
「餌をついばむコウノトリ」
刈羽村赤田北方地区・松ヶ崎池●新たに発電所の一員となった外部人財の方に話を聞きました

　 ［発電所の一員として］［おしえて！エコロン］
●6号機 大物搬入建屋 杭の損傷追加調査の進捗状況について［発電所ニュース］
●地域の皆さまと共に［発電所ニュース］
●皆さまの声から改善しました ●サービスホール9月の催し
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６号機 大物搬入建屋
杭の損傷追加調査の進捗状況について

　引き続き、調査の状況については、会見や発電所ホームページでお知らせするとともに、ニュースアトムでも随時
お伝えしてまいります。

緊急時モニタリング個別実動訓練に参加しました
　7月29日、新潟県が主催した緊急時モニタリング個別実動訓練に発電所から
2名が参加しました。
　この訓練は、原子力災害を想定し、発電所周辺地域の水道水や土壌などの環境
試料の放射性物質濃度を測定する方法や、モニタリングカーを走らせて空間放
射線量率を測定する方法などを確認するために実施したものです。
　引き続き、柏崎刈羽原子力発電所では原子力防災の対応力向上に取り組んで
まいります。 土壌採取の様子

■4号機 大物搬入建屋 杭の調査状況

背景

状況 8月10日
公表資料

■6号機 フィルタベント基礎建設残置物調査状況

6号機大物搬入建屋杭損傷の推定原因をより確かなものにするため、同種構造
かつ建設残置物の影響を受けていない4号機大物搬入建屋を対象に、杭の調査
を実施

8月10日現在、基礎下の地盤の掘削が完了。現時点で、軽微なひび割れを数本
確認しており、今後、杭の詳細調査を実施予定。確認されたひび割れについては、
杭の耐震性能に影響を及ぼす可能性はないと考えているが、詳細調査を進める
なかで、有識者等の第三者にも評価いただく

背景

状況 8月25日
公表資料

6号機建設時のセメント改良土の計画範囲が6号機フィルタベント基礎に一部
重なっていることを確認したことから、セメント改良土（建設残置物）の6号機フィ
ルタベント基礎への干渉について調査を実施

8月23日現在、1本の杭に建設残置物が接していることを確認。今後、安全を最
優先に基礎下の掘削を慎重に進め、杭に接している範囲の特定や杭への影響を
確認。杭近傍で確認された建設残置物についてはすべて撤去予定



■地域共生活動に取り組んでいます
　発電所では、地域共生活動として、地域の皆さまと共に様々な活動に取り組んでいます。
4～8月までに43件の活動を行い、延べ554名の所員が参加しました。7～8月には
地域の皆さまも思い入れのある柏崎海の大花
火大会や刈羽ふるさと祭りが無事開催され、
翌日の清掃活動に所員43名が参加しました。
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■児童クラブで出前講座などを行いました
　毎年夏休み期間を利用し、電気やエネルギーについて楽しく学んでいた
だくことを目的に、柏崎市・刈羽村の児童クラブの子どもたちを対象に、実験
講座やサービスホールの展示館の見学などを行っています。今年は16件の
児童クラブで開催し、460名の子どもたちに参加していただきました。

■コミュニケーションブースを開催しました
　柏崎市・刈羽村をはじめとする県域において、４～５月と７～８月に計29回の「東京
電力コミュニケーションブース」を開催し、2,643名の方にご来場いただきました。
　柏崎刈羽原子力発電所における一連の不適切事案に係る概要や、本社機能
移転といった改革の状況についてご説明すると共に、バーチャル・リアリティー
（VR）を用いて電源車や貯水池など、発電所の安全対策を体感いただきました。
　引き続き、皆さまからいただいた声を真摯に受けとめ、発電所の運営に
活かしてまいります。（P6「皆さまの声から改善しました」参照）

地域の皆さまと共に

【来場された方からの声】

近くにある発電所について、これまで気にしたことが
なかった。今度は、発電所の見学に参加してみたい。

本社機能の移転を知り、設備だけではなく
会社組織の改善にも力を入れているのだと感じた。

【参加した所員の声】

一時的なものではなく、
地域の皆さまと共に継続すべき
活動であると改めて思った。
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発電所長補佐として、コミュニケーションの
豊かな職場を目指しています。

ProfileProfile

発電所の改革の一環として、

各分野に精通した外部人財が新たに発電所の一員になりました。

今回は、水谷所長補佐（元中部電力浜岡原子力総合事務所長）に、

稲垣所長を補佐する立場から見た、

改革の進捗状況、発電所の印象について聞きました。
（2022年8月取材）
※撮影のためマスクをはずしています。

水谷 良亮
三重県出身。柏崎市在住。1970年に中部電力へ入社。「趣味は原

子力」と明言するほど原子力分野に精通し、炉心解析プログラム

を自ら製作。運転員の責任者（当直長）等も経験し、2005年から9

年間、浜岡原子力総合事務所長を務める。総合事務所長時代は、

地域対応をはじめ、所員のコミュニケーション向上活動にも尽力。

2022年4月より、これらの経験を活かし、稲垣所長をサポートす

る職務として現職に至る。

「趣味はラグビーで、2015年にはイングランドまでラグビー日本

代表を応援しに行きました。最近の休日は妻と二人で近所のスー

パーに買い物に出かけることが多いです。」

東京電力ホールディングス株式会社
原子力・立地本部
柏崎刈羽原子力発電所長補佐

　　  水谷 良亮
みずたに りょうすけ

挨拶運動の様子
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ー着任される前の柏崎刈羽原子力発電所の印象は、
いかがでしたか。
　私はこちらに着任する少し前、2021年の冬頃に一度発

電所に伺ったのですが、とにかく皆さん真面目に仕事をさ

れているなという印象でした。あまりに真面目でしたので、

息が詰まると言いますか、間違えることに対して萎縮して

いるようにも見えました。

ー着任されてからは、そういった環境を変えようと
活動されているのですか。
　私が着任した今年の4月は、稲垣所長の改革の成果も

あり、少しずつ執務室に笑顔が見られると感じました。一

方、所員に挨拶をした際、声が返ってこないことや、目を合

わせてくれないことがあり、まだまだ足りない部分があると

思ったのも正直なところです。すぐに小早川社長、稲垣所

長に伝え挨拶運動を始めました。

ーなぜ、最初に挨拶運動を始めたのでしょうか。
　挨拶はコミュニケーションの原点であり、同僚の顔を見

て、声をかけ合うことで、お互いの心が通じ合うと思ってい

ます。浜岡原子力発電所でもトラブルが続いた時に救っ

てくれたのは挨拶運動でした。業務上でも、何かが違うと

思った時に、コミュニケーションが取れていれば気軽に声

がかけられ、それがトラブルの防止にも繋がります。

ー挨拶運動のほかにも、所員とのコミュニケーション
を図っていると伺いました。
　私は高校時代からラグビーにはまりました。先日は、所

員のラグビー仲間と共に刈羽村にてタッチラグビーを楽し

み、久しぶりに全身を動かし、笑い合う良い時間が過ごせ

ました。このように、

趣味などを通じて

所員同士が活発な

コミュニケーションを取れる職場は良いですね。

ー地域の皆さまとのコミュニケーション活動へも
参加されているのですか。
　地域共生活動として、地元のイベント補助や、清掃活

動へ所員と共に参加しています。今年の4月から初めて日

本海側に住み始めましたが、山のすそまで見渡せる美し

い景色は見飽きません。今後はぜひ、米山への登山にも

挑戦したいと思っています。

ーこれからどんな発電所にしていきたいですか。
　トラブルが発生した際、自分の意見をしっかりと言い合

うことが大切ですので、相手を尊重しながら、誰もがオー

プンに意見を言い合えるような発電所にしていきたいで

す。そのためには、所員がお互いを褒めたり、指摘し合え

る環境をつくることが必要です。

ー柏崎刈羽原子力発電所で働く一員として、地域の
皆さまへメッセージをお願いします。
　発電所で様 な々ことが起きたことで地域の皆さまにご

不安・ご不信を与えてしまいました。一方で外から来た者

としての厳しい目線で見ても発電所は少しずつ変わってき

ているとも感じています。それを一過性のことにしないよう

稲垣所長を補佐するのが私の役目です。また、その変

わった姿を私だけでなく、所員一人ひとりが地域の皆さま

にお伝えできるよう、少しでも地域の皆さまのご安心に繋

がるよう、所員を後押ししていきたいと思います。

vol.71

活発なコミュニケーションを目指しています！

ラグビーは楽しい！
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おしえてエコロン
発電所では他にも、経験豊かな外部人財の方が新たに発電所
の仲間になりました。そういった方に発電所の仕事や印象を
聞いてみました。

元警察署長の中村さん、
教えてください！

なかむら あきら

私がお答え
します！

発電所でのお仕事について
私は糸魚川警察署長を定年退職した後、2021年4月より発電所にて勤務し
ています。主に警察庁が発電所で行う検査対応などを行っています。

着任時の発電所の印象について
着任する前は、核物質防護上の不備が連日報道されており、発電所がこれ
からどうなっていくのか不安でした。また、着任直後は新しい仕事内容に
慣れるのが精いっぱいで、右往左往していたことを覚えています。

発電所の現在の印象について
今年の5月にセキュリティ管理部が新設され、他の部門の所員と同じ広い
執務フロアへ移転し、これまでの独立した執務室に比べ、開放的な環境に
なりました。また、他部門からの応援要員が来てくれたことで、業務についてもやりやすくなったと
感じています。

コミュニケーションについて
これまでは他の部門の方と顔を合わせる機会が少なかっ
たのですが、フロアが移転したことで、コミュニケーション
が取りやすくなりました。若い所員同士が話している姿も
よく見かけるようになり、職場の雰囲気が明るくなったと
感じています。

これからの発電所について
警察署長当時から「市民に寄り添い、活力のある職場づくり」を目指しており、それは今も変わりませ
ん。所員一人ひとりが、こんな仕事にチャレンジしたい、と上司に声を挙げられるような活力のある
職場環境づくりを目指してまいります。

地域の皆さまへのメッセージ
地域の皆さまへ寄り添うことを第一に努力してまいりますので、これからも見守っていただけますと
幸いです。

警察官時代

中村 昭
柏崎刈羽原子力発電所 防護管理担当 次長

柏崎市出身。1979年より42年間新潟県警
察官として勤務し、主に交通警察部門を担当。
「通算21年の単身赴任を終え、柏崎に帰って
きました。休日は畑や栗の木の手入れをした
り、妻と交代で夕食を調理しています。」
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※裏面のお名前、年齢、ご住所、電話番号を必ずご記入ください。
　なお、ご記入いただく内容については、お間違いないようお願いいたします。

■読者プレゼントに応募する
ご希望の方は右記に◯をお付けください。

❶ 現在の発電所についてお聞かせください。
　 ①信頼できる ②まあ信頼できる
　 ③あまり信頼できない ④信頼できない
❷ 外部人財に関する記事（P3～５）をご覧になってのご感想や
　 ご意見をお聞かせください。

❸ 皆さまからいただいた声を発電所の業務に活かしていきたい
　 と考えております。発電所に対するご意見や改善点などが
　 ありましたらお聞かせください。

添付のはがきの代わりに、Webからでもアン
ケートにご回答いただけます。右のQRコード
からアクセスしてください。発電所に対するご
意見・ご要望もご記入いただけます。

Webアンケートはこちら

発電所公式SNS
発電所公式LINEアカウント
サービスホールなど発電所
の広報施設のイベント情
報、地域のお店とタイアッ
プしたお得なクーポンなど
を毎月配信中！
★クーポンなどの協力店
さまを募集しています★

発電所公式インスタグラム
地元の「和み・
癒し」をテーマ
に写真を投稿
しています！

友だち追加はこちら

こちらからアクセス！

発電所では、地域の皆さまからいただ

いた声を受けて、より良い発電所の

運営を行うための改善活動を行って

います。その一例をご紹介いたします。

入構証の有効期限については、本人や

企業任せにせず、運転免許証のように、

期限切れを事前アナウンスしてはどうか。

（2022年2月～6月に複数件）

各部署の責任者による日々の有効期限
確認に加え、2022年5月より、毎月初め
に発電所作業員に対し、有効期限の2か
月前までに更新手続きを行うよう、案内
文書にて注意喚起を実施しています。
また、2022年6月からは、有効期限切れ
までごく間近（1～2週間）の方には、直接
メールや電話にてアナウンスする運用を
開始しました。

今後も皆さまからのご意見を発電所運営に活かしてまいります。

改善

皆さまの声から
改善しました
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2022年9月4日発行
●編集発行責任者
　東京電力ホールディングス株式会社
　柏崎刈羽原子力発電所  広報部
　企画広報グループマネージャー  
　〒945-8601
　柏崎市青山町16番地46
　　  0120-120-448
　（平日9時～17時）

柏崎刈羽原子力発電所
《検索》

ご記入いただきました内容については、商品の発送、紙面づくり等に利用いたし
ます。また、個人情報については適切に管理いたします。

0

（2022年9月号）

お名前

ご住所

〒

電話番号

ふりがな
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差出有効期間
2022年12月31日
まで

柏崎局
承　認

56 柏崎市青山町１６番地46

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部  行

郵　便　は　が　き

9 4 5 8 7 9

年齢　　　　　　歳

男・女・回答しない

ニュースアトムは、発電所広報施設（サービスホール、エネルギー
ホール、カムフィ、き・な・せ）に設置しております。ご自由にお持ちくだ
さい。また、発電所ホームページなどWebでもご覧いただけます。

我が家の猫は、爪とぎグッズ
を沢山置いているので、壁や
床では爪とぎをしません。面
白い爪とぎグッズを知ってい
る方がいたら、ぜひ情報をお
待ちしております！（西）

先日、少し早めの誕生日プレゼントとして父に
スーツを買ってもらいました。新入社員の時
に買ってもらったものもあるのですが、社会
人２年目になったので落ち着いたシルエット
のグレーのスーツを選びました。大切に着た
いと思います。（楓）

ソファ型や野菜型もあるよ！
ソファ型や野菜型もあるよ！

■今月号の表紙／「餌をついばむコウノトリ」
　撮影場所：刈羽村赤田北方地区・松ヶ崎池
　撮影時期：2021年9月

工作教室工作教室 土・日・祝開催
材料も道具もたくさんあるので、小さな
お子さまでも気軽にチャレンジできます。

開館時間：9時～16時30分
※12時～13時を除く 7月30日（土）・31日（日）に行った

イベントでは、たくさんの方に
ご来場いただきました。

難易度★ 難易度★★ 難易度★★★

くっつきトンボ ポンポンうさぎ ペーパーロケット

サービスホール9月の催し 参 加 無 料

お問い合わせ／柏崎刈羽原子力発電所サービスホール TEL.0120-344-053（開館時間 9時～16時30分）

ありがとうございました
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