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原子力協議会トピックス
令和３年度「原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座」を開催しました
10月17日、原子力科学館の別館研修室におい

なども分かりやすく説明を受けました。また、原

て、令和3年度第2回の「原子力と放射線の基礎知

子力防災に関しては、福島第一原子力発電所事故

識普及・啓発講座」を開催しました。参加者は17

及びJCO臨界事故の説明を受けた後に、緊急時の

名で、放射線や原子力の基礎、原子力安全と防災

対応についても学びました。講義内容全般につい

の基礎知識等について学びました。放射線の基礎

て参加者から、放射線の人体への影響についてな

知識では、放射線の種類や単位など基本的な内容

ど多くの質問が寄せられ関心の高さがうかがえま

や人体に与える影響、放射線の利用に関すること

した。

令和３年度「原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座」募集のお知らせ
茨城県内にお住まいの皆様及び各種団体を対象に、専門家による原子力・放射線の基礎知識に関する
講義を行います。実施日時や会場等については、打合せの上で決定します。
開催予定回数になり次第締め切りとさせていただきます。
【講義内容】
⃝原子力と放射線の基礎知識
⃝放射線の健康への影響や原子力災害時の対処法
【実施期間】
⃝令和４年３月２３日まで
【実施時間】
⃝質疑応答を含め１２０分程度（調整可）
【実施人数】
⃝原則２０名以上
経費は無料
お申し込み・お問い合わせ
（公社）茨城原子力協議会 TEL.029-282-3111
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原子力協議会トピックス
令和３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
令和3年度第1回「エネルギー学習バス」を10
月15日に実施しました。今回は、日立市立東小沢
小学校の14名の児童の皆さんが参加し、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
の話を聞いた後、各自が霧箱を作製し、放射線の
飛跡を観察しました。飛跡を観察できた時には、
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、館内の展示物を題材とし
た「チャレンジクイズ」を行い、本館の展示物に
興味をもって見学していました。児童が回答した
アンケートには、「楽しかった。」、「放射線が色々
と利用されていることを知ることが出来た。」、
「放
射線は自分たちの生活に欠かすことが出来ないと
思いました。」などの感想が寄せられました。

「11月4日（木）職場体験学習を終えて」

東海村立東海中学校

僕たちは職場体験学習で、原子力や放射線について詳しく学ばせて頂きました。原子力の仕事は少し
危険だと思っていましたが、自分たちの暮らしのために貢献してくれていること、放射線は食べ物など
身近なものからも出ていることを知るよい機会になりました。
2年 広木 遥也
僕は、放射線測定を体験した際に、「放射線のない所はない」と教えていただいた言葉が印象に残っ
ています。今までは放射線を身近なものとは思えませんでしたが、この体験を通して身近なものなのだ
と感じることができました。今後も原子力や放射線についてたくさん調べたり、原子力科学館にお邪魔
したりしたいと思います。
2年 上原 徳之助
僕は紙皿ブーメラン作りの体験を通して、「ひとつひとつ丁寧につくる」ということの大切さを学び
ました。僕は将来、工作等に関わる仕事に就きたいと考えています。これからの行動一つ一つを丁寧に
行っていこうと思います。
2年 髙藤 柊斗
僕は放射線の講義を受けて、放射線はとても身近なものだということが分かり、今まで気づくことの
なかった事柄についてとても関心をもちました。今後、自分でも調べたり、また科学館に行ったりして
学んで行きたいと思いました。
2年 志水 仁紀

かがやきvol.82

3

全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動＜愛媛編＞
シリーズ「全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動」
。３回目の今回は、
四国電力（株）伊方原子力発電所を有する愛媛県内の概要と現状並びに愛媛
県と伊方町における普及啓発事業及び公益財団法人伊方原子力広報センター
の主な活動について執筆していただきましたのでご紹介します。
≪愛媛県内の原子力関連施設≫

≪愛媛県内の主な施設の概要／現状≫

2021年10月現在

〇伊方発電所（四国電力（株）：伊方町）

１号機 2017年 ９月12日～ 廃止措置中
２号機 2021年 １月 ７日～ 廃止措置中
３号機 2019年 12月26日～ 第15回定期点検

URL：https://www.yonden.co.jp/energy/atom/ikata/index.html

〇愛媛県原子力センター

伊方発電所周辺の安全確保と環境保全を図るた
め、周辺環境の放射線の監視（環境放射線モニタリ
ング）や発電所への立入確認を行う機関です。
URL：https://www.pref.ehime.jp/h15105/genshiryoku/

〇愛媛県オフサイトセンター

原子力災害時において、地域住民の安全確保に必
要な避難等防護対策の指示伝達や正確な情報の提供
などの対応を行うための拠点となる施設です。
URL：https://www.pref.ehime.jp/h15550/offsite/

≪自治体における普及啓発事業≫

≪愛媛県および伊方町での主な取り組み≫
〇広報誌「えひめ原子力だより

それいゆ」の発行

環境放射線等の監視結果や伊方原子力発電所環境安全管
理委員会等の開催状況等について掲載
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〇放射線測定体験教室

〇原子力講演会・原子力施設見学会

〇カレンダーの作成

〇愛媛県原子力アプリ

小・中・高校生を対象とし
て、放射線の測定体験等を行
う体験教室を開催

毎年、原子力に関する豆知
識を記載したカレンダーを作
成し、町民に配布

一般県民を対象として、専門家による
原子力関連講演会や伊方発電所をはじめ
とする原子力関連施設の見学会を実施

環境放射線データや伊方発電所関連の
お知らせが受け取れる他、クイズ機能等
で放射線に関する基礎知識を学べるスマ
ートフォン用アプリ

≪公益財団法人伊方原子力広報センターの主な活動≫

〇教員向け放射線セミナー・団体向け放射線セミナー

小中学校の教職員及び各種団体を対象に、放射
線についての正しい知識の普及を目的とした放射
線セミナ―を実施

〇科学教室・工作教室

工作やサイエンスショーを通して、科学やエネ
ルギーについて親子で楽しく学ぶ科学教室・工作
教室を開催

〇エネルギー教室

電気の仕組みについてのお話や、ロボットの実
演、簡易ロボットの工作を通して、電気やエネル
ギーの大切さを学ぶ子ども向けのエネルギー教室
を開催

〇愛媛県伊方原子力広報センターの運営

伊方原子力広報センター
ホームページQR
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事業所トピックス

ＨＴＴＲ【高温工学試験研究炉】
運転再開について
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所

HTTR原子炉建家

外観

原子炉の運転操作の様子

日本原子力研究開発機構（JAEA）大洗研究所のHTTR[高温工学試験研究炉]は、原子炉をヘ
リウムガスで冷やすとともに、炉外に高温熱(950℃ )を取り出すことができる特徴から「高温
ガス炉」と呼ばれています。HTTRは、運転中に原子炉の停止機能と冷却機能が同時に壊れた
としても燃料が壊れずに安定する安全な原子炉であり、また原子炉からの高温熱を使った水素
製造が可能なため、国内外から注目されています。HTTRは東日本大震災以前の平成23年１月
に検査のため運転を停止して以後、東日本大震災後に定められた新たな安全基準に適合させる
ために、運転を停止しておりましたが、安全基準への適合に係る国の許可を取得（令和２年６月）
し、必要な安全対策工事等が終了したことから、令和３年７月30日に運転を再開しました。そ
の後、検査を実施し、令和３年９月22日に全ての検査を終了、新たな安全基準への対応が完了
しました。
今後の運転では、原子炉の停止機能と冷却機能が同時に壊れたことを模擬した国際的な試験
など、高温ガス炉の実用化のために必要な試験を行う予定です。またHTTRを用いて高温ガス
炉と水素製造施設の接続技術の開発を進め、脱炭素社会（カーボンニュートラル）実現のため
に貢献していきます。
JAEAは今後も安全確保を最優先に、立地地域の皆様のご理解を賜りながら、施設の安全運転、
研究開発に尽力してまいります。

HTTR

水素製造施設

中間熱交換器

水蒸気改質器

水素製造施設の概略図

中間熱交換器（原子炉格納容器内）
FY
設計・建設
・運転・
熱利用試験

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

HTTR改造設計
水素製造施設設計

2026
R8

改造
製作

据付

HTTR-熱利用試験スケジュール
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Heガス

2027
R9

試運転

2028
R10

原子炉
2029
R11

水素製造試験

2030
R12

市町村トピックス
歴史と未来の交流館がオープンしました！

東海村

「東海村の歴史や文化の発信拠点」「子どもたち

歴史と未来の交流館は、多くの村民の皆様が体験

の体験や遊びを通した活動拠点」として幅広い世

や交流を通して、歴史を体感し、自然に親しみな

代が交流し郷土愛を育み、にぎわいをつくる生涯

がら、地域の再発見や新たな気付き、村への誇り、

学習の拠点施設となる「歴史と未来の交流館」が、

郷土愛を醸成することを目指しています。

令和３年７月２４日にオープンしました。新型コ

また、歴史と未来の交流館と同日にオープンし

ロナウイルス感染症拡大防止のため、開館記念式

た併設カフェ「ＫＵＲＯＭＡＴＳＵ ＣＯＦＦＥＥ

典とセレモニー（テープカット）を２日間に分け

（クロマツコーヒー）」は、挽きたてのコーヒーや

て執り行い、県の非常事態宣言に伴う臨時休館と

サンドウィッチなどが味わえ、来館者の憩いや交

なるまでの３週間では、延べ７，６００人以上の

流の場の一つとなっております。
新型コロナウイルス感染症について予断を許さ

方々にお越しいただきました。
展示室の床地図や「歴史ＢＯＸ」、実物資料な

ない状況が続いておりますが、感染対策を徹底し

どを通して、東海村の自然環境やその中で営まれ

つつ様々な展示やイベントを展開するなど、皆様

てきた人々の歴史について「見る」「触れる」、活

に安心して楽しんでいただける施設づくりに取り

動室や交流広場で実施される講座や実験、工作な

組んでいきます。皆様の御来館を心よりお待ちし

どを通して「体験する」
「交流する」というように、

ております。

開館記念式典（村長挨拶）

外観

展示室１

活動室（科学体験）

【利用案内】
●開館時間
・午前９時～午後７時（火～金）
・午前９時～午後５時（土・日・祝）
※カフェは午前９時～午後５時（火～日・祝）
●休館日
・月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）
・祝日の翌平日
・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）
※カフェも同様
●入館料
・無料
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市町村トピックス
冬のイベント情報
開催日

～1/31（月）

開

催

名

称

市町村

袋田の滝ライト
アップ「大子来
人～ダイゴライ
ト」

大子町

袋田の滝の幻想的な美しさをご覧ください。
会場 袋田の滝周辺
問 大子町観光協会 ☎0295-72-0285
大子町観光商工課 ☎0295-72-1138

牛久市

冬の夜、牛久駅前は幻想的なイルミネーションで飾られ、輝きの
街に変わります。
会場 牛久駅東口やっぺやっぺ広場、エスカード牛久ビル周辺
問 牛久市観光協会 ☎029-874-5554

古河市

日本最初の雪の自然科学書「雪華図説」と著者である古河城主の
土井利位を紹介する企画展。
会場 古河歴史博物館
問 古河歴史博物館 ☎0280-22-5211

大洗町

2022年の始まりは大洗町で！サンビーチや神磯の鳥居がある大
洗海岸にて初日の出をお楽しみください。
会場 大洗町
問 大洗町商工観光課 ☎029-267-5175

笠間市

陶芸のまち笠間ならではの“陶雛”が笠間の早春を彩ります。期
間中はワークショップなども開催されますのでぜひお越しくださ
い。
会場 陶の小径、ギャラリーロード、笠間稲荷門前通りほか
問 （一社）笠間観光協会 ☎0296-72-9222

ブリアントヴィル
12/4（土）～
2/13（日）

古河歴史博物館冬のテーマ展
「雪の殿さま 土井利位」

12/25（土）～
2/27（日）

初日の出
1/1（土・祝）

かさまの陶雛～桃宴～
1/26（水）～
3/3（木）

汁ONEカップ2022

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。
常陸太田市
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月上旬
（開催予定）

常陸太田そばまつり

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。
常陸太田市
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（火）～
2/28（月）

偕楽園開園180年記念
第126回水戸の梅まつり
2/12（土）～
3/21（月・祝）

見どころ・お問い合わせ

水戸市

偕楽園では約3,000本、弘道館では約800本の梅が咲き誇ります。
弘道館周辺では、歴史が感じられる水戸城跡も必見。
会場 偕 楽 園 、弘 道 館
問 （一社）水戸観光コンベンション協会
☎029-224-0441

新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、延期・中止となることがございます。
イベントの開催については、各問い合わせ先にお問い合わせください。
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原子力科学館

TEL:029-282-3111

企画展 「星座展 －ギリシャ神話からキトラ古墳へ－」
■1/10（月・祝）まで
国際的に決められている88星座の歴史について、星座を制定した人々や、
黄道12星座にまつわるギリシャ神話とともに紹介します。また、キトラ古
墳に描かれた古代中国の星についても紹介します。

◇おはなし＆体験 「茨城の古墳を科学する」

キトラ古墳には誰が埋葬されているのかなど、クイズや写真を交えながらわかりやすく説明
します。また、古墳から出土した本物の鏡や土器にも触れることができます。さらに、虎塚
古墳のペーパークラフトや茨城教育財団のオリジナル缶バッチ、メモ帳のお土産付きです！
■1/9（日） ①10：30～ ②13：30～（60分程度）
講師：公益財団法人茨城県教育財団 埋文企画管理課 樫村宜行 先生
対象：小学生及びその保護者（原則1名）
定員：各回親子18名
申込：12/22（水）9：00～インターネットより

企画展「環境DNA博士と水辺の生き物を調査せよ！」

■2/1（火）～3/21（月・祝）
実際の環境DNAの解析データから、水辺の魚を調べ、身近な生物の多様さをはかる体験が
出来るパネルの展示と実際に行われている取り組みを紹介。

◇講演 「霞ヶ浦・北浦周辺の環境と生きもの（仮）」
（関連イベント）
■3月予定

常陸てまり展

■2/20（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！

親子星空観望会＆ナイトミュージアム

冬の星座や月を大きな望遠鏡で見てみよう！夜の展示館でクイズラリー！
■1/27（木）18：30～19：30（雨天決行）
対象：小学生及び保護者（未就学児も可）
定員：15家族
申込：12/5（日）9：00～インターネットより

バレンタインイベント

■2月開催
工作教室や体験教室など、楽しいイベントを
計画中♪

毎日クイズラリー

科学館の展示を見ながら、クイズにチャレン
ジしよう！ 中学生以下対象

かがやきvol.82
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原子力協議会便り
○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６８〜８１号がご覧いただけます。

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。）
○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

お

知

原子力科学館
ホームページQR

http://www.ibagen.or.jp/

ら

せ

原子力科学館

入館者数

令和３年度（4月～11月）の入館者数は

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。

昭和41年からの累計入館者数は

2,435,820名

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

（令和３年11月末現在）になりました。

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。

かがやき表紙写真
募集中!!!

11,013名

令和４年新春のつどい開催のお知らせ
令和４年１月11日（火）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。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小

ご自慢の県内の写真を募集
しています。

して開催します。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止となること
がございます。

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。
○入会申し込み・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
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