
 

   

平成 22 年８月５日 

 

８月定例所長会見における横村所長挨拶内容 

 

 

○ 所長の横村でございます。本日は、私の方から４点申し上げます。 

 

○ まずは、プラントの点検・復旧状況についてです。 

１号機につきましては、平成 19 年７月の新潟県中越沖地震の発生以降、安全を  

第一に点検・復旧、耐震強化工事などに努め、今年５月 31 日には原子炉を起動し、

その後、６月６日には発電を開始いたしまして、プラント全体の機能試験などを  

一つ一つ着実に進めてまいりました。この結果として、昨日、経済産業省による  

総合負荷性能検査を終え、定期検査終了証を受領し、営業運転に移行いたしました。 

中越沖地震の発災以降、３基目の営業運転再開となりますが、これまでにご支援

賜りました地域の皆さま、ならびにこれまでお世話になりました多くの関係者の 

皆さまに、改めて厚く御礼を申し上げます。 

安全を第一に、細心の注意をもって、プラント運営にあたってまいります。 

 

１号機以外のその他のプラントについては、５号機は、国や県の審議結果、また

地元自治体のご意見などを踏まえながら、適切に今後の対応をしてまいります。 

残りの２～４号機につきましても、耐震強化工事については、屋根トラスや排気

筒の強化が全号機で終了しておりますが、それ以外の主要な設備については、準備

が整ったところから耐震強化工事等を順次進めております。点検・復旧や解析作業、

耐震強化工事等については、人的資源を最大限に活用しながら、一つ一つ着実に  

進めているところであり、現時点では３号機の点検・復旧作業が比較的進んでいる

状況です。こうした状況については適宜皆さまにもお伝えしてまいります。 

 

○ ２点目は、「ふれあい訪問」の活動実績についてです。 

すでにご案内のとおり、７月 20 日から８月１日までの約２週間の期間において、

発電所の社員がご家庭を訪問させていただき、地域の方々の声を直接お聴きする  

「ふれあい訪問」活動を実施いたしました。 

今回のこの活動では、発電所員約 140 名が地元柏崎市・刈羽村を中心とした地域

の皆さま約 800 世帯を訪問し、発電所の状況をご説明するとともに、皆さまから  



 

   

当発電所に関するご意見やご要望をお伺いいたしました。 

私自身も、ふれあい訪問活動の初日に地域の皆さまのお宅を訪問し、発電所の  

活動や私どもの取り組みに対する地域の皆さまからのご意見やご要望を直接お聴き

した次第です。 

具体的には、「安全を第一にお願いしたい」、「何かあればすぐにお知らせして  

もらいたい」というお話をいただくとともに、「広報活動を積極的に行っており  

発電所が身近になってきた。復旧工事が順調に進んでおり、温かく見守っている」

等の励ましの声などもいただきました。 

 

今後もこうした様々な機会を通じて、地域の皆さまとのふれあいを深め、地域の

皆さまの声やご意見をしっかりと受け止め、発電所の運営に努めてまいります。 

 

○ ３点目に、ＷＡＮＯピアレビューについてお伝えいたします。 

当発電所では、今月 19 日から約２週間、世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ）

のピアレビューを実施いたします。 

ＷＡＮＯは、世界約 40 カ国の原子力発電事業者が加盟し、会員相互の良好事例を

学ぶことにより、原子力発電所の運転の安全性と信頼性を最高水準に高めることを

目的にしています。 

ピアレビューはこの活動の一つで、豊富な運転や保守の経験を有するＷＡＮＯの

メンバーで構成された国際チームが、特定の発電所に滞在し、発電所員や作業員の

方々の操作や作業などを詳しく観察し、他の発電所に紹介すべき優れた取り組みや、

一方、世界のベストプラクティスに照らして更に改善を進める必要がある分野など

について評価する活動です。当発電所では 1999 年３月の実施に次いで、２回目と  

なります。 

 

当発電所においては、これまでも運転管理や保守管理などさまざまな面において、

品質の向上や信頼性の確保に努めてまいりました。このたびのＷＡＮＯのピアレビ

ューによって得られる評価についても参考としながら、「災害に強い世界に誇れる発

電所」となれるよう、一層の高みを目指し、改善に向けて取り組んでまいります。 

 

 

http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=501
http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=151


 

   

○ ４点目は、社会貢献活動や地域へのボランティア活動についてです。 

先月 23 日に、新潟県庁において、平成 22 年度新潟県献血功労者表彰式が執り  

行われ、当社と発電所構内の協力企業で構成している柏崎刈羽原子力企業協議会が、

厚生労働大臣の感謝状を受賞いたしました。同協議会においては、社会貢献の一環

として長年にわたり献血運動の推進に積極的に取り組んできておりますが、この実

績が認められたものと考えており、大変喜ばしく思っております。今後もこの取り

組みを継続してまいりたいと考えております。 

また、当発電所においては、地域の一員として、さまざまなボランティア活動に

積極的に取り組んでおります。今年度は、夢の森公園の森作り活動や柏崎潮風マラ

ソンのボランティアスタッフへの参加、えんま市や柏崎ぎおん祭りの花火大会後の

清掃など、地域の皆さまと一体となった活動を行っております。 

 

今後とも地域とともに歩む発電所として、また地域の一員として、さまざまな形

で社会貢献や地域活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○ 本日、私からは以上です。 

                       

以 上 

 

添付） 

・柏崎刈羽原子力発電所ＤＡＴＡ・ＢＯＸ 

・プレス公表（運転保守状況） 
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１号機 第15回 ～ 【１号機】

110万kW 停止期間 H19.5.4 ～ (1130日) 　・8月4日に営業運転開始。（お知らせ済み）

（S60.9.18運開）

２号機 第11回 ～
110万kW 停止期間 H17.9.3 ～ (114日)

（H2.9.28運開） 停止期間：H19.2.19～

３号機 第9回 ～
110万kW 停止期間 H18.5.12 ～ (77日)

（H5.8.11運開）

４号機 第9回 ～
110万kW 停止期間 H18.4.9 ～ (250日)

（H6.8.11運開）

５号機 第11回 ～
110万kW 停止期間 H17.7.4 ～ (97日)

（H2.4.10運開）

６号機 第8回 ～
135.6万kW H19.5.24 ～ -(39225日)

（H8.11.7運開）

７号機 第9回 ～ 【７号機】

135.6万kW H22.4.18 ～ (72日) 　・7月23日に営業運転開始。（お知らせ済み）

（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（％） （8月2日現在）

柏崎市 ジュニアサイエンスアカデミー2010

刈羽村 発電所構内見学バスの運行　（サービスホール）

その他 トールペイント教室

③ 発電所発電電力量（万kWh） 小計 　　　　　【柏崎会場】8月19･20日　（柏崎エネルギーホール）

　　　　　【刈羽会場】8月21日　（き・な・せ）

にいがたキッズプロジェクトＩＮ柏崎・夢の森公園　（夢の森公園）

Ｃomfy　サイエンススクール　（カムフィー）

次回定例所長会見予定

④ ドラム缶発生量（本）　　　　（H22年度第1四半期）
※「比率」について端数処理の関係で数値と計が合わない場合がある。

⑦ 来客情報（人）

⑤ 使用済燃料貯蔵体数（体）（H22年度第1四半期）

東京電力 協力企業

30%

－6,100

2,048

9月9日

2,726
6%

50%

7,252 8月20日

869

8月20日

31882

4,052

8月13～16日

1,052
101

H22.1.19

15%1,008
70%

比率

H22.7.23

H17.9.3

（原子炉起動H17.10.8）

H17.12.25

H18.9.15

（原子炉起動H18.7.24）

H18.12.14

（原子炉起動H18.12.11）

（原子炉起動H17.12.22）

M33.1.0

H18.5.12

H17.11.2
H17.10.8

H18.4.9 H19.1.11

H18.7.27

H17.7.4

H19.5.24

柏崎刈羽原子力発電所DATA・BOX（平成22年8月）
平成22年8月5日

H22.8.4

H18.5.9

補足説明前回定期検査

H22.6.6

過去１年間の運転状況

H19.5.4

（原子炉起動H22.5.31）

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵体数 12,820

（7月末現在）

協力企業社数（社）

県内

貯蔵庫累積貯蔵本数
貯蔵庫保管容量

100

1,152

県外

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ管理容量
使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ貯蔵容量

6,879
年度累計

1,741
7月45,000

287
合計

① 発電所運転状況

プラント名

第10回定期検査中

現在の
運転（発電）状況

第12回定期検査中

運転中

国外

地元
県内

97
県外

16,915
22,479

286,569

710,429

1,021
29,577

82,414,690

23,009

100%

841

1,596 5,820
10,0233,024

6,458

（7月末現在）

合計

46.9%

運転開始後累計

65.2%
29.5%

7　月

当期発生本数

22年度累計
運転開始後累計

7　月
22年度累計

運転中
（原子炉起動H22.6.26）

（7月末現在）

（原子炉起動H22.1.6）

⑥ 構内従業員データ（人）

H22.6.28

H22.4.18

停止期間：H19.9.19～

停止期間：H20.2.11～

第12回定期検査中

運転中

停止期間：H18.11.24～

第10回定期検査中

内容予定日

8月19･20･21日

⑧ 今後の主なスケジュール

8月7･8日

  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/nu/kk-np/index-j.html

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12回定期検査中
　 　　定検停止期間：H19.2.19～

第９回定検による停止↓

第12回定検による停止↓

第12回定検による停止↓

第15回定検による停止↓

第10回定検による停止↓

第10回定検による停止↓

　　第10回定期検査中
　 　　定検停止期間：H19.9.19～

　　第10回定期検査中
　 　　定検停止期間：H20.2.11～

　　第12回定期検査中
　 　　定検停止期間：H18.11.24～

↑燃料取り替えのため計画停止

↑不具合調査のため計画停止

定検停止期間：H19.5.24～H21.8.31　（831日）
H21.12.26～H22.1.8　（14日）

（原子炉起動H21.1.6）



平成22年８月５日
定例所長会見資料

No. お知らせ日 号　機 件　名 内　容

① 7月9日
発電所
構内

屋外作業にともなう病人の発生について
（区分Ⅲ）

ー

② 7月26日
発電所
構内

発電所構内（屋外）における蜂刺されについて
（区分Ⅲ）

ー

③ 8月3日 ３号機
原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について
（区分Ⅲ）

ー

プレス公表（運転保守状況）
～中越沖地震関連を除く～
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