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　公益社団法人茨城原子力協議会は、１月10日（水）、
新春のつどいを水戸プラザホテルで開催しました。
　大井川知事をはじめ、国会議員、県議会議員、協議
会の会員となっている県内の市町村や原子力事業者な
ど合わせて300余名が参加しました。
　協議会の内山会長は、主催者代表挨拶の中で「茨城
原子力協議会では、県民に広く、原子力及び放射線の
正しい理解をしていただく努力をずっと積み重ねてき
ている。また、当協議会が運営している原子力科学館
のリニューアルにかかる基本構想策定委員会を設置
し、多くの専門家の意見を聞き、新しい時代に向けた
より魅力ある施設に変えていこうと思っている。併せ
て、来年度は身近な放射線利用について当協議会の広
報紙『かがやき』に連載することで、県民の皆様に放
射線に関する理解促進を進めていきたい。」と述べま
した。
　来賓の大井川知事は、「今日、原子力の利活用が
社会の幅広い分野で進んでおります。本県でも、
J-PARCにおける最先端の研究開発が進められており、
中性子医療研究センターにおいても、来年度からガン
治療法の臨床研究が予定されています。このような取
り組みを着実に本県の発展に繋げていく上でも利用に
あたっての『安全性の確保』が何より重要な課題であ
ります。
　こうした中で、原子力や放射線などに関わる正確な
知識や情報をきちんと提供し、県民の皆様の安全、安

心に繋げていくことがますます重要であります。長年
にわたり、原子力や放射線に関する情報の発信と普及
啓発に取り組んでこられた協議会の皆様が果たす役割
はこれまで以上に大きいと考えております。」と挨拶
しました。
　さらに、国会議員を代表して岡田議員、茨城県議会
議員を代表して中村防災環境商工委員長、原子力施設
が立地する地元の県議会議員を代表して田山議員から
ご挨拶をいただきました。
　また、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、
守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、
美浦村、阿見町、河内町、利根町の13市町村及び（株）
アトックスの展示ブースを設置しました。
　なお、茨城原子力協議会は平成29年度の活動状況
及び放射線の飛跡が見える霧箱を展示しました。

平成30年新春のつどい開催

内山会長 大井川知事 岡田参議院議員 中村県議会議員 田山県議会議員

坪井かすみがうら市長による乾杯

国会議員 県議会議員 市町村長
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　原子力協議会では、平成29年11月27日から12月８
日までの２週間にわたり、一般財団法人原子力国際協
力センター（JICC）の業務委託により、ポーランド
政府及びポーランドの原子力事業会社（PGE EJ1）の
技術者10名を受け入れ、「原子力安全・放射線防護コー
ス」の講座を実施しました。
　講座の内容は、原子力安全、放射線防護、燃料・運
転管理の三つのテーマに分け、原子力安全では福島原
発事故の概要から教訓をはじめ、日本の原子炉安全系
のシステムや安全評価法の手法を学び、放射線防護で
は日本における被ばく管理、環境モニタリング、緊急
時対策などを学びました。燃料・運転管理においては

PWR,BWR燃料の設計や炉心燃料の管理や調達戦略な
どを学びました。
　また、日立GEニュークリア・エナジー株式会社の
日立工場、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
のNSRR、三菱原子燃料株式会社東海工場、福島第二
原子力発電所における事故の状況などを視察しました。
　協議会として海外研修生を受け入れて講座を行う事
業は、平成28年度を含めて2回目であり、初めて経験
することが多々ありましたが今回の講座を終えて参加
者から非常に満足したとの感想をいただきました。こ
の講座でご協力して頂きました関係者の皆様に改めて
感謝いたします。

海外原子力技術者養成講座の開催

三菱原子燃料株式会社東海工場

第3回講座の様子

　私が高萩市職員として放射線対策担当になってから
３年が経過し、その間、資料や本を確認しながら、何
とか業務に支障がないようにと努めてまいりました。
そのような中、今年度、茨城原子力協議会主催の「放
射線・原子力の基礎講座」が、本市で開催されるとい
うことになりましたので、総合的な知識を習得できる
機会であると考え、参加させていただくことにいたし
ました。
　申し込みはしたものの、学生時代、理科系の科目を
苦手としておりましたが、低線量の放射線と高線量の
放射線の違いを一匹の蚊と千匹の蚊に例えて説明して

くださるなど、分かりやすくかみ砕いて説明していた
だけました。そのように身近なものに例えて教えてい
ただけましたので、大変面白く講義を受けることがで
きました。
　このように、第１回は基礎的な内容から始まりまし
たが、回を追うごとに、原子力事故の安全・防災対策
や放射性廃棄物、第4回の日本と世界のエネルギー問
題と、原子力に関する様々な問題や課題に焦点をあて
る内容となっていき、放射線についてのみならず、幅
広い問題についていろいろと考えるきっかけをくださ
り大変有意義な講座でした。

平成29年度「放射線・原子力の基礎講座」に参加して　高萩市役所　危機対策課　長久保 有子

日立GEニュークリア・エナジー株式会社日立工場

第4回講座の様子
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　平成29年６月６日、大洗研究開発センター燃料研
究棟で汚染・被ばく事故を発生させ、県民の皆様に多
大なる御心配と御迷惑をおかけしたことを改めてお詫
び申し上げます。

～事故の経緯と作業員の状況～

　事故は、燃料研究棟の管理区域内の108号室におい
て作業員５名が核燃料物質の入った貯蔵容器をフード
内（図１）で点検していたところ、貯蔵容器内の核燃
料物質を封入していた二重の樹脂製の袋が破裂して発
生しました（図２）。この事故による外部環境への影
響はなく、被ばくした作業員は健康上の問題もなく現
在職場に復帰しています。

～事故原因の調査と現場復旧～

　樹脂製の袋が破裂に至った原因は混入有機物のα線
分解によるガス発生が主要因であることを特定しまし
た。また、半面マスクを分析した結果、顔面に付着し
た汚染等がマスク面体と顔面の隙間に入り込み、内部
被ばくを引き起こしたと推定されました。一方、事故
現場である108号室については、除染作業を着実に進
め、昨年10月に立入制限区域を解除するとともに、
茨城県及び関係自治体の立入調査により施設の安全確
保状況に関する確認を受けました。

～組織的な要因の分析と再発防止策～

　事故発生に至った組織的な要因については、外部専
門家による評価を受けながら分析を進めました。その
結果、根本的な原因として「保安活動を改善する取組
ができていなかった」、「潜在的リスクに対して慎重さ
が足りなかった」、「上級管理者の役割を果たしていな
かった」ことを特定しました。　
　これらの原因分析結果を踏まえ、核燃料物質の管理
基準の策定、上級管理者による課題把握と保安活動改
善の徹底等の対策を策定し、再発防止に向けた取組を
機構全体で実施しています。

～報告書提出と原子力規制委員会による評価～

　昨年12月27日に、法令又は安全協定に基づく報告
書を原子力規制委員会と関係自治体に提出するととも

に、茨城県知事からの要請に対する報告書を茨城県に
提出しました。その後、２月14日には原子力規制庁
との面談を踏まえ、報告書の記載内容をより具体化す
るために各報告書の一部を補正しました。法令報告書
の内容については、平成30年２月21日に開催された
第67回原子力規制委員会に附議され、了承されました。

　原子力機構は、今回の事故を発生させたことを深く
反省するとともに、事故発生の防止に向けた取組が十
分に発揮できなかったことを重く捉え、経営層自身に
よる安全確保のための活動への関与及び監視、並びに
専門性を有する人材の育成・確保を一層強化し、機構
全体でより慎重な保安活動を徹底し、安全確保に努め
てまいります。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター
「燃料研究棟」における汚染・被ばく事故について

図２　破裂した樹脂製袋

図１　事故発生後のフードと貯蔵容器

樹脂製袋開口部

貯蔵容器



開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

年中無休
（年末年始を
除く）

竜神峡
アウトドア
フィールド

常陸太田市

竜神カヌー・ラフティングに続き4月からサップが新登場。カヌー等でしか
観られない四季折々の雄大な自然を体感してみませんか。

竜神ダム湖　※予約は観光物産協会HPより
一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

1月初旬〜5月 いちご狩りのシーズン到来! 石岡市

酸味が少なくジューシーな茨城オリジナル品種「いばらキッス」や、甘み
が強い「とちおとめ」・「紅ほっぺ」など、多様な品種を楽しめます。

辻いちご団地（石岡市辻）
石岡市観光課　☎0299-43-1111（内線1132）

3/18（日） 大洗春まつり
海楽フェスタ 大洗町

会場では各種ステージイベントや、地元特産品を中心に様々な模擬店が出
店されます。

大洗マリンタワー前芝生広場
大洗町商工会　☎029-266-1711

3/20（火）〜
4/5（木） 第42回古河桃まつり 古河市

5種類のハナモモが咲き誇ります。鮮やかなピンク色で染まった桃林をお楽
しみください。

古河公方公園
古河市観光協会（観光物産課内）　☎0280-23-1266

3月下旬〜
4月上旬

18:00〜21:00
※開花時期により
　変更の場合あり

桜
ライト
アップ

取手市

桜並木をライトアップした桜のトンネルが見どころとなっています。（敷
地内さくらの木約80本）また、展望台からは関東三大堰と言われる岡堰の
桜を眺めることができます。

老人福祉施設　さくら荘
取手市観光協会（産業振興課内）　☎0297-74-0217

3/24（土）
12:00〜18:00

第77回
ばんどう
ホコテン

坂東市

防災をテーマとして、緊急車両の展示や防災体験、マジックショーや模擬
店の並ぶテント村などの企画を実施。

坂東市岩井商店街内（国道354号）※歩行者天国
坂東市観光協会　☎0297-20-8666
坂東市商工会　☎0297-35-3317

3/24（土）〜
3/25（日）

10:00〜16:00
※3/25（日）
は15:30まで

第4回茨城クラフトフェア 筑西市

全国で活躍中のクラフト作家が出展・販売するイベントです。作品は、ガ
ラス・革工芸・アクセサリー・陶磁器・木工など多種多様。作家さんたち
と直接交流をしながら、のんびりクラフトを楽しめます。

下館総合体育館　北側芝生広場
クラフトフェア実行委員会　諏訪　☎090-1039-3577

3/24（日）頃〜
4/8（日）

土浦桜まつり
2018 土浦市

亀城公園、真鍋小など、数多くある桜の名所は、淡いピンクとほのかな香
りに包まれ、ライトアップや様々なイベントで賑わいます。

土浦桜まつり実行委員会（土浦市観光協会内）　☎029-824-2810

4/1（日）
第47回
しもつま砂沼
桜まつり

下妻市
茨城百景の砂沼の遊歩道周辺では約1000本の桜並木が湖水を彩り、花見客
で溢れかえります。砂沼広域公園付近の2か所でイベントも開催。

下妻市商工観光課　☎0296-44-0732

4/1（日）〜
4/15（日） 第34回水戸の桜まつり 水戸市

桜山や桜川のぼんぼり装飾、県三の丸庁舎前のお堀で桜のライトアップが
行われるほか、日本遺産の偕楽園において野点茶会が開催されます。

一般社団法人水戸観光コンベンション協会　☎029-224-0441

4/1（日）〜
4/15（日）

※メインイベント
（平和通り会場）
4/7（土）〜4/8（日）

第56回
日立さくら
まつり

日立市

毎年、ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」の公開を始めとするさまざま
なイベントで多くの方を魅了します。

平和通り（日立駅前）・かみね公園・十王パノラマ公園
日立さくらまつり実行委員会　☎0294-24-7978 

4/1（日）〜
4/15（日）

予定

かしま
桜まつり 鹿嶋市

県東南部で最も素晴らしい桜の名所のひとつである鹿島城山公園では様々
な桜を見物でき、夜には見どころのひとつ「夜桜見物」があります。昼と
はまた違った雰囲気ある桜を見物することができます。

鹿嶋市観光協会　☎0299-82-7730

4/1（日）〜
4/22（日）

（予定）
9:00〜21:00

常陸
風土記の丘・
さくらまつり

石岡市

ソメイヨシノに始まり、シダレザクラ、ボタンザクラと様々な種類のさく
らを1か月にわたり楽しむことができます。夜はさくらのライトアップを行
います!

常陸風土記の丘　☎0299-23-3888

4月上旬
開催予定

第17回
高萩桜まつり 高萩市

さくら宇宙公園で開催され、八重桜を含む200本の桜並木が約300mにわた
って続く風景はとても美しく見応えがあります。

さくら宇宙公園
一般社団法人高萩市観光協会　☎0293-23-2121
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

4月上旬〜
5月上旬

あたご山
桜まつり 笠間市

約20種類2,000本の桜がある愛宕山では、306mの標高差により麓の桜が
山頂にかけて山を登るように開花していきます。

愛宕山 山頂
一般社団法人笠間観光協会　☎0296-72-9222

4月上旬頃〜 安塚公園周辺の
サクラ並木 鉾田市

北浦北端の安塚公園にサクラ並木があります。ウォーキングやサイクリン
グの休憩所としてお楽しみください。桜並木に沿って北浦堤防沿いに駐車
場（無料）があります。

鉾田市都市計画課　☎0291-33-2111（内線1261）

4月上旬〜下旬
開催予定
10:00〜15:00

第16回
さかい菜の花
フェスティバル

境町

利根川の河川敷に広がる菜の花畑が観賞でき、特設会場は様々なイベント
で賑わいます。

境リバーサイドパーク
境町観光協会　☎0280-81-1319

4/2（月）〜
4/8（日）

※イベント
　4/7（土）

第9回
辰ノ口
さくら祭り

常陸大宮市

辰ノ口親水公園久慈川堤防で、全長1.3kmにわたる桜づつみと菜の花のコ
ントラストや夜のライトアップを楽しめるほか、イベント日には花火大会
等を行います。

常陸大宮市観光協会事務局（商工観光課内）☎0295-52-1111

4/7（土）〜
4/8（日）

八千代
グリーンビレッジ
憩遊館
さくらまつり

八千代町

天然温泉が自慢の八千代グリーンビレッジ憩遊館において、さくらの花見
とあわせて名物「白菜メンチ」の販売をはじめ各種物販テントの出店や野
菜の直売、歌謡ショーなど内容盛りだくさんのイベントを開催します。

八千代グリーンビレッジ憩遊館（けいゆうかん）
八千代町ふるさと公社　☎0296-48-4126

4/8（日）
※前日祭
　4/7（土）

第18回
水海道
千姫まつり
&前日祭

常総市
毎回新しい試みに挑戦している前日祭を皮切りに、フィナーレの時代衣装
行列「千姫さま常総回遊」では街中が華やかな雰囲気に包まれます。

常総市観光物産協会　☎0297-23-9088

4/8（日）
第12回
多賀谷時代
まつり

下妻市
下妻市がかつて城下町として栄えた歴史と文化を再発見できるイベント。
火縄銃演武や万燈神輿とお囃子の競演などが行われます。

下妻市商工観光課　☎0296-44-0732

4/8（日）
10:00〜16:00

第9回
坂東さくら
まつり

坂東市

逆井城跡に咲き誇るベニサシマや、市内外からの模擬店の出店などを実
施。ライトアップで夜桜鑑賞もあり。

逆井城跡公園、八坂公園
坂東市観光協会　☎0297-20-8666

4/10（火）
※見頃は4月
上旬〜中旬

外大野の
しだれ桜
祭り

大子町

樹齢300年余りのエドヒガンの一種で、水戸光圀公お手植えの桜と言われ
ている外大野のしだれ桜のお祭りが開催されます。※開花状況により、祭
り開催日に前後しておもてなしイベントがあります。

大子町大字外大野1312
しだれ桜を守る会　☎0295-76-0054

4月中旬〜
下旬開催予定
12:00〜17:00

第5回
さくらの森
コンサート

境町
八重桜が咲く中、町内外の音楽会による演奏やマルシェを開催します。

さくらの森パーク
境町観光協会　☎0280-81-1319

4月中旬〜
5月上旬

8:00〜18:00

第47回
笠間つつじ
まつり

笠間市

多様な品種･約8,500株のつつじで小高い山一面が真っ赤に染まる風景は、
見ごたえ十分です。ゴールデンウィーク中には様々な催事が行われます。

笠間つつじ公園
笠間市商工観光課　☎0296-77-1101

4月中旬〜
5月上旬

沓掛峠の
山桜 大子町

沓掛峠のヤマザクラ群は、県下でもめずらしく26本あります。開花はヤマ
ザクラが若葉になる頃から咲き始め、木によって見頃が違います。

大子町大生瀬
沓掛峠の山桜を守る会　☎0295-72-4828

4/15（日）
9:00〜15:00 第12回梨の花まつり 筑西市

各団体によるステージ発表のほか、梨の授粉作業を体験する「梨の花合わ
せ体験」、筑波山と満開の梨の花を楽しみながら歩く「梨畑ウォーキン
グ」などが行われます。また会場では市特産品の梨を使ったカレーも販売
されます。

筑西市生涯学習センター「ペアーノ」野外ステージ
梨想の会　☎0296-37-7596

4/17（火）〜
5/2（水）

※イベント
4/21（土）〜22（日）
※夜桜
4/21（土）〜29（日）

八重桜
まつり 那珂市

静峰ふるさと公園は「日本さくら名所100選」に選ばれた八重桜の名所で
す。12haの園内に、約2,000本の八重桜が満開となる光景はまさに壮観で
す。

静峰ふるさと公園
八重桜まつり実行委員会（那珂市商工会）　☎029-298-0234
那珂市観光協会（商工観光課）　☎029-298-1111（内線243）

4/22(日)
やすらぎ
の里公園
さくら祭り

常陸大宮市

太鼓のパフォーマンスやベリーダンス、シンガーソングライターライブな
どのステージ催事が盛りだくさん。毎年恒例の丸太切りゲームも開催。参
加者全員に豪華賞品を用意しています。模擬店出店も多数あります。

やすらぎの里公園管理事務所　☎0295-56-2401

4/28(土)〜
5/13(日)

第29回
竜神峡
鯉のぼり
まつり

常陸太田市

まばゆいばかりの新緑の中、全国から寄付された鯉のぼりが竜神大吊橋を
中心とした竜神峡一帯を壮大に泳ぎます。

竜神大吊橋周辺
一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

かがやきvol.68 7



★ふわふわ「エアドーム」で遊ぼう！
開催日：3/17（土）・18（日）
　科学館にアインシュタインふわふわ出現！
　寒くても、雨の日でも遊べます！
　
★「春休みクイズラリー」
期間：3/17（土）～4/8（日） 
　科学館の展示を見ながら、クイズにチャレンジ
しよう！正解したらガラポンができるよ♪
　
★第30回アートロード展
期間：3/20（火）～4/15（日）
　東海村に居住または勤務する、文化協会東海美
術連盟会員及びアートロード会員の作品（絵画・
写真・書）を展示
　
★企画展「生物多様性～人と自然の共存～」
期間：4/17（火）～6/17（日）
　生物多様性や日本の開発途上国に対しての環境
保全分野における取り組みを紹介します。

★つるし雛展
日　時：1/10（水）～3/25（日）
　　　　9：00～16：30［最終日:13:00迄］
　　　　休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　　　　　及び年末年始（12/29～1/3）
会　場：げんでん東海テラパーク ギャラリー
　　　　※入場無料
内　容：今年で開催10年目、古布を使ったひなが

所狭しに飾られ、可愛らしい「つるし飾り」
「創作人形」等が皆様をお出迎えします。

出展者：濱島 美智子様、川上 恵子様、佐藤 カツ枝様、
仲田 京子様、小林 集江様

駐車場：東海テラパーク駐車場をご利用ください。 

★第59回科学技術映像祭 入選作品上映会
科学技術週間 4/18（水）～4/22（日）
＊期間中「第59回科学技術映像祭」入選作品を上映

します
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お 知 ら せ

原子力科学館　入館者数
平成29年度（4月～2月）の入館者数は19,512名
昭和41年からの累計入館者数は

2,385,708名
（平成30年2月末現在）になりました。

茨城原子力協議会便り

　広報紙「かがやき」は、市町村や原子力施設等の
情報の提供及び共有を目的に発行しています。市町
村の事業、行事、原子力や放射線に関する研究開発
成果の紹介などの情報がありましたら、事務局まで
お知らせ願います。また、「かがやき」紙面へのご
意見、ご感想を募集しておりますので、お気軽にお
寄せください。

●開館時間／9：00〜 16：00
●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
●入館料／無料
〒319-1112　茨城県那珂郡東海村村松225-2
TEL.029-282-3111
ホームページアドレス

http://www.ibagen.or.jp

原子力科学館のご案内
（原子力科学館は、（公社）茨城原子力協議会が運営しています。）

原子力科学館の
facebookに

たくさんのいいね！を
おまちしています。

○茨城原子力協議会のホームページで広報紙「かがやき」

のバックナンバー52～67号がご覧いただけます。

原子力科学館
TEL.029-282-3111

げんでん東海テラパーク
TEL.029-287-1252

大洗わくわく科学館
TEL.029-267-8989

ゴールデンウィークイベントも
計画中！お楽しみに！


