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１０月定例所長会見における千野所長挨拶内容 
 
 
○ １１月に行われる原子力総合防災訓練について 

 

すでに 10 月６日に原子力安全・保安院がお知らせしているとおり、当発電所は

国や自治体と協力して、４号機の事故を想定した総合的な防災訓練を、11 月９日と

10 日の２日間にわたって実施することになりました。この訓練は昨年 11 月に実施

する予定でしたが、中越大震災の影響で中止となったため、今回改めて行われるも

のです。 

 訓練当日は発電所から約 250 名、本店からは約 140 名が参加し、発電所と本店に

設置される各対策本部や、オフサイトセンターに設置される各機能班などと連係し

て訓練に対応する予定です。私は発電所で陣頭指揮をとりますが、オフサイトセン

ターには原子力・立地本部長である武黒が参加して、より実効性の高い訓練を実施

してまいります。 

  当発電所は、このような訓練を通じて、安全確保を最優先に発電所の運転に取り

組むのはもちろんのこと、原子力災害の発生や拡大の防止など、万が一の事故に対

しても備えを充実させ、地域の皆さまにご安心いただけるよう努めてまいりたいと

考えています。 

 なお、13 日午後には事前訓練も実施されます。今回はオフサイトセンターが中心

になると思いますが、11 月の訓練では、発電所内においてヘリコプターを使用した

「被ばく医療患者の搬送訓練」などを実施すると聞いております。 

 

 

○ ３号機の運転状況について 

 

３号機は第２給水加熱器に取り付けられている逃がし弁から低電導度廃液系サ

ンプに高温水が流入していたため、運転上には影響ありませんが、７日に計画的に

発電を停止して逃がし弁の点検を行いました。分解点検した結果、弁体と弁座のシ

ート面に傷があり、ここから高温水が流入していることが確認されたことから、シ

ート面を磨いて摺り合わせ調整を行い、機能の健全性を確認したうえで、13 日９時

30 分から原子炉を起動しています。その後の作業が順調に進めば、15 日には発電

を開始できると考えています。 

 設備の小さなトラブルをゼロにすることは難しいことですが、今回の事象のよう

に、兆候を察知した際には素早く手当てを施すとともに、速やかに公表して改修を

実施するなど、地域の皆さまにもご理解いただけるような透明性の高い、ご信頼い

ただける発電所を今後ともめざしてまいります。 

 

   



○ 東京で実施される電力の生産地と消費地との交流イベント（２つ）について 

 

１つ目は、新宿駅西口広場で行われる「でんきのふるさと発見！フェア」です。

これは今月 24 日(月)と 25 日(火)の２日間、当発電所と東京都、電源立地地域７市

町村が連携して行うイベントであり、東京で使う電気の約 4割は新潟と福島の原子

力発電所でつくられているという東京都のエネルギー事情や、立地地域の物産販

売・観光地のＰＲを行います。 

２つ目は、池袋サンシャインシティで行われる「でんきのふるさと新潟県 柏

崎・刈羽“じょんのび”フェア」です。こちらは来月５日(土)と６日(日)の２日間、

柏崎刈羽を「電気のふるさと」と位置づけて、郷土芸能である綾子舞の紹介や物産

品の販売などを行う秋の恒例イベントであり、今回で６回目の開催となります。こ

れらのイベントには、柏崎市・刈羽村・柏崎商工会議所様、柏崎観光産業振興協会

様にご後援いただいています。 

 当発電所としては、このような電力の生産地と消費地との交流イベントを通じて、

首都圏への電力供給の実態を消費地の方々にご理解いただくとともに、地元企業の

一員として、首都圏の皆さまに柏崎刈羽地域の魅力についてお知らせし、産業振興

や観光誘致につながるよう努めてまいります。 

 

 

以 上 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

１号機 第13回 ～
1,100MWe 第14回定期検査中 停止期間 H14.9.3 ～ (584日)

（S60.9.18運開） H17.6.14～

２号機 第10回 ～
1,100MWe 第11回定期検査中 停止期間 H15.3.10 ～ (481日)

（H2.9.28運開） H17.9.3～

３号機 第8回 ～
1,100MWe 点検停止中 停止期間 H17.1.18 ～ (116日)

（H5.8.11運開） H17.10.7～

４号機 第8回 ～
1,100MWe 運転中 停止期間 H16.8.7 ～ (231日)

（H6.8.11運開）

５号機 第11回定期検査中 第10回 ～
1,100MWe H17.7.4～H17.10.8 停止期間 H15.3.1 ～ (427日)

（H2.4.10運開） 現在調整運転中

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6回 ～
1,356MWe 運転中 停止期間 H17.3.1 ～ (115日)

（H9.7.2運開）
※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（％）

プリザーブドフラワー教室(き・な・せ)

③ 発電所発電電力量（MWh） 次回定例所長会見予定

シェイプアップウォーキング教室（カムフィー）

④ ドラム缶発生量（本）　　　　（H17年度第1四半期）

⑦ 来客情報

⑤ 使用済燃料貯蔵体数（体）（H17年度第1四半期）

プリザーブドフラワー教室(柏崎エネルギーホール)

サービスホール10月のミニイベント（サービスホール）

第113回名画鑑賞会（柏崎エネルギーホール）
サービスホール11月のミニイベント（サービスホール）

平成17年10月13日

H17.3.1 H17.8.2

H16.8.7 H17.4.20
H17.3.25

（原子炉起動H17.3.22）

H14.9.3

H15.3.1

（原子炉起動H16.6.28）

柏崎刈羽原子力発電所DATA・BOX（平成17年10月）

予定日995

6,134
10月20日

10月21日・22日

11月17日5%

H17.1.18 H17.6.8

【１号機】
　・９月22日から原子炉冷却材再循環系配管等の溶接部予防保全工事の施工前点検
　  を実施中。

【２号機】
　・９月18日からシュラウド点検を実施中。
　・９月30日から10月６日にかけて圧力抑制プールの点検を実施し、ゴミ（テープ
　　片・シート片）を回収した。

【３号機】
　・10月７日から第２給水加熱器に取り付けられている逃し弁の点検のため停止中。
　　(お知らせ済)

【５号機】
　・平成17年７月４日以来、第11回定期検査を実施してきたが、平成17年10月８日
　　に発電を開始し、11月上旬頃に総合負荷性能検査を受検し定期検査を終了予定。（原子炉起動H16.4.27）

（原子炉起動H17.6.20）

H16.7.10

H16.6.4

H16.5.14

11月1日～11月30日
11月24日・25日
11月18日

30%

年度累計（人）

597

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵体数

運転開始後累計

17,767
15,513

（9月末現在）15,229

7,878

11,292

710,351,314

協力企業
地域別比率

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵容量
使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ管理容量 16,081

21,645

貯蔵庫累積貯蔵本数
30,000

1,095

H16.10.15

（ 9月末現在）

77.6%
73.4%

当期発生本数

貯蔵庫保管容量

17年度累計

9　月 その他
　　　　　　小計

3,634,828
26,488,82217年度累計

過去１年間の運転状況

⑧ 今後の主なスケジュール

50%

協力企業
内容

（10月1日現在）

合計
5,139

10月1日～10月31日

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

従業員数
（人）

61.5%

H16.4.30

H16.11.10

（原子炉起動H16.10.12）

H16.8.3
H16.7.2

（原子炉起動H16.3.27）

H15.3.10

（ 9月末現在） ⑥ 構内従業員データ

H17.6.23

① 発電所運転状況

プラント名

H17.5.13

（原子炉起動H17.5.10）

9　月

現在の
運転（発電）状況

15%

東京電力

70%

合計
国外

地元
県内
県外

233
41,391

2,272

県外

36
6,854

3,181

1,365

9月（人）

協力企業社数（社）
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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)

県内

↑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↓

 原子炉自動停止↑

第11回定検による停止↓

第14回定検による停止↓

第11回定検による停止↑

原子炉手動停止↓


