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４月定例所長会見における千野所長挨拶内容 

 

               

○ 平成 17 年度の当所の経営方針について 

当所としては、発電所を取り巻く情勢やこれまでの取り組み状況を踏まえて、17

年度の経営方針を「安全安定運転の継続と地域共生への積極的な取り組みにより信

頼を得る」こととして、「プラントの安全安定運転」、「作業安全の向上」、「社内外

とのコミュニケーション強化」、「情報公開の徹底」、「地域共生」並びに「企業倫理・

法令遵守の徹底」に取り組んでまいります。 

「プラントの安全安定運転」「作業安全の向上」として、業務品質向上に向けた

プロセス改善活動の定着をはかるとともに、ＩＳＯ9001 取得に向けた取り組み、安

全確保・品質管理を徹底してまいります。また、特別管理職が現場に足を運ぶ回数

を増やし、現場でのコミュニケーションの活性化に努めます。 

「社内外とのコミュニケーション強化」では、地域住民の皆さまへの情報発信、

トラブル情報や運転保守情報の迅速な公表を一層進めてまいります。また、協力企

業および所員へのわかりやすい情報提供や改善提案への迅速処理を通じてコミュ

ニケーションの強化に努めます。 

「地域共生」は、これまでの「夢の森公園」や刈羽共生事業を地域の方々のご理

解をいただきながら着実に進めていくとともに、当社の資源や地域のニーズを再確

認し、地域の発展に向けた貢献や望ましい活動について、地域の皆さまとともに検

討してまいりたいと考えています。 

こうしたことに、一つひとつ確実に取り組むことで、「社会の信頼」、「地域の皆

さまからの信頼」を得てまいりたいと考えています。 

 

 

○ ヒューマンエラーについて 

当所では、基本動作の徹底や十分な作業前検討、個々のトラブル評価や再発防止

対策の検討・実施など、これまでも様々な角度からヒューマンエラーの防止、低減

に取り組んでまいりました。また、昨年 12 月からは協力企業を含め、発電所全体

で重点テーマを決めた「ヒューマンエラー防止強化運動」を展開するなど、再発防

止に努めているところです。 

徐々に効果を挙げてはいるのですが、３月に入りヒューマンエラーが重なったこ

とを踏まえ、４月６日に、新潟県から、最近発生しているヒューマンエラーに関し

て作業管理の徹底のご要請をいただきました。 

当所といたしましてもこれを真摯に受け止め、ミスの低減に向けた対応を検討し

ご報告するとともに、発電所で働く 5,000 人が今一度気を引き締めて取り組んでま

いります。 

 

 



○ 社内ボランティアの活動について 

中越大震災で被災された約 3,000 戸以上のご家庭が、今も約 60 箇所の仮設住宅

での生活を余儀なくされています。厳しい冬を経て桜の花が咲く時節となりました

が、被災された皆さま方のお気持ちを察するに余りあるものがございます。 

「被災された方々のお気持ちが少しでも和らぐように」と、当社の有志の発案に

より、ボランティア活動の一環として、手作りのプランター花を中越地区の仮設住

宅にお届けすることとなりました。現在、当社の全社員を対象にボランティアを募

集しており、５月中旬から６月上旬には、柏崎市、刈羽村を含め仮設住宅にお住ま

いの方々のもとへ季節の花々をお届けできるものと思います。この活動は、社員有

志の自主的なボランティアを基本としておりますが、当社としても側面支援するこ

ととしております。 

 

 

○ 第１回「電気のふるさと観光展」について 

３月 22 日から 25 日にかけてＪＲの品川駅と上野駅で開催し、４日間で約 14 万

人の方々にこの観光展をご覧いただきました。ご覧いただいた方々からは「新潟の

夕日は美しい」、「機会があれば是非見に行きたい」などの声とともに、電力のふる

さと（生産地）である新潟県への理解を深めていただくことができ、盛況のうちに

終了いたしました。 

  このイベントで好評を博した「新潟の夕日」などの写真を集め、４月 23 日から

25 日の間、このエネルギーホール１階展示室において、「電気のふるさと新潟・福

島写真展」を開催する運びとなりました。展示する写真の中からこちらに３点ほど

ご用意いたしましたが、このような美しい新潟の夕日を多数展示しておりますので、

ご都合がよろしければ、是非お越し下さい。 

 

 

以 上 
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１号機 第13回 ～
1,100MWe 運転中 停止期間 H14.9.3 ～ (584日)

（S60.9.18運開）

２号機 第10回 ～
1,100MWe 運転中 停止期間 H15.3.10 ～ (481日)

（H2.9.28運開）

３号機 第7回 ～
1,100MWe 第８回定期検査中 停止期間 H14.8.10 ～ (618日)

（H5.8.11運開） H17.1.18～

４号機 第7回 ～
1,100MWe 第８回定期検査中 停止期間 H15.1.7 ～ (200日)

（H6.8.11運開）

５号機 第10回 ～
1,100MWe 運転中 停止期間 H15.3.1 ～ (427日)

（H2.4.10運開）

６号機 第6回 ～
1,356MWe 運転中 停止期間 H16.7.10 ～ (98日)

（H8.11.7運開）

７号機 第5回 ～
1,356MWe 第６回定期検査中 停止期間 H15.9.23 ～ (119日)

（H9.7.2運開） H17.3.1～
※プラント名欄に記載してある出力は「定格電気出力」

② 発電所設備利用率（％）

電気のふるさと　新潟・福島写真展（柏崎エネルギーホール）

サービスホールＧＷイベント（サービスホール）

次回定例所長会見予定

③ 発電所発電電力量（MWh）
発電所で植樹＆遊びいっぱい！クラフト教室（サービスホール）

④ ドラム缶発生量（本）　　　　（H16年度第3四半期）

⑦ 来客情報

⑤ 使用済燃料貯蔵体数（体）（H16年度第3四半期）

柏崎刈羽原子力発電所DATA・BOX（平成17年4月）
平成17年4月14日

H15.9.23 H16.2.18

H15.1.7 H15.8.20
H15.7.25

（原子炉起動H15.7.22）

H14.9.3

H15.3.10

（原子炉起動H16.6.28）

H14.8.10 H16.5.25

H15.3.1 H16.6.4

合計

予定日1,018

H16.4.30

5,070
４月23日～25日
４月29日～５月８日

内容

H16.11.10
H16.10.15

（原子炉起動H16.10.12）

H16.1.19

54.6%

５月12日
第110回名画鑑賞会（柏崎エネルギーホール）

H16.5.14

H16.8.3
H16.7.2

（原子炉起動H16.3.27）

2,296 14,947
17,799

77%

（3月末現在）
年度累計（人）

487

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵容量

25,143
574

58,463
73使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ管理容量 15,630

21,194

10,828使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵体数

運転開始後累計 県外
54,889,382
683,862,492

協力企業
地域別比率3　月 その他

　　　　　　小計

当期発生本数

貯蔵庫保管容量
貯蔵庫累積貯蔵本数

30,000

508
13,213

補足説明

運転開始後累計

刈羽村
柏崎市

前回定期検査

H16.4.8

５月20・21日

【１号機】
　・平成17年２月４日の蒸気漏えいに伴う原子炉手動停止については、３月11日に原子炉
　　を起動、３月13日に発電を開始。（お知らせ済み）

【２号機】
　・使用済燃料貯蔵プール、リラッキング工事中。
　
【３号機】
　・第８回定期検査中。

【４号機】
　・平成16年８月７日以来、第８回定期検査を実施してきたが、３月22日に原子炉を起動、
    ３月25日に発電を開始し、現在調整運転中。（お知らせ済み）
　・原子炉冷却材再循環系配管の補修工事終了。
　
【５号機】
　・使用済燃料貯蔵プール、リラッキング工事中。

【７号機】
　・第６回定期検査中

過去１年間の運転状況

⑧ 今後の主なスケジュール

16年度累計

16年度累計

東京電力

H16.4.18

（原子炉起動H16.4.14）

（原子炉起動H16.4.27）

（原子炉起動H16.1.16）

H16.7.10

（ 3月末現在） ⑥ 構内従業員データ

① 発電所運転状況

プラント名

3　月

現在の
運転（発電）状況

合計

地元
県内
県外
国外

5,272

1,193
1,710

（4月1日現在）

3月（人）

協力企業

協力企業社数（社）

従業員数
（人）

23%

19%

76.3%
77.8%

3,334,452
（ 3月末現在）

６月４日

4,052

51%
7%

テレフォンサービス　0180-99-2277
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.tepco.co.jp/kk-np/

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部
0257-45-3131(代)

↑第10回定検による停止

県内

↑第6回定検による停止

↓原子炉自動停止

第8回定検による停止↑

原子炉自動停止↑

第8回定検による停止↓

原子炉手動停止↑

第6回定検による停止↓

第８回定期検査中
H16.8.7～H17.3.25
現在調整運転中


