」と呼ばれる入口でのチェック業務を行っています。

ー発電所正門では、先日も有効期限切れの事案
（P2にて紹介）が発生していますが、改善措置活動の
進捗は大丈夫でしょうか。
堀川　改善措置活動を進めている中、今回の事案を未

然に防げなかったことについては、常日頃からセキュリティ

の重要性を周知啓発している管理者として、とても残念で、

地域の皆さまに対しても大変申し訳なく思っています。既

に対策を行い、セキュリティ面での問題は解消しています

が、今後、システム更新や機械化といったハード面の充実

も注力してまいります。また、改善措置活動についても引き

続き一歩一歩着実に進めてまいります。

ー現場で働く皆さんは具体的に、どのような改善措
置活動に取り組んでいるのですか。
内山　発生の根本原因や、対策の目的・効果について警

備員一人ひとりがしっかりと理解し、愚直に取り組むことに

徹しています。発電所の安全を守るために、「小さな異常

も見逃さず、自分たちの目で異常を発見するんだ」という目

線で警備にあたっています。

品田　これまでの業務手順を見直すとともに、勤務姿勢

や振る舞いなどを責任者が毎日チェックすることで、不正

をさせない・許さない風土を醸成し維持するよう努めて

います。

山﨑　これまで発電所内に一任されていたセコム警備

員の社員教育について、本社が主体となり管理監督をす

ることにしました。二度と同じような事案を起こさないため

にも、高い品質と信頼を築けるよう社員教育に取り組ん

でいます。
（イメージ図）
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ー改善措置活動に取り組むことで、意識などの変化
はありますか。
山﨑　問題点や改善案に関する現場の意見を積極的に

取り入れています。これにより警備員たちのモチベーショ

ン向上に繋がってきました。また、指差呼称などの基本動

作に対し、これまで以上に実直に取り組んできたことで、

警備員としての自信を持ち、誇りを大切にする社員が増え

てきました。こうした社員一人ひとりの成長が、少しずつで

はありますが、職場や発電所全体のセキュリティレベルの

向上へ繋がるものと思っています。

堀川　私自身が現場に足を運び、警備員の皆さんと共に

活動をする中で、警備上の改善点や相談事について、現

場の声を直接伺うことが増えてきました。また、以前に比

べ発電所で働く皆さんと警備員の皆さんのコミュニケー

ションも活発になってきたと感じています。

ーコミュニケーションについて、実際に現場で感じて
いることはありますか。
内山　私自身がこれまで以上に元気な挨拶を心がけて

いることもあり、皆さんから気持ちの良い挨拶が返ってくる

ことが多くなりました。

品田　業務には緊張感を維持することが大切ですが、そ

の中での声掛けや挨拶を通じて、発電所で働く皆さんと

のコミュニケーションが活発になり、我々警備員の核防護

に対する使命感もより強く醸成されてきていると感じます。

宮下　挨拶も勿論ですが、様 な々対策に一緒に取り組ん

できたことで、警備部門の社員の皆さんとの距離が近く

なったと感じています。これからも共に、装置や仕組みの

対策に取り組みながら、我々警備員も規律正しく親切丁

寧に、その一方で見るべきも

のは厳格にチェックをできる

ような教育を進めていきます。

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。
内山　私はこの地に住んで26年になります。発電所の安

全を守る一員として、これからも地域の皆さまに安心して

いただけるよう努力していきます。

宮下　地域の皆さまから応援していただけるような発電

所になるため、私たちの業務を通じて、警備員だけでなく

構内で働くすべての人が、自分にも発電所を守る責任が

あることを認識できるような、核セキュリティの高い職場環

境を目指します。

品田　自らの地元でもあるこの地を自分自身で守ることを

心に刻み込み、社員一丸となって地域のため、発電所の

安全のために努力していきます。　　　　　　　　

山﨑　私たちの会社では、上信越地方の３県下にて地域

密着で「安全・安心」を提供しています。発電所の警備業

務を通じて、柏崎刈羽地域の皆さまの「安全・安心」という

社会インフラを支えていきます。

vol.68

小山 雄司
核セキュリティ施設運用グループ
私はこの春から警察OBとして、これま
での知識や経験を活かし、改革の補

助に取り組んでおります。警察組織でも、以前に不祥
事を踏まえた改革を行いましたが、優れた機械・シス
テムを導入するだけでなく、最後は警備担当者の「自ら
の目でチェックをするんだ」という強い気持ちが大切だ
と思っております。信頼回復には長い時間と真心が必
要です。地域の皆さまから安心安全だと思っていただ
ける発電所づくりのため、尽力してまいります。

堀川部長と共に
改善措置活動に挑む所員から

こやま ゆうじ

木村 賢司
核セキュリティ運営管理グループ
堀川さんは、セキュリティ管理部の顔
であり、メンバーみんなに愛される上司

です。辛いことや苦しいこともあるかと思いますが、そん
なことは感じさせず常にメンバーのことを気にかけてく
れます。そんな姿に、一緒に改革を進めたい、共に頑張
りたいと感じています。これからも、堀川さんの背中を見
ながら、部門一丸となって難題に立ち向かっていきたい
と思います。

きむら けんじ

正門での朝の挨拶運動などを通じて、
率先してコミュニケーションの推進に
努めている堀川部長



■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

「瞽女 GOZE」
8月19日（金）

「そして、バトンは渡された」
8月20日（土）

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

き
り
と
り
線

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
からアクセスしてください。発電所に対するご
意見・ご要望もご記入いただけます。

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など
を毎月配信中！
★クーポンなどの協力店
さまを募集しています★

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！
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※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。

■読者プレゼントに応募する
ご希望の方は右記に◯をお付けください。

❶ 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
❷ 今月号の記事「発電所の一員として（警備部門）」（P3～5）
　 をご覧になってのご感想やご意見をお聞かせください。

❸ 皆さまからいただいた声を発電所の業務に活かしていきたい
　 と考えております。発電所に対するご意見や改善点などが
　 ありましたらお聞かせください。

映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内
各回

200名さま
入場無料

(C)2020 映画 瞽女 GOZE 製作委員会

「瞽女 GOZE」
監督：瀧澤正治　主演：吉本実憂　
語り部：奈良岡朋子　出演：冨樫真、小林綾子、
小林幸子、渡辺美佐子、渡辺裕之
［上映日］8月19日（金）
《１日３回上映》上映時間109分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時～

(C)2021 映画「そして、バトンは渡された」製作委員会

「そして、バトンは渡された」
第45回日本アカデミー賞最優秀主演・最優秀助演女優賞ノミネート作品　
監督：前田哲　原作：瀬尾まいこ　主演：永野芽郁
出演：田中圭、石原さとみ、岡田健史、稲垣来泉、大森南朋
［上映日］8月20日（土）
《１日３回上映》上映時間137分
［上映開始時間］●10時～ ●14時～ ●18時～

のつながらない親の間をリレーされ、これまで4回も名字が変わった優子。
現在は義理の父・森宮さんと2人で暮らす彼女は、様々な悩みを抱えなが

ら日々を送っていた。一方、夫を何度も変えながら自由奔放に生きる梨花は、娘に
精いっぱいの愛情を注いでいたが、ある日突然、娘を残して姿を消してしまう…。
★みどころ第16回本屋大賞を受賞したベストセラー小説の映画化です。２つの家族
の“命がけの嘘”と“知ってはいけない秘密”とは？心が温かくなる泣ける作品です。

血

■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。
感染症の状況によっては、鑑賞会を中止・延期とする場合がございます。

■応募締切／7月18日（月）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）

後３カ月で失明したハルは２歳の時に父と死別し、盲目のために７歳で瞽女にな
る。それまではやさしかった母のトメは、心を鬼にしてハルを厳しくしつける。そ

れは、母親が子を思う愛情の深さだった。そんな母親のやさしさに気づかぬまま、ハルは
８歳で初めての巡業の旅に出る…。★みどころ三味線を奏で語り物などを歌いながら、
各地を門付けして歩く盲目の女旅芸人・瞽女（ごぜ）。国の無形文化財保持者でもある三
条市出身の最後の長岡瞽女故・小林ハルさんの半生を描いた感動の人間ドラマです。

第169回

生
瞽女 GOZE

Atom Information アトム・インフォメーション
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2022年6月5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／「鴎が鼻からの日本海」
　撮影場所：柏崎市青海川
　撮影時期：2021年6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

（2022年6月号）

お名前

ご住所

〒

電話番号

ふりがな
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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、発電所広報施設（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。

今年はえんま市と花火大会が開催
予定と知り、今からわくわくしてい
ます。こうやって少しずつ、活気あ
ふれる日常が戻ってくることを楽し
みにしています。（西）

私には中学生の妹がいます。先日、妹が
修学旅行に行く直前に喧嘩してしまい、
「お土産は買わない」と言われてしまった
のですが、とてもかわいいピアスとヘア
ゴムを買ってきてくれました。かわいい
妹です！(楓)

工 作 教 室 土・日 開催
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。

開館時間：9時～16時30分
※12時～13時を除く 4月30日（土）・5月1日（日）に行った

イベントでは、たくさんの方に
ご来場いただきました。

難易度★ 難易度★★ 難易度★★★

でんでんメジャー 七夕ふうりん あじさいカップ

サービスホール6月の催し 参 加 無 料

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）

ありがとうございました

私たちは毎日お外監視で大忙し！

遊んでいる暇はないわよ！私たちは毎日お外監視で大忙し！

遊んでいる暇はないわよ！
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