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公益社団法人茨城原子力協議会は、１月 11 日（火）、新春のつどいを２年振りに水戸プラザホテルで
開催しました。今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数を制限の上、着席とし、食事
及び懇談なしでの開催といたしました。

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
者の皆様など合わせて約 270 名に参加いただきました。

茨城原子力協議会は令和３年度の活動状況の展示及び原子力科学館ガイダンスシアター「アトミック
トラベル―原子の力―」を上映しました。

令和４年新春のつどい開催

主催者挨拶

現在、原子力や放射線を取り巻く環境は依然と厳しく、安全に対する不安
も払拭されていない状況です。一方、気候変動への対応や我が国のエネルギー
安全保障の観点から、ＥＵの欧州委員会において議論されたように、原子力
をグリーン電源として明確に位置付ける必要性が高まってきております。

本県では、新たにＪＲＲ－３などが運転を再開し、中性子利用による研究
開発やカーボンニュートラル実施への貢献などが期待されています。

私どもが運営している原子力科学館では、現在、令和２年度から５年間に
わたる展示物のリニューアルを進めています。本年度は、３月末の公開を

目指して当館最大の目玉展示であります世界最大級の霧箱を新たに整備しています。
今後とも県民の皆様に対し、原子力及び放射線について最新の科学的知見に基づく正確な知識・

情報の提供に努めて参りますので、さらなるご理解とご支援をお願いいたします。

内山会長

原子力協議会トピックス
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来賓祝辞

原子力の利活用は、今日において社会の幅広い分野で進んでいます。
本県でも、Ｊ－ＰＡＲＣ内に二本の中性子ビームラインを設置して、先端技術
を広く産業界に提供しており、今後はさらに、企業への技術支援等を通じて、
ビームラインの産業利用を一層進めてまいりたいと考えております。

一方、こうした取り組みを着実に本県の発展に繋げていく上で、安全性
の確保は、何より重要であり、関係事業所の皆様には、従来にも増して緊張
感を持って安全対策に取り組んでいただくようお願いいたします。 大井川県知事

原子力科学研究所では、ＪＲＲ－３やＪ－ＰＡＲＣをはじめとする大型
施設で中性子や放射光を用いた物性評価や材料開発などに関する研究開発を
進めます。さらに、大洗研究所では、高温ガス炉ＨＴＴＲにおける安全性の
実証試験、常陽の再稼働をめざした対応、高速炉開発における日米協力を
進めて参ります。さらに、核燃料サイクル工学研究所では、東海再処理施設
のガラス固化処理再開のための取り組みなど、安全性を最優先で着実に進めて
参ります。 児玉原子力機構理事長

今年は、日本で初めて原子の火がともってから６５年目を迎えます。東海村
が誕生して２年後のことであり、村の歩みと原子力の歩みは密接な関係にあり
ます。

東海村は、多種多様な原子力関連事業所が集積している村であり、全国でも
これだけのものが揃っているところは稀有な自治体だと思っております。まさに
原子力のパイオニアとしてのプライドと同時に責任があります。これからも
原子力発祥の地としての矜持をもって様々な課題解決に取り組んで参ります。山田東海村長

原子力は、安定的にエネルギーを供給する基幹電源であるとともに、
本県が誇るＪ－ＰＡＲＣをはじめとする先端科学技術研究や医療研究など
幅広い分野で利用が進んでおり、今後も実用化に向けさまざまな取り組みの
推進が期待されているところです。

大切なのは、原子力の正しい理解であり、茨城原子力協議会の果たす
役割は極めて大きいと思っています。

伊沢県議会議長

原子力は発電だけではなく、海洋開発や宇宙、医療、農業、工業、環境
など非発電分野でも必要であること、原子力の重要性をしっかりと広めていく、
そんな１年にしていかなければならない。

教育現場の中でもエネルギー教育の充実は大事であり、子供の時から
原子力の利用についての考え方をしっかり教育して、原子力の重要性、必要性、
そして安全最優先ということをしっかり訴えていくことが大事であると思って
います。岡田参議院議員
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シリーズ「全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動」4回目の今回は、
様々な原子力施設が数多く立地する青森県内の概要と現状並びに普及啓発
活動について、執筆いただきましたのでご紹介します。

≪青森県内の原子力関連施設≫
≪青森県内の主な施設の概要／現状≫　2022 年 1 月現在

〇東通原子力発電所
（東北電力㈱、東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱：東通村）
東北電力

１号機　2011 年 2 月 6 日～　第 4 回定期検査中
２号機   計画中

URL:https://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/safety/higashi/index.html
東京電力ホールディングス　　　   

１号機　2011 年 1 月 25 日～　建設中
２号機　計画中

URL:https://www.tepco.co.jp/nu/hd-np/index-j.html

〇ウラン濃縮工場（日本原燃（株）：六ヶ所村）
2017 年 9 月 12 日～　運転停止中
URL:https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/uran/summary/

〇低レベル放射性廃棄物埋設センター（日本原燃（株）：六ヶ所村）
1992 年 12 月 8 日～　操業中
URL:https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/llw/summary/

〇再処理工場（日本原燃（株） ：六ヶ所村）
2022 年度上期　しゅん工予定
URL:https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/cycle/summary/

〇高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
（日本原燃（株）：六ヶ所村）
1995 年 4 月 26 日～　操業中
URL:https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/hlw/summary/

全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動〈青森編〉

〇大間原子力発電所（電源開発（株）：大間町）
2008 年 5 月 27 日～　建設中
URL: https://www.jpower.co.jp/bs/nuclear/

完成予想図〈電源開発（株）提供〉
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≪自治体における普及啓発事業≫

≪青森県での主な取り組み≫

〇ＭＯＸ燃料工場（日本原燃（株） ：六ヶ所村）
2024 年度上期　しゅん工予定
URL: https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/mox/summary/

〇使用済燃料中間貯蔵施設
（リサイクル燃料貯蔵（株） ：むつ市）
2010 年 8 月 31 日～　建設中
URL:http://www.rfsco.co.jp/company/bisiness.html

〇原子力に関する意見交換会
県民に原子力等に関する理解を深めてもらうため、原子力

施設等の見学や、県民に直接原子力等に関して説明し、対話等を
行う意見交換会を実施

〇マスメディア広報等
原子力や放射線等についての基礎的な情報、県内の原子力

施設の現状、国のエネルギー政策の状況等を情報提供し、県民の
原子力に関する知識を深めるため、新聞・ラジオ・パンフレッ
ト等を活用した広報を実施

〇原子力モニター
原子力広聴広報活動の企画・立案の参考とするため、一般県民

に「青森県原子力モニター」を委嘱し、県の広聴広報活動へ参加
等の上、県の広聴広報活動に対する意見をアンケートで提出

〇職員研修
多様な行政事務を担う県職員及び県内市町村職員の原子力等

に関する理解を深めるため、県内原子力関連施設の見学会等を
実施

〇エネルギー教育支援
電気・エネルギーに関する理解を深めるため、県内小学生を

対象とした、電気に関する学習参考教材の作成・配布、出前教室、
施設見学等による学習会を実施

〇広報誌「原子力環境だよりモニタリングつうしんあおもり」
青森県原子力センターにおいて常時監視している空間放射線

量率や環境試料中の放射能の調査結果と、県の取り組みや放射
線の知識などを広報するため、年 4 回発行

ＭＯＸ燃料工場の完成イメージ

貯蔵建屋イメージ〈リサイクル燃料貯蔵（株）提供〉

完成イメージ
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昨年度の第一期工事に引き続き、今年度は原子力科学館最大の目玉展示となる世界最大級の
霧箱や放射線に関する展示物のリニューアルを実施します。

現在、来館者の安全に万全を期して原子力科学館を閉館させることなく工事を進めています。
3 月下旬には一般公開の予定です。

公益社団法人茨城原子力協議会主催、笠間市共催で「放射線・原
子力の基礎講座」をシリーズで計 4 回開催しました。放射線の基礎
から、原子力事故と安全・防災対策、放射性廃棄物と原子燃料サイ
クル、世界と日本のエネルギー問題まで、様々な観点から講義をし
ていただきました。講師の方々の説明も面白くて分かりやすく、ま
た、多くの質疑応答もあり、活発な講義になったのではないかと思
います。

私は現在入庁 1 年目で、正直なところ、まだまだ原子力について
理解できていない部分が多くありました。そのような中で、今回こ
のような講座に参加させていただき、総合的に学習するための大変
良い機会となりました。また、講師のお話の中で、原子力安全に対
する考え方について、想定外を想定する、総合的な視野でリスクを
考慮するといったことが大切だという言葉が印象に残っています。
これは、普段の業務にも通ずる部分があると思うので、意識したいです。

市では、今後も関係機関との連携をしながら、市民の皆様が放射線や原子力に関心を持ち、
理解を深めていただけるよう、普及・啓発に取り組んでまいります。この度は貴重な機会を
与えていただき、ありがとうございました。

原子力科学館第二期工事
「ラジエーションボックス―放射線の正体―」まもなく完成！！

「放射線・原子力の基礎講座」に参加して
笠間市総務課危機管理室　山口　航平

第 1回講義の様子

修了証授与式

原子力協議会トピックス
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原子力発電環境整備機構（NUMO：ニューモ）では、原子力発電で使い終わった燃料を
リサイクルしたあとに残る、放射線を出す再利用できないものを地下深くの安定した岩盤に
閉じ込めて処分する「地層処分」について、皆さまに広く知っていただくため、全国各地を
訪問しイベントを開催しています。昨年 12 月 18 日、19 日に東海村の原子力科学館の
クリスマスイベントに出展し、地層処分で使われるベントナイトという不思議な砂を使った
実験などとあわせて、地層処分展示車「※ジオ・ラボ号」を出展しました。

※ジオ・ラボ号は、地下深くの地層の特性や、地表から 300m 以上深い場所に造られる
処分場のイメージを、98 インチの大型ディスプレイによる迫力ある映像や展示パネルによって、
楽しく学べる地層処分展示車です。これからも、全国各地をまわりながら、皆さまに地層処分
事業についてお伝えしていきます。

2 日間の出展には、とても多くの方に参加していただきました。
ありがとうございました。

NUMOの地層処分展示車「ジオ・ラボ号」がいく！
原子力発電環境整備機構（NUMO）

【原子力科学館に出展したジオ・ラボ号】

【ベントナイト実験に参加してもらいました】 【このときに使う粘土がベントナイトです】

【ジオ・ラボ号の映像で地層処分を紹介】

事業所トピックス
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春のイベント情報
開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

3/11（金）～
4/10（日）

10:00～
18:00

チームラボ
学ぶ！未来の遊園地

結城市

“共創”をテーマにした教育的プロジェクト「チームラボ　学ぶ！未
来の遊園地」の作品が体験できる企画展を開催します。
　　 結城市民情報センター 3 階　多目的ホール
　　 イベントに関すること：結城市企画政策課　 ☎ 0296-34-0404
　　 チケットに関すること：結城市民情報センター　☎ 0296-34-0150

3/19（土）
開演15:00

市毛良枝＆秋川雅史の朗
読と音楽のコンサート

小美玉市

北海道松前町『夫婦の手紙コンクール』での作品を、市毛良枝の朗読
と秋川雅史の歌でお届けします。
　　 小美玉市小川文化センター（アピオス）
　　 小美玉市小川文化センター（アピオス）　☎ 0299-58-0921

3月下旬～
　　4月上旬
※桜の開花状況に
より変更となる場
合があります

千波湖畔桜のライトアップ

水戸市

LED ライトにより、淡く幻想的な色彩にライトアップされ、昼とは
違った雰囲気の桜が楽しめます。
　　 千波湖南側湖畔
　　 水戸市観光課　☎ 029-224-1111

3月下旬～
5月上旬

春のフラワーリレー

ひたち

なか市

春のフラワーリレーがスタート。スイセン、チューリップ、ネモフィラ
がお楽しみいただけます。スイセンは 3 月下旬～ 4 月中旬、チューリッ
プは 4 月中旬～下旬、ネモフィラは 4 月中旬～ 5 月上旬が見頃です。
　　 国営ひたち海浜公園
　　 国営ひたち海浜公園　ひたち公園管理センター　☎029-265-9001

4/1（金）～
4/10（日）

第21回たかはぎ桜まつり

高萩市

さくら宇宙公園の約 300m ある桜並木が満開に花を付ける情景は格
別です。
　　 さくら宇宙公園
　　 （一社）高萩市観光協会　☎ 0293-23-2121

4/10（日）

2022稲敷チューリップまつり

稲敷市

約 120,000 本のチューリップが咲き誇る和田公園！郷土芸能発表、
地元特産品販売、トランポリン教室など開催予定。
　　 和田公園
　　 稲敷チューリップまつり実行委員会　☎ 029-892-2000

4/12（火）～
4/26（火）

夜桜期間:
4/16（土）～

4/25（月）
※夜桜期間中は
20:00まで開園
イベント:4/17（日）

八重桜まつり

那珂市

「日本さくら名所 100 選」に選定された八重桜の名所です。2,000
本の八重桜が咲き誇る景観はまさに絶景です。
　　 静峰ふるさと公園
　　 那珂市商工観光課　☎ 029-298-1111

4/16（土）～
5/8（日）

8:00～18:00

第51回笠間つつじまつり

笠間市

小高い山一面が、さまざまな品種のつつじで真っ赤に染まる風景はま
さに絶景。
　　 笠間つつじ公園
　　 （一社）笠間観光協会　☎ 0296-72-9222

4/16（土）
※雨天時4/17（日）

SAKURAフェスティバル

桜川市

地元産業 PR や野菜の直売、そばまつり、よさこいなど、桜川市の魅
力を 1 日で楽しめるお祭りです。
　　 桜川市総合運動公園
　　 SAKURA フェスティバル実行委員会事務局（桜川市商工観光課）
　　 ☎ 0296-55-1159

4下旬～5上旬

第32回竜神峡鯉のぼりまつり
常陸

太田市

眩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
　　 （一社）常陸太田市観光物産協会　☎ 0294-72-8194

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、各市町村にお問い合わせください。

市町村トピックス市町村トピックス

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問

会場
問
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12 月 18 日（土）、19 日（日）にクリスマスイベントを開催しました。
原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）のご協力によるジオ・ラボ号の展示、ベントナイト実験、

バスボム作りも行われ、２日間で 529 名の方にご来館いただきました。

クリスマスイベント開催

遠くに飛ばそうブーメラン

ベントナイト実験
【協力：原子力発電環境整備機構（NUMO）】

ダンシングソックスを作ろう！
【協力：茨城工業高等専門学校服部先生】

スライムで遊ぼう

原子力協議会トピックス

展示館イベント情報
TEL：029-282-3111原子力科学館

◆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！
対象　中学生以下
　　　（クイズ用紙の配布は 15：30 まで）

詳しくは HP を見てね♪

◆「常陸てまり展」開催中
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！
4/10（日）まで
出展者：二川良子
　　　　と仲間達

◆第34回アートロード展
3/23（水）～ 4/10（日）

「暮らしの中の美術館」をテーマに芸術文化の街
“Art Road”づくりを目指して活動しています。

◆実験＆おはなし「水辺の砂と生き物の過去・現在・未来」
霞ケ浦や海辺の干潟で暮らしている生き物を、実験を交えながらわかりやすく説明します。また、魚の卵や
赤ちゃんの暮らし方の紹介もします。水底生物の巣のあとをはぎ取った標本を触ったり、砂の模様をつくる
実験や微生物をさがすクイズもあるよ！
日  時：3/20（日）　① 10：30 ～　② 13：30 ～（60 分程度）
講  師：茨城大学 水圏環境フィールドステーション　山口直文 先生
対  象：小学生及びその保護者（保護者原則 1 名）
定  員：各回親子 18 組
申  込：原子力科学館ホームページより
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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 68～ 82号がご覧いただけます。

原子力科学館　入館者数
令和３年度（４月～２月）の入館者数は14,448名
昭和 41年からの累計入館者数は

2,439,255名
（令和４年２月末現在）になりました。

原子力協議会便り

TEL：029-287-0486げんでん東海原子力館別館

展示館イベント情報

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

会 員 募 集

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

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。

◆「つるし雛展」開催中
日　時：1/4( 火 ) ～ 3/31( 木 )　9：00 ～ 16：00
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
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

原子力科学館
ホームページQR


