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11月3日

大洗町商工感謝祭に
出展しました

研修等事業研修会Ⅰに参加して

　今回の研修会で、川崎火力発電所と浜岡原子力発電所
の見学に参加させて頂きました。 
　川崎火力発電所は、東京電力と中部電力が共同で設立
した世界最大の火力発電会社で、2017年に最新鋭LNG
火力発電所として首都圏に電気を供給しています。世界
最高水準の高効率ガスタービンにより、総合出力342
万キロワット、熱効率は61％、使用燃料・二酸化炭素
排出量30％削減しベース電源として電力の安定供給に
寄与しています。定期検査対策として予備のタービンを
用意したりして稼働率向上を図っていました。
　また、発電所から出る蒸気もコンビナート地区の工場
に供給して省エネにも貢献しています。この最新鋭のプ
ラントは環境への取り組みが素晴らしいと感じました。

　浜岡原子力発電所では、１、２号機は約30年かけて廃
止措置を行っています。３、４号機（BWR）は現在、適
合性確認審査中で、５号機（ABWR）は停止動作中に海
水流入があり、その対応を行っています。
　浜岡原子力発電所では、新規制基準施行前から安全性
向上のため、耐震工事や津波対策工事を自主的に実施し

てきたようですが、福島第一原子力発電所の事故の教訓
より、さらに地震・津波対策として、設備強化（防波壁、
原子炉建屋防水構造扉、タンク地下化、炉心冷却等海水
取水設備）、 炉心・格納容器破損防止（高台への発電機設
置、その他熱交換器の設置、フィルターベント、可搬設
備車両）対策を実施しています。 また、現場対応力向上
のための各種訓練等、最高水準の安全性向上対策工事を
見学することが出来ました。
　浜岡原子力発電所の技術伝承等の大きな課題に対し
て、原子力研修センターに「失敗に学ぶ回廊」を設けて、
現場の生の声を伝承し同じ失敗は二度と起こさないとい
う決意の文化を確認できました。
　今回の研修会は、電力供給に対して、エネルギーミッ
クスの必要性を大いに感じ、又、発電所では、安全・安
心を最優先に実践していることを再度確認でき、安心で
きました。 
　このような研修を企画していただき茨城原子力協議会
に感謝申し上げます。

株式会社アトックス東海営業所　鹿嶋　薫

川崎火力発電所

浜岡原子力発電所

原子力協議会トピックス Topics
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11月23日

東海Ｉ～ＭＯのまつりに
出展しました

令和元年度第1回「エネルギー学習バス」［自主事業］を開催しました
　今年度からの新事業「エネルギー学習バス」の第１回目
を、９月８日に実施しました。
　今回は、日立市立東小沢小学校の全校生徒32名の児
童を対象として、日常生活におけるエネルギー利用や放
射線の基礎についての講義の後、霧箱の作製により放射
線の飛跡の観測体験及び原子力科学館の見学をとおし
て、エネルギー、放射線への理解や知識を深めることを
目的に実施しました。
　霧箱による放射線観測体験では、上級生が下級生の面
倒を見るなどして、二人一組で協力して霧箱を作製し、
放射線の飛跡が観察できた時には、児童の皆さんは驚き
の声を上げていました。
　観測体験の後は、当科学館の案内員から原子力科学館
別館に展示している放射線利用照射製品や医療での利用
などの説明を聞きました。
　また、館内の展示物を題材とした、チャレンジクイズ
を行いながら、本館の展示物に興味をもって見学を行い
ました。児童の回答したアンケートには、「楽しかった」、

「放射線が身の回りにたくさんあることが分かった」、「放
射線の通った跡が見えて不思議だった」などの感想が寄
せられました。

原子力協議会トピックス Topics
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シリーズ「原子力施設の新規制基準」（第2回）
〜新規制基準の概要とリスクコミュニケーション〜

《地震対策》
活断層などの調査を改めて行い、必要に応じ
て「基準地震動」を見直すとともに、耐震補強
等により安全上重要な機器の機能を確保する
こと。

《津波対策》
調査や解析を改めて実施し、想定される津波を見直す
とともに最も厳しい「基準津波」を評価するとともに、
津波発生場所や高さを再評価し、安全上重要な機器の
機能を確保すること。

《その他の自然災害等への対策》
以下の、厳しい想定に対しても、安全上重要な機器等の
機能を確保すること。
・竜巻：最大風速100m/秒（例）を想定。
・火山の噴火：噴石や火山灰等の堆積を想定。
・ 火災：発電所内の屋内のケーブル火災だけではなく、

発電所外部の火災や爆発等（周辺の森林火災等）を想定。

：今回の対象範囲

：代表的な可搬型設備

　新規制基準では自然災害などの事象規模を極めて厳しく評価して、十分に安全が確保されること
を確認します。このことは、想定を超えるような自然災害等の事象が発生しても、原子力発電所の「止
める」「冷やす」「閉じ込める」機能を確保する対策や体制を整えておくことになります。
　具体的には可搬型の設備などを使って、施設の安全を確保することとなりますが、今回は、特に
関心の高い地震/津波などの自然災害等における安全機能の「止める」「冷やす」について具体的な対
応を見ていきましょう。

＜自然災害等への求められる対応＞
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《その他の自然災害等への対策》　　　　　　　 《竜巻》
　最大風速100m/秒（例）による飛来物等により安全上
重要な機器が損傷しないように、建屋外壁の評価や屋外
の設置機器に対して防護対策等を施します。また、分割
配備、機材類の固縛により機能の喪失を防止します。
さらに、電源及び冷却系統を多重化することで「冷やす」
機能を確保します。

　《火山》　 対象となる火山（160km圏内）からの噴石及び火山灰による影響を評価し、火山灰除去用の重機等
を配備します。

　　　　　　＊東海第二発電所の降灰（層厚50cm）は赤城山の噴火を想定しています。

　《火災》　 施設周辺の火災により重要な建屋に飛び火しないように防火帯（可燃物の無い空地）を整備し、屋
内火災においては難燃性ケーブルを使用するとともに電源系統を多重化し、必要に応じ消火設備、
消防車等を追加配備します。

《津波対策》
基準津波から想定される最大の津波が襲来した際に、防潮堤との衝突で上昇する水位により施設内へ浸水する
ことの無い様な、十分な高さと強度を持った防潮堤を設置します。
また、万一、施設内が浸水しても、安全上重要な機器の機能が確保されるように、建屋入口に水密扉を設置す
るなど、安全が確保できるようにします。
安全上重量な設備の冷却水ポンプが設置してある建屋や部屋への浸水防止措置や可搬型の電源及び冷却系統を
多重化し、既設の設備が機能しない事態となった場合においても、「冷やす」機能を確保します。
　＊東海第二発電所では到達時の最大津波高さを標高約17mと想定し、最大高さ標高約20mの防潮堤を計画しています。

《地震対策》
原子力発電所の敷地内の活断層の活動の履歴

（約12万～13万年前や約40万年前）の調査を
行い、ズレや変形がないかを確認します。そ
の結果を踏まえ必要に応じて「基準地震動」を
見直すとともに、配管サポートの追加や建屋
補強等の耐震強化を実施して、大きな地震で
も安全上重要な設備の機能が確保できるよう
にします。
また、原子炉の代替え停止装置（制御棒の代替え操作）や冷却水ポンプ用の可搬型の電源及び冷却系統を多重化
し、既設の設備が機能しない事態となった場合においても、「止める」「冷やす」機能を確保します。
例えば、電源喪失時にも可搬型電源や可搬型注水設備を使用し、炉心や格納容器の損傷を防止する対策を講じ
ます。

＜各対策の具体例＞

〈配管サポート追加の例〉 〈可搬型設備の例〉

防潮堤高さ

津
波

防
潮
堤

想定津波高さ

防潮堤到達時の最大高さ
〈防潮堤の例〉
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東海村
　東海村において、1999年（平成11年）９月30日に発生した核燃料加工会社ジェー・シー・オーに
おける臨界事故では、従業員２人が亡くなられ、事故対応に当たった東海村職員を含む関係者、周辺
住民など663人が被災する未曽有の大きな災害となりました。今年は、この「JCO臨界事故」から20
年という節目の年に当たり、その教訓を引き継いでいくためにも、関係者等が一堂に会する場をつく
り、あらためて原子力防災への意識徹底を図るとともに、原子力事業者には、今一度「安全が何より
も優先する」という原点を忘れないよう強く求めていく機会として、９月７日（土）に東海文化センター
において「東海村原子力安全フォーラム」（JCO臨界を教訓として、ともに考える）を開催しました。
　同フォーラムでは、村民をはじめ、国会議員や関係省庁・自治体、原子力事業者等から300人を超
える参加があり、事故当時、住民避難などの陣頭指揮をとった前村長の村上達也氏ら４人の講師によ
る講演に続き、山田修・東海村長から、原子力安全に向けて、「今、原子力の分野において強く求め
られるのは、安全文化の醸成とその意識徹底、現場力の強化であり、「安全が何よりも優先する」とい
う原点を一層深く浸透・追求していくことである。安全に終わりはない。」とした上で、「本日の「東海
村原子力安全フォーラム」の開催が一つのモーメントとなり、すべての皆様とともに、原子力にしっ
かりと向き合い、弛まず直向きな努力を積み重ねていく。」との決意が表明されました。

村上達也・前東海村長による講演 山田修・東海村長による原子力安全に向けた決意表明

「東海村原子力安全フォーラム 
（JCO臨界事故を教訓として、ともに考える）」を開催

講 演 者 演　題

村上 達也氏（前東海村長） JCO臨界事故の東海村への衝撃

桐嶋 健二氏
（株式会社ジェー・シー・オー代表取締役社長） JCOの臨界事故後の活動

田中 俊一氏
（飯舘村復興アドバイザー・前原子力規制委員会委員長） JCO事故と福島第一原発事故から学ぶこと

福嶋 浩彦氏（元消費者庁長官・元我孫子市長） 市民が原発を「自分ごと化する」
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

～1/31（金）
日没～19：00

大子来人
～ダイゴライト～� 大子町

幻想的な美しさをご覧ください。
会場  袋田の滝
問  大子町観光協会　☎0295-72-0285

～2/16（日）まで
（点灯時間17：00

～21：00）

水郷桜
イルミネーション� 土浦市

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（水・祝） 
6：20～

元旦を祝う
神輿渡御� 高萩市

高萩市高浜町の濱会では、一年の無病息災を願い、元旦の
日の出と共に神輿を担いで海に繰り出します。 
会場  津明神社から高浜海岸周辺
問   高萩市元旦神輿渡御実行委員会 佐藤　 

☎090-4828-0607

1/1（水・祝）
日の出に合わせて

（6：49頃）

大洗
初日の出
一番太鼓�

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

1/2（木）～
1/31（金）

かみね動物園
お正月まつり 日立市

先着100名の子どもたちへのお年玉プレゼント（2、3日）や、
動物園オリジナルのカルタとり大会（12日）など、イベント
盛りだくさん！
会場  かみね動物園
問  かみね動物園　☎0294-22-5586

1/2（木）～1/5（日）
10：00～16：00

（最終日15：00まで）

第21回
彩初窯市� 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

1/12（日）
9：00～12：00

（荒天中止）
7000歩で歩ける
「第14回古河七福神めぐり」 古河市

約7,000歩で歩ける2時間ほどのコース（約4.5km）を散策
しながら新年の福を呼び込みましょう。 
会場  古河駅西口おまつり広場
問  古河市観光協会　☎0280-23-1266

1/12（日）

第9回坂東市新春将棋大会

坂東市

旧酒蔵の趣ある施設を会場に、100名を超す県内外の将棋
愛好家が盤上で真剣勝負を繰り広げます。 
会場  観光交流センター秀緑
問   坂東市観光協会・坂東市将棋同好会　 

☎0297-20-8666

1/12（日）
10：00～15：00 
荒天時1/13（月・祝）
更に荒天時1/19（日）に延期

第27回
境達磨市� 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

1/26（日） 全国あんこうサミット 北茨城市

漁師料理である「あんこうどぶ汁」の発祥の地・北茨城市で
開催する、全国のあんこう料理が集結する食の祭典です！ 
会場  漁業歴史資料館よう・そろー
問   北茨城市観光協会（北茨城市商工観光課内）  

☎0293-43-1111（内線363）

冬のイベント情報

市町村トピックス
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

1/26（日） 

第68回
勝田全国マラソン大会

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20,000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（ひたちなか市スポーツ

振興課内） ☎029-272-8405

2/1（土）～ 
2/29（土）

常陸太田
そばまつり�

常陸
太田市

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

2/1（土）～
3/8（日）

那珂のひなまつり

那珂市

子供たちの幸せと健やかな成長を願い制作したつるしびな
を、市内各施設で展示。「ひな人形展」も同時開催。
会場   那珂市歴史民俗資料館、那珂市曲がり屋、那珂市中央

公民館 他市内各施設
問  NPO 法人ひろがる和　那珂つるしびなの会
問  那珂市歴史民俗資料館　☎029-297-0080

2/1（土）～2/7（金）
9：00～21：00

（2/1は15：00頃～
2/7は15：00まで）

第12回
茨城空港
ゆめ未来
芸術展�

小美玉市

茨城空港から行ってみたい場所や、まち自慢などをテーマ
に、子どもたちが描いた作品を展示しています。
会場  小美玉市四季文化館（みの～れ）
問   小美玉市産業経済部空港対策課　 

☎0299-48-1111（内線1171）

2/3（月）
15：00～、
18：00～

節分祭� 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
問  鹿島神宮社務所　☎0299-82-1209

2/4（火）～
3/3（火）

真壁の
ひなまつり� 桜川市

見世蔵、土蔵などが軒を連ねる風情豊かな町並みに、約
160軒の民家や商店にて様々なひな人形が飾られます。
会場  桜川市真壁町真壁　真壁の町並み
問  桜川市商工観光課　☎0296-23-8200

2/14（金）前後

ダイヤモンド筑波

筑西市

筑波山頂から太陽が出る瞬間、ダイヤモンドが光り輝くよ
うな光彩を見ることができます。条件が合えば、水面にダ
イヤモンド筑波が映ったダブルダイヤモンド筑波もご覧い
ただけます。
会場  母子島遊水地
問  筑西市企画課　☎0296-24-2197
問  筑西市観光振興課　☎0296-20-1160

2/15（土）～
3/29（日）

水戸市市制施行130周年記念
第124回水戸の梅まつり

水戸市

水戸の歴史の景勝地で、約3,000本の梅が咲き誇ります。
期間中は、全国梅酒まつりや「夜・梅・祭」など様々な催し
を行います。
会場  偕楽園、弘道館
問   水戸の梅まつり実行委員会（事務局：水戸観光コンベ

ンション協会）　☎029-224-0441

2/16（日）
第20回
結城シルクカップ
ロードレース大会

結城市

道幅も広く、平坦なコースです。ぜひ自己ベストにチャレ
ンジしてください。大会終了後は、蔵や寺社の歴史的町並
みや結城紬をお楽しみください。
会場  鹿窪運動公園
問   結城市教育委員会スポーツ振興課　 

☎0296-32-6340
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原子力科学館 TEL:029-282-3111

★企画展「こちら『はやぶさ２』運用室」
1月19日（日）まで開催
小惑星探査機「はやぶさ２」のミッションを漫画化した
もので、例えを使った解説やプロジェクト内のエピ
ソードを交えて紹介。併せて小惑星リュウグウの観測
画像も紹介。

★常陸てまり展
3月1日（日）まで開催
日本の伝統工芸のひ
とつといわれる常陸
てまり♪
ぜひご覧ください！

★「バレンタインイベント」
2月8日（土）、9日（日）開催
工作教室や体験教室など、楽しいイベントがた～くさ
ん♪
ふわふわ（エアドーム）もあるよ。
詳しくはHPを見てね♪

★「冬休みクイズラリー」
12月21日（土）～27日（金）、1月7日（火）～13日（月・祝）
9：00～16：00
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♪

★冬の２館スタンプチャレンジ
12月5日（木）～1月31日（金）
東海テラパークの｢つるし雛｣と科学館の｢てまり｣を見
てスタンプを集めよう！記念品をプレゼントします♪

原子力機構　大洗わくわく科学館 TEL:029-267-8989

★わくわく体験教室　「実はスゴイぞ！静電気！！静電気で遊んでみよう」
日　時：1月13日（月）13：30～15：00
対　象：幼稚園年長～中学生の親子
参加費：無料　　　定　員：先着12組

げんでん東海テラパーク TEL:029-287-1252

★つるし雛展

★げんでん 春のぽかぽかテラちゃんまつり

内　容：静電気のすごさを工作や実験を通して学ぼう！
予　約：1月4日（土）より予約開始

★わくわく体験教室　「目指せ凧上げ名人！！ぐにゃぐにゃ凧を作ろう！」
日　時：1月19（日）13：30～15：00
対　象：小～中学生（小2以下は保護者同伴）
参加費：無料　　　定　員：12名程度

内　容：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！

予　約：1月4日（土）より予約開始

★わくわく体験教室　「水素のおもしろ実験～宇宙にもいける新エネルギー～」
日　時：2月16（日）13：30～15：00
対　象：小学3年生～中学生
参加費：200円　　定　員：先着12名

内　容：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！

予　約：2/1（土）より受付開始

日　時：12月5日（木）～1月31日（金）
9：00～16：30（最終日は13:00まで）

会　場：げんでん東海テラパーク ギャラリー　※入場無料
内　容：古布を使ったひなが所狭しと飾られ、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　和枝様、
仲田　京子様、 小林　集江様　

日　時：2月29日（土）　9：00～16：00
会　場：東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」　※入場無料
内　容：詳細未定

中学生以下対象

※イベントのない土日祝には、小さなお子様から参加して頂けるかんたん工作を開催。
　何が作れるかは当日のお楽しみ。予約不要。
※イベント参加はすべて、別途入館料がかかります。

展示館イベント情報
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　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。

原子力科学館　入館者数 お 知 ら せ
令和元年度（4月～ 11月）の
入館者数は 15,975名
昭和41年からの累計入館者数は

2,424,362名

○�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60～74号がご覧いただけます。

●会員募集
　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・お問い合わせ
　公益社団法人　茨城原子力協議会　総務担当　TEL.029-282-3111

○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。

（令和元年11月末現在）になりました。

新春のつどい開催のおしらせ
　令和２年１月９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。

茨城原子力協議会便り

10


