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号機 (定格電気出力) 運転状況 （2021年2月1日 現在)

1号機 廃止措置中(原子炉領域周辺設備解体中)

2号機 廃止措置中(原子炉領域周辺設備解体中)

3号機(110万kＷ) 点検停止中(2010.11.29～)

4号機(113.7万kＷ) 点検停止中(2012. 1.25～)

5号機(138万kＷ) 点検停止中(2012. 3.22～)

敷地面積：1.6ｋｍ２

中部電力従業員数： 783人
協力会社従業員数： 2,272人
（2021年2月1日現在）

安全性向上
対策実施中
(地震、津波、
重大事故対策等)

発電所の状況

原子力に関する情報はホームページでも
お知らせしています。

検 索中部電力 原子力発電窓口
総括・広報グループ（平日 9時～17時）

♢♢皆さまのご意見・ご感想をお待ちしております♢♢

先月の主な公開情報（前回発行日～2021年2月20日）
詳細は当社ホームページ
をご覧ください。

◆トピックス◆

ユウユウシアター

のみ開館中！

新型コロナウイルス

対策のため

全席完全予約制

事前予約は

コチラから♫

（原子力館ＨＰ）

コナンＶＳキッド Ｓｈａｒｋ＆Ｊｅｗｅｌ
コナンＶＳキッド 漆黒のスナイパー

ロビンソン・クルーソー

♢上映開始時刻 10：00～ （2本で38分）
♢上映開始時刻 14：00～ （46分）

ある日、美術館のオーナー宛に「秘宝を奪う！」という犯行予告
が怪盗キッドから届いた。キッドの暗号を読みきったコナンは、
小五郎や蘭、中森警部とともに秘宝を守ろうとするが…。
新しくできた「ジュエリー美術館」。その目玉展示品である時価数
十億円のダイヤ『シリウスの涙』を奪うとのキッドから予告が…。

船が難破してしまったロビンソン・クルー
ソーは、美しい無人島に漂着。そこは不思
議な島。クルーソーは少しずつ島の動物た
ちと心を通わせ、サバイバル生活に挑み
ます。彼らの運命はいかに！？ 可愛らし
く表現豊かな動物たちと、世界一有名な冒
険家のサバイバルアドベンチャー！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・ＴＭＳ 1996©青山剛昌／小学館・読売テレビ・ＴＭＳ 1996 （Ｃ）2015nWave Pictures SA/NV-All Rights Reserved.

浜岡原子力館 ユウユウシアター情報

上映期間 1月 4日（月）～ 3月31日（水） 3月の休館日： 3月15日（月）

編集後記

春が近づき、立ち寄った書店の店頭には新しい年度に備えて沢山の手帳が並んでいました。もうすぐ新年度なんだと感じつ
つ驚いたのは、手帳と同様に店頭に日記帳コーナーが設けられていたことです。３年、５年、10年という長い年月をかけて書
くものや機能性の高いものなど様々な種類がありました。最近はこんな日記帳があるのかとつい足が止まり、私は「５年日
記」（５年間分記録のできる日記帳）に挑戦してみることにしました。５年後日記が完成したときに懐かしい思い出を蘇らせ
るタイムカプセルを作っているような気持ちで、毎日の楽しみな習慣となっています。
日記を書く上で、私は見返した時に役立つ情報や励まされるような元気の出る記録を心掛けています。一日の中で学びと感

じたこと、印象に残った言葉、ある場面で自分がどんな感情を持ったのか（新たな自分の発見）などです。
淡々と過ぎていく毎日で、少しだけ一日を振り返る時間を作るのは、忘れ去られてしまう可能性のある思い出を記録して残

し、充実した気持ちで眠りにつくことができるおすすめ習慣です😊 （野村 有希）

2月５日 ２号機 軽油タンク本体の解体開始について

「菊川桜まつり」 菊川駅からほど近くにある菊川公園や獅子ケ鼻砦跡に隣接する市保養センター小菊荘では、毎年、夜桜のライトアップを実施してい
ます。幻想的な美しさを時間を忘れて眺めてみてはいかがでしょうか。 開催期間：３月27日（土）～４月11日（日）午後６時30分～８時

写真提供：菊川市役所

菊川桜まつり

～撮影場所：菊川公園～

当社は、廃止措置中の浜岡原子力発電所1･2号機の解体撤去工事を進めています。
2月5日、屋外（放射線管理区域外）に設置している2号機軽油タンク（注）本体

の解体作業を開始しました。解体作業にあたっては、安全確保を最優先に着実に進
めるとともに、本工事で発生する約110トンの解体撤去物は産業廃棄物として適切
に処分してまいります。

（注）軽油タンク･･･非常用ディーゼル発電機に使用する軽油を貯留していたタンクのこと。

当社ＣＭの紹介
２月３日より静岡県内で放送を開始した 浜岡原子力発電所の新しいテレビ

ＣＭに、静岡県出身で歌手・女優の未唯mieさんが出演しています。もうご
覧いただきましたでしょうか？
CMの他に、みなさまが抱える不安やわからないことを、発電所を見学さ

れた未唯mieさんから質問いただき、それに当社社員がお答えするWeb動画
も当社ホームページで公開しています。

浜岡原子力発電所メールマガジン

当社に関する情報をお知らせし、浜岡原子力発電所を身近に感じていただくことを目的に、

メールマガジンを配信しています。

地域のお役立ち情報もお伝えしていますので、ぜひQRコードからご登録ください！

お知らせ

0120 – 165 – 492

ぜひ、ホームページまたは
こちらのＱＲコードからご覧ください。

この街を
大切に思う気持ちは

同じです。

約9m

約
7m

You Tube でも

配信中！

軽油タンク外景（解体前）



第3回
日本のエネルギー政策
～エネルギー資源や電源構成は組み合わせが肝心～

LOVE BIRTH による「いのちの授業」

日本の電源構成の歴史

安全を大前提に電気が安定的に届かなければ私たちの暮らしや産業活動は成り立ちません。
これまでの日本の電源構成の歴史から学ぶ、将来の電源構成について紹介します。

成人の集い

静岡県原子力防災訓練 当社提供番組の紹介

1月28日、2020年度（令和２年度）の「成人の集い」
を実施しました。
この集いは浜岡原子力発電所で成人を迎える当社社員

に対するお祝いと今後の活躍を願って毎年おこなってい
るものです。
新成人６名は人生の節目として将来について考え、

「信頼される社会人になりたい」、「後輩から目標とさ
れる運転員になりたい」、「周りの人に感謝をしっかり
伝えたい」等、これまでお世話になった方々への感謝の
気持ちと今後の目標を誓い合いました。

「LOVE BIRTH」は小学校や幼稚園などで、お子さ
まや保護者向けに「いのちの授業（いのちの大切さや
素晴らしさを伝える授業）」をおこなっている、助産
師と助助産師による団体です。当社はこの団体の活動
主旨に賛同し支援しています。
1月27日に牧之原市立地頭方小学校にて「いのちの

授業」がおこなわれました。
授業の中で「自分が生まれた時はどうだったの？」

と親御さんに質問するお子さまや、「この子が生まれ
た時のことを思い出した」と目を潤ませた保護者の方
もいらっしゃいました。

ＳＢＳテレビ

毎週日曜日１１：２４～
2月4日、静岡県の原子力防災訓練がおこなわれました。
浜岡原子力発電所での事故を想定し、静岡県と各自治体

が災害の進展に応じた応急対策等を確認しました。
当社も訓練に参加し、情報受伝達訓練や飲料水・土壌の

試料採取訓練をおこないました。
今後も原子力災害時に備えた訓練を通じて、現場対応力

の向上に努めてまいります。

2月22日には御前崎市立
白羽小学校で授業をおこ
ないました！

震災後の原子力発電の停止によ
り、火力発電に頼らざるを得ない
状況が続いています。

石油ショックのような事態を再び
招かないように、バランスのとれた
エネルギー資源や電源構成を目指し
ていかないといけないね。

避難行動要支援者の搬送確認

記念植樹の様子

成人記念式典の様子

記念植樹には「オガタマノキ」が使われています。
オガタマとは「招霊」と書き、神前にこの枝葉を供えて、
神霊を迎えることに由来しています。
1円玉のモチーフの木でもあります。

授業の様子

エネルギーについて３分でわかりやすく解説する当社提供番組
「EEE（トリプイルイー）探偵社」を現在放送中です。

浜岡原子力発電所が動いていない今、発電所では何をやっているの
でしょうか？そんな疑問に答えるため、発電所で働く運転員、保修員、
放射線管理員の日常の業務を紹介しています。３月28日は放射線管理
員編です。ぜひご覧ください！

放送内容は番組HPでも

ご覧いただけます！

石炭 4.6％

LNG
2.4％

原子力
2.6％

その他
1.8％

情報受伝達訓練の様子 飲料水採取訓練の様子

2018年度

石油
71.4％

水力
17.2％

LNG
38％

その他
0.9％

原子力
28.6％ 石油

6.6％

石炭
25％

LNG
29.3％

原子力 6％
石炭
32％

石油
7％

水力
8％

再エネ
9％

再エネ
1.1％水力

8.5％

石油ショックの経験を踏まえ、
石油依存から脱却するため、天
然ガスや原子力発電などエネル
ギー資源や電源の多様化を進め
てきました。

中東地域での戦争により石油の価格がそれまでの４倍に高騰したことにより、物不足や
値段の引き上げの不安から、トイレットペーパーなどの日用品の買い占めやデパート・
スーパーの営業時間短縮など、人々の暮らしに大きな混乱を招きました。

※1組につき1つ

小学生限定「春休み親子イベント」参加者大募集！
参加費は無料！
竜洋昆虫自然観察公園とみんなのお家をオンラインでつなぐよ！

【主催・お問い合わせ先】
〒420-0064 静岡市葵区本通２丁目4-1
中部電力株式会社静岡支店「春休み親子イベント」係
TEL：054-273-9004 FAX：054-251-6830

応募はこちらから！
【申込締切：2021年3月12日（金）】

燃料不足の貼紙がされたガソリンスタンド

石油ショック前（1970年度） 東日本大震災前（2010年度） 現在（2017年度）

★石油ショック

再エネ
14％

水力
9％

石炭
26％

天然ガス
27％

原子力
21％

石油
3％

56％
海外からの輸入

2030年度に目指す電源構成

出典：日本原子力文化財団「2019年度版 原子力総合パンフレット」

日本は50年ほど前に、
「石油ショック」を経験しました。

2月5日、牧之原市と当社が連携し、避難行動要支援
者を自宅から放射線防護施設（地頭方原子力防災セン
ター「ジーボ」）まで搬送する手順を確認しました。
これは、原子力災害時における「避難行動要支援者の

安全確保に関する協定」に基づく取り組みです。
今後も、自治体との連携を深め、皆さまの安全確保に

向けて取り組んでまいります。

避難行動要支援者の搬送確認の様子

You Tube でも配信中！

海外からの輸入 海外からの輸入
海外からの輸入


