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城里町誕生10周年記念事業「私の好きな城里町」写真コンクール
入賞作品「雪の高根山大山寺の鐘楼」（城里町）



原子力協議会トピックス

那珂市在住　植田　　勝

シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」に参加して

■11月３日　大洗町商工感謝祭に出展しました

原子力協議会イベント出展報告

　私は東海第二原発から10キロ圏内に住居を構
え、小規模ながら米作りをしています。ＪＣＯ事
故の際は、町から「家の外には出ないで下さい、
外の農作物は食べないで下さい」等の趣旨の一斉
放送があり、その翌日から収穫したばかりの米に
値が付かず、連日連夜の各マスコミの報道も相ま
って、風評被害により拍車がかかり、長い間苦し
められ右往左往していた事を未だによく覚えてい
ます。
　こうした経験から、私は何処でも起こりえる自
然・人的災害を被る前に、取り合えず自分や家族
等を守るため、防災の観点から、自分が住んでい
る環境をもっと知り、その対応を常日頃考えて、
備えておくべきではないかと考えます。

　今回の講座は、そのような私にとって誠に有意
義なものとなりました。その道の専門家である講
師に、解りやすく講義をして頂き、質問の機会も
あり、自分としてはどのように対処すれば良いか
基本的なことが理解できる等、非常に価値のある
内容となりました。このような知識が前もって備
わっていたならば、風評被害に長い間苦しめられ
ることは無かったと思います。
　今回のような講座は「備えあれば憂いなし」の
備えになると思っています。提言ですが、今後の
日本を背負って行く、もっと若い世代にも類似し
た基礎講座を普及させるべきであると思います。
　最後に主催していただいた茨城原子力協議会、
那珂市に感謝申し上げます。

第１回講座の様子 第２回講座の様子
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株木建設株式会社茨城本店　営業部　根本　祐介

研修等事業研修会Ⅰに参加して

　この度の研修
会では、新潟県 
柏崎刈羽原子力
発電所及び、群
馬県 電力中央
研究所赤城試験
センターでの講
義及び見学をさ
せていただきま
した｡
　柏崎刈羽原子力発電所では、私自身も体験した
福島第一原子力発電所事故の教訓に基づき、安全
対策について何重にもなるバックアップ設備の体
制を構築し、現在も更なる安全への検討・対策を
重ねています。ハード面だけでなくソフト面にお
いても、組織体制の見直しを行い、各セクション
の円滑な情報共有・外部との連絡体制などが取ら
れ徹底的な安全に対する姿勢が見受けられました｡
　電力中央研究所赤城試験センターでは、100万
ボルト送電線試験設備を始め、高性能電池実験棟
などの実験施設の見学をし、今では身近になった
各メーカーの太陽光発電設備の比較や電力系統の

安定運用につながる技術開発、実際に住宅街を想
定し、センター専用の発電所・試験用配電線及び
複数の分散形電源を用いた実証設備に驚かされま
した｡
　両施設について共通することは、安全な運用と
使用する為の安心できる環境を築く事であり、自
身も総合建設業に属するものとして、安心に繋が
る御手伝いをしたいと思うと共に、今後、更に原
子力事業及び電気事業について知識を深めたいと
感じました｡

柏崎刈羽原子力発電所

電力中央研究所

■11月23日　東海 I ～MOのまつりに出展しました
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　３回目になる今回は、農業分野での放射線利用について紹介します。
　農業分野では、品種改良、害虫駆除、食品保存などに放射線が利用されています。

　放射線を植物に照射することにより、突然変異を起こし、形
や性質が様々に変化したものの中から、有用なものを選抜し品
種改良することを「放射線育種」といいます。大豆や稲の品種
改良、菊やバラなどの新種の開発などに利用されています。　
　茨城県には、国内唯一で世界最大の屋外照射施設であるガン
マーフィールドがあります。ここでは植物を普通に栽培してい
る状態でガンマ線を長期間照射
し自然界では起こりにくい突然

変異を起こさせ、作物の品種改良に役立てる研究や突然変異が
生じる仕組みの解明などの研究をしています。交配が難しい作
物に有効で、減農薬で人に優しい梨、収穫の早い大豆、台風
などの強風に強い稲、濃桃色や橙色の菊や様々な形の花弁をも
つバラやカーネーションなどが商品化されています。

品種改良

　害虫駆除には、不妊
虫放飼法という方法が
あります。これは、害
虫のさなぎに放射線を
照射しオスを不妊化し
て野外に放します。正常なメスと交尾しても卵
が孵化しないため、次世代の虫の数を徐々に減
らし、最終的に根絶する方法です。農薬散布と
は異なり、人体や環境への影響がない画期的な
もので、この方法で害虫が減り、沖縄県では、
1993年ウリミバエの根絶に成功しました。これで、マンゴー、パイナップル、ゴーヤの県外
への持ち出しが可能となり、大きな経済効果をもたらしました。

害虫駆除

耐病性ナシ

ウリミバエ

新種キク

オス ♂メス ♀

さなぎ（ガンマ（γ）線照射）

（野外放飼）

（交配）
不妊 ♂野生 ♀

受精卵

ウリミバエがいなくなる

（ふ化しない）



　世界の約40の国や地域で、じゃがいもや玉
ねぎの発芽防止、スパイスなどの殺菌にガンマ
線という放射線が利用されています。
　日本ではじゃがいもの発芽防止だけに放射線
の利用が許可されています。
　ガンマ線は食品を通過してしまうので中には
残りません。

食品保存

左：未照射のじゃがいも。右：照射したじゃがいも

　今回は、品種改良のところで紹介した屋外照射施設、国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構　放射線育種場（ガンマーフ
ィールド）の森下場長にお話をお聞きしま
した。
　ガンマーフィールドは農林水産省の研究
機関として1960年に設立され、現在に至
っています。植物に放射線照射して突然変
異を起こさせるのですが、有用なものにな
るのはごく一部で粘り強い研究が必要です。

　周囲４キロほどの敷地の中に、直径200メ
ートルの円形のほ場があります。周囲は高さ
８メートルの土手に囲まれており、その中心
の照射塔に線源のコバルト60を設置してい
ます。ガンマーフィールドにはいろいろな農
作物が植えられており、放射線に強い稲やソ
バは線源の近くに、放射線に弱い林木、果
樹、茶は遠くに植えられています。
　１回の照射時間は12時間、週２回照射しており、シーズンでスケジュールを細かく定
めています。自然の状態で生育しながら照射できる利点があります。
　このほか、種子、球根などに短時間で急照射するためのガンマールーム（照射室）もあ
ります。
　ここで作られた品種には、病気に強い梨「ゴールド二十世紀」、草丈が低く倒れにくい
ソバ「ダルマだったん」、斑入りの新品種である観賞用パインアップル「ナツヒメ」、脱粒
しにくい飼料用稲「ミナミユタカ」などがあります。
　利用線源は、扱いやすさとエネルギーの高さでコバルト60（ガンマ線）が使用されて
います。
　放射線を利用した突然変異に関する研究拠点として、全国の試験場、大学、民間からの
依頼を受けて、種々の材料への照射も行っています。

ガンマーフィールド全景

照射塔
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原子力人材育成・確保協議会

原子力人材の育成と確保に向けた取組み

　「原子力人材育成・確保協議会」（以下「協議
会」という。）は、原子力の研究開発拠点や関連
企業が集積している東海村の地域特性を活かし、
次代を担う人材育成を図ることを目的として、平
成28年２月に設立されました。
　設立当初は、原子力関連企業９社と、東海村な
どの４団体でスタートしましたが、現在では、原
子力関連企業13社、自治体や県内工業高校・大
学などの25団体で組織されています。（平成30年10
月現在）

　協議会では、原子力関連企業の業務を体験し、
原子力産業への興味・関心を深めてもらうための
「原子力産業インターンシップ」や、大学・高校
での学内企業説明会、高校進路指導室との交流
会、また、東海村・東海村商工会・ハローワーク
水戸との共催である「合同就職説明会・面接会」
を実施しています。さらに今後は、高校生の保護
者を対象とした「保護者向け原子力産業企業見学
会」を開催し、より積極的な活動を展開していく

予定です。
　このような活動により、原子力関連産業には様
々な分野の企業があり、原子力に限らず、電気や
機械、情報処理分野などを専門とする幅広い人材
が活躍していることを学生等に理解してもらうと
ともに、企業同士の連携強化や新たな人脈の構築
にもつなげています。
　今後も、これらの活動をとおして、原子力産業
の人材確保や理解促進を図り、原子力技術の伝承
・継承につなげていきたいと考えています。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

№ 企業・団体名
株式会社アセンド
原子力エンジニアリング株式会社
検査開発株式会社
株式会社アトックス　東海営業所
エイ・ティ・エス株式会社
日本アドバンストテクノロジー株式会社
株式会社Ｅ＆Ｅテクノサービス
株式会社ＮＥＳＩ
株式会社ペスコ
株式会社関東技研
株式会社ナイス
東興機械工業株式会社
株式会社千代田テクノル
東海村
大洗町
東北大学
株式会社ひたちなかテクノセンター
茨城県立勝田工業高等学校
国立大学法人茨城大学工学部
茨城県立玉造工業高等学校
茨城県立総和工業高等学校
茨城県立つくば工科高等学校
茨城県立東海高等学校
一般社団法人 日本原子力産業協会
茨城県立波崎高等学校
茨城県立土浦工業高等学校
茨城県立水戸工業高等学校
独立行政法人国立高等専門学校 茨城工業高等専門学校
早稲田大学 共同原子力専攻
長岡技術科学大学 原子力システム安全工学専攻
東京都市大学 工学部原子力安全工学科／大学院工学研究科共同原子力専攻
国際情報工科自動車大学校
茨城県立日立工業高等学校
茨城県立常陸大宮高等学校
茨城県立下館工業高等学校
東海大学工学部原子力工学科
福島大学共生システム理工学類

オブザーバー ハローワーク水戸

原子力人材育成・確保協議会　会員一覧
(H30.10月現在）

原子力産業インターンシップ

東海村合同就職説明会・面接会

市町村トピックス市市市市市市市町町町町町町町村村村村村村村トトトトトトトピピピピピピピピピピッッッッッッッッックククククククククククスススススススススススス



開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

～2/17(日)
まで
(点灯時間
17:00～21:00）

土浦市

市町村トピックス市市市市市市市町町町町町町町村村村村村村村トトトトトトトピピピピピピピピピピッッッッッッッッックククククククククククスススススススススススス

光の“Ａｒｔ”が冬の夜空を彩り、霞ケ浦総合公園風車前広場
は、神秘的な光に包まれます。
　問　土浦市産業文化事業団　☎029-823-4811

1/1(火)
5:30～10:00 鉾田市

新たな年の始まりを告げる初日の出。太平洋の水平線から昇る
初日の出をぜひ鹿島灘海浜公園で！！
　問　鹿島灘海浜公園管理事務所　☎0291-34-1010

1/2(水)～
1/6(日)
10:00～16:00
(最終日
15:00まで)

笠間市
手作り・笠間新春恒例の陶器市です。チャリティー福袋の販売
や福引抽選会なども行います。
 会場 笠間工芸の丘 特設会場
　問　笠間工芸の丘　☎0296-70-1313

1/3(木) 常総市

ロケ地に使われる自然豊かな境内と厄除開運。健康長寿、子孫
繁栄、福徳円満が特徴で、多くの信仰をあつめている名刹。毎
年１月３日、厄除け護摩が行われ、護摩供養した祈祷札とダル
マが授与される。
　問　元三大師　安楽寺　☎0297-24-1533

1/13(日) 常陸大宮市

消防団員1,000余名による分列行進、車両点検、一斉放水を実
施します。
また、永年消防業務に功績のあった消防功労者の表彰を実施し
ます。
　問　常陸大宮市消防本部　☎0295-54-0119

1/13(日)
10:00～15:00 境町

境町役場前の町道約100メートルを歩行者天国として、だるま
商や露天商、地元商店街の皆さんが多数出店します。
 会場 境町役場前
　問　境町観光協会　☎0280-81-1319

1/19(土)～
1/20(日) ひたちなか市

厳正な審査を通過した、選ばれしほしいもが大集結！試食頂いた皆
様の投票により、その年の「ベスト・オブ・ほしいも」が決定します！
 会場 ファッションクルーズニューポートひたちなか
　問　ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事務局
　　☎029-273-0111

1/7(月)
18:00～ 鹿嶋市

鹿島神宮の白馬祭は、約750年の歴史を持つ伝統的な祭事です。
神殿の前を御神馬が駆け抜け、御神馬が踏んだ小石やハンカチ
は恋愛成就のお守りとなるという民間信仰もあります。当日は
甘酒・七草粥の振る舞いもあります。
 会場 鹿島神宮
　問　鹿島神宮社務所　☎0299-82-1209

1/3(木) かすみがうら市

毎年１月３日に開催する「和」と「お正月」がテーマのイベント。
会場はお城型の建物が目印の市歴史博物館。
 会場 かすみがうら市歴史博物館
　問　かすみがうら市観光協会　☎029-897-1111
 当日問合わせ先 かすみがうら市歴史博物館　☎029-896-0017

1/1(火)
日の出に合
わせて
(6:49)

大洗町

元旦の日の出に合わせ「初日の出一番太鼓」を行い、新年を迎
えます。初詣等に訪れる観光客の方々に、はまぐり汁を無料で
配布しておもてなしをいたします。
 会場 大洗海岸（大洗観光協会付近）
　問　大洗町商工観光課　☎029-267-5111

おうめさい

かがやきvol.71 7



開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

1/20(日) 常陸大宮市
常陸大宮市の大自然と澄み切った空気の中、他にはないゴルフ
場を舞台としたクロスカントリー大会・ウォーキングイベント
を開催します。
　問　（一財）常陸大宮市体育協会　☎0295-52-5223

1/21(月) 鉾田市 安産祈願のために市内外から多くの方が参拝に訪れます。毎年
１月21日、８月21日には大縁日が開催されます。

2/3(日)
15:00～
19:00～

笠間市
笠間稲荷神社では、金銀福豆と福銭等が撒かれます。
 会場 笠間稲荷神社
　問　笠間観光協会　☎0296-72-9222

2/3(日)
15:00～
18:00～

鹿嶋市

無病息災と除災招福を祈り、訪れた皆様に年男・年女によって
福豆がまかれます。福豆を拾った人の中には、｢福分け｣といわ
れる景品をもらえる人もいます。鹿島神宮へ是非お越しください。
 会場 鹿島神宮・本殿前特設舞台
　問　鹿島神宮社務所　☎0299-82-1209

2/3(日) 常陸太田市
お椀で食べる温かい創作汁物料理のNO.1を、ご来場の方が投
票して決めていただきます。
 会場 ＪＲ常陸太田駅前広場
　問　（一社）常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

2/3(日) 常陸大宮市
小学生の部、中学生の部、一般の部の参加チームが常陸大宮市
内を駆け抜けます。
　問　（一財）常陸大宮市体育協会　☎0295-52-5223

2/16(土)～
3/31(日) 水戸市

偕楽園では約100種3,000本、弘道館では約60種800本の梅が
咲き競います。期間中は、「夜・梅・祭」などさまざまな催し
が行われます。
 会場 偕楽園・弘道館
　問　水戸の梅まつり実行委員会　☎029-224-0441

2/2(土)～
3/3(日) 那珂市

亨保雛、古今雛、段飾り雛等の雛人形や、手作りつるし雛が展
示され、歴史ある様々なつるし雛や雛人形が楽しめる。
 会場 那珂市曲がり屋（一の関ため池親水公園内）
　　那珂市中央公民館・那珂市歴史民俗資料館
　　那珂市総合センターらぽーる　
　問　那珂つるしびなの会（小森副会長）　090-1206-5611
　問　那珂市産業部商工観光課　☎029-298-1111（内線243）

1/26(土) 坂東市
市内商店街の約１㎞を歩行者天国にして、さまざまなイベント
が開催されます。
 会場 坂東市岩井商店街（歩行者天国内）
　問　坂東市観光協会　☎0297-20-8666

1/27(日) ひたちなか市

地元の方々の温かいおもてなしがランナーに人気のマラソン大会。
全国各地から２万人以上のランナーが集い、汗を光らせます。
 会場 石川運動ひろば（ゴール地点＆イベント会場）
　　※走行コースは ひたちなか市及び東海村全域
　問　勝田全国マラソン大会事務局　☎029-272-8405

2/1(金)～
2/28(木)

常陸太田市

市内のそば店をはじめとする飲食店が参加し、期間限定の特別
メニューが振る舞われます。最高の風味・香り・甘みを持った
自慢の常陸秋そばを、それぞれの店舗が趣向を凝らした味付け
で提供します。
 会場 蕎麦まつり参加店
　問　（一社）常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194
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11/6（火）～1/14（月・祝）
小惑星探査機「はやぶさ」が様々な成果を上げたり、
トラブルに見舞われたりする様子を、宇宙を冒険す
る少年の姿と重ねて紹介します。

12/22（土）～12/28（金）、
1/4（金）～14（月・祝）
展示館を見ながらクイズに
チャレンジ！正解したらガ
ラポンにチャレンジ !!

1/22（火）～3/3（日）
出展者：二川良子さんと仲間たち
昨年に引き続き、常陸手まりを展示します。
東海テラパークとの２館スタンプチャレンジも開催！

2/9（土）・10（日）
工作など、いろいろ楽しいコーナーがた～っくさん♪
ふわふわ（エアドーム）もあるよ。詳細はHPを見てね♪

2/5（火）～3/17（日）
震災から私たちは何を学び、どう変わったのでしょう
か？ 3.11の教訓とは何か、さらに3.11を経験した社
会として、今私たちは何をしなければならないのかに
ついて考えます。

3/2（土）　9：00～16：00
キャラメルマシーンのお笑い＆マジックショー・自
由工作・クイズ　など。（内容は変更になる場合が
あります。）

1/11（金）～3/31（日）
9：00～16：30（最終日は13:00まで）
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。
（内容は変更になる場合が
あります。）
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　
駐車場は東海テラパーク駐車場をご利用ください。

1/13（日）　13：30～15：00
幼稚園年長～中学生の親子　先着12組　
参加費無料（別途入館料）
静電気のすごさを工作や実験を通して学ぼう！
1/4（金）より予約開始

1/20（日）　13：30～15：00
小～中学生（小２以下は保護者同伴）12名程度
参加費無料（別途入館料）
お正月恒例凧上げ！！色つきビニール袋を使って、
工作を楽しもう！
1/4（金）より予約開始

2/11（月・祝）；男性の方入館無料
先着50名様にミニプレゼント！！（お子様のみ）
バレンタイン塗り絵コーナー

2/17（日）　13：30～15：00
小学３年生～中学生　先着12名
参加費200円（別途入館料）
環境に優しいクリーンエネルギーのひとつ「水素」
について学ぼう！
2/1（金）より受付開始
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○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56～70号がご覧いただけます。

○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。

原子力科学館　入館者数
平成30年度（4月～11月）の入館者数は 名
昭和41年からの累計入館者数は

（平成30年11月末現在）になりました。
2,402,480

15,357

名

新規入会会員紹介

会　員　募　集

　次の法人が新たに賛助会員に加わりました。

茨城県信用保証協会
株式会社ＩＰＣ

　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。

お　知　ら　せ

　公益社団法人茨城原子力協議会は、広く県民に、
放射線の基礎知識と原子力の安全等に関する幅広い
知識の普及と啓発の事業を行い、もって放射線及び
原子力に関する科学技術の振興に寄与することを目
的として設立されたものです。
　会員は、正会員として地元及び近隣市町村、県内
に原子力施設を有する事業所、また賛助会員として
県内全市町村及びいろいろな分野の多くの事業者に
御参加いただいております。協議会は、これらの方
々から大きな御支援をいただいてその運営にあたっ
ております。

○主な事業
（１） 展示館の運営
（２） 普及啓発事業
（３） 視察研修事業
　当協議会の趣旨にご賛同を賜り、是非ご入会のほ
どお願い申し上げます。

○入会申込・お問合せ先
　公益社団法人　茨城原子力協議会　総務担当
　TEL.029-282-3111

　平成31年１月10日（木）13時より、水戸プラザホテルにて新春のつどいを開催いたします。
　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

◆ 
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