JRR-3運転再開に関する説明会の開催について（ご案内）
開催日時および開催場所について

1月14日（木）

1月16日（土）

1月23日（土）

1月24日（日）

第1回 18：00〜19：30

第２回 10：30〜12：00
第3回 14：30〜16：00

第4回 10：30〜12：00
第5回 14：30〜16：00

第6回 13：00〜14：30
第７回 16：00〜17：30

東海村

ひたちなか市

日立市

東海村

東海村産業・情報プラザ
「アイヴィル」

ワークプラザ勝田

久慈サンピア日立 体育館

ひたちなか市大字東石川1279番地

日立市みなと町6-1

東海村産業・情報プラザ
「アイヴィル」

東海村舟石川駅東三丁目1番１号
定員

100名

定員

100名／回

定員

70名／回

東海村舟石川駅東三丁目 1 番１号
定員

100名／回

※居住地区以外の会場への参加も可能です。第１回〜第7回のうち、ご都合のよろしい日程にお申込みください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、各会場で人数制限を行っております。
※申込者が定員数を超えた場合は、先着順となります。

参加対象

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

JRR-３は、令和３年２月を目途に新規制基準に
係る対応を完了し、運転を再開します。
研究用原子炉JRR-3（Japan Research Reactor No.3）
は、国による新規制基準への適合性審査
を受け、平成30年11月に許可を取得しました。その後、耐震補強工事や安全性を向上させるための
これらの工事および検査をすべて完了させ、
工事を行い、法定検査を受検してきました。令和3年2月には、
運転を再開させることとしました。運転再開後は、JRR-3を用いた実験をとおして科学技術の進展に
貢献いたします。
JAEAでは、今後も安全確保を最優先に業務を進めてまいります。JRR-3の運転再開およびJAEAの
研究開発にご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※JAEA：日本原子力研究開発機構の略称

説明会の内容

東海村、ひたちなか市、日立市に在住している方

（1）新規制基準を踏まえた安全対策
（2）研究成果例および今後の展望

当日の持ち物について

（3）質疑応答

申込代表者に事前に送付する「参加証」を必ず持参ください。
＜キリトリ線＞

当日の注意事項
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茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４

ひたちなか局

原子力科学研究所
- 住民説明会 参加受付係 行

料金受取人払郵便
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（1）会場内では、録音、写真撮影、動画撮影は禁止です。

建家外観

（2）危険物や音の出る物、横断幕等の宣伝物は持込禁止です。
（3）説明会の進行を妨げるような行為をされた場合、ご退
場いただく場合がございます。
（4）当日は、報道機関によるカメラ撮影、ビデオ撮影が入
る可能性がありますので、ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策について
（1）ご来場の際は、マスクの着用、手指の消毒、非接触式
体温計での検温にご協力をお願いいたします。
また、37.5度以上の発熱や風邪などの症状がある場合
は、ご入場をお控えください。
（2）参加者から感染者が発生した場合など、必要に応じて参
加者の氏名や連絡先が保健所等へ提供され得ることを予
めご了承ください。
（3）ご入場の際は、「いばらきアマビエちゃん」
の登録にご協
力お願いいたします。

問い合わせ先
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
計画管理部 総務・共生課

（土日祝日・年末年始
（12/29〜1/3）
を除く9時〜17時）

TEL：029-282-5001

炉室

ビームホール

新規制基準を踏まえた安全対策やこれまでの成果、今後の展望等について、
地域の皆様にご理解を深めていただきたく、説明会を開催いたします。
次頁に安全対策等の概要を記載していますので、是非ご覧ください。

説明会の詳細は裏面をご覧ください。
説明会の参加には、事前の申し込みが必要です。

JRR-3 ホームページ
https://jrr3.jaea.go.jp/

JRR-3 ユーザーズオフィス
https://jrr3uo.jaea.go.jp/

Twitter
＠JAEA̲JRR3

JRR-3の安全上の特徴

研究用原子炉 JRR-3 は、次のような安全上の特徴を有しています。

JRR-3の多彩な中性子利用

原子炉の停止

原子炉の冷却
原子炉運転時の冷却水温度は 40℃程度です。
原子炉停止後は、電源がなくても燃料を冷却できます。

照射利用

垂直実験孔
（照射筒）

冷中性子源
（液体水素）

炉心

放射性物質の閉じ込め

冷中性子ビーム

中性子ビーム利用

万一、炉心が損傷した場合は、非常用排気設備を用いて
放射性物質の環境への放出を抑制します。

中性子導管

軽水

●：Co

（ビームホールへ）

新規制基準
多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

東京電力福島第一原子力発電所
の事故の反省を踏まえて
規制が強化されました。

自然現象に対する考慮
火災に対する考慮
電源の信頼性
その他の設備の性能

重大事故対策を新設

内部溢水に対する考慮

火災に対する考慮

自動車エンジンの燃費向上に貢献

新規制基準を踏まえた主な対策

裏面の内容をご確認いただき、以下の「参加申込方法」からお申込みください。
＜キリトリ線＞

地震・津波対策の強化

新規制基準に基づく規制強化を踏まえて対策を行いました。

参加申込方法
「メール」
「はがき」
「FAX」の
いずれかの方法でお申し込みください。

【申込期限】令和3年1月5日（火）必着

工事中（2020年11月）

JRR-3 住民説明会参加申込書
住所（部屋番号まで正確にご記入ください）
−

〒
東海村

ひたちなか市

原子炉建家の屋根および排気筒の耐震補強工事の様子
工事中（2020年8月）

日産自動車株式会社

住民説明会のご案内

地震対策 見直した基準地震動に基づき建家の耐震設計および耐震補強を行いました。

排気筒

水平実験孔

中性子
核分裂生成物
ウラン原子核

強化又は新設

その他の設備の性能
（通信設備等）

耐震・耐津波性能

工事前

エンジン内部の高速度撮影によりオイルの動きを可視化

電源の信頼性

耐震・耐津波性能

メール

原子炉建家

右記の「参加申込書」の内容をご記入の上、
以下のアドレスまでお送りください。

日立市
代表者氏名

【アドレス】
jrr3-setsumei@jaea.go.jp

電話番号

ハガキ
事故対策
設計の想定を大きく超える事故
への備えを強化しました。

外部からの給水設備
（仮設のポンプ、
電源）
を整備

２次冷却塔
（水源）

FAX

原子炉建家

炉心
ポンプ、電源

原 子 炉を停 止する
効 果を有する薬 剤
（ホウ酸）
を整備

●：Li

世界最高レベルの中性子研究施設であるJRR-3は、JAEA
と多くの外部ユーザーにより、学術研究から産業利用まで
幅広く利用されています。

自然現象に対する考慮
（火山、竜巻、森林火災を新設）

基準を強化又は新設

従来の規制基準

重水
（中性子を良く反射）
重水タンク

●：O

N. Igawa et al., J. Am. Ceram. Soc., 93(8), 2144 (2010).

熱中性子ビーム

新規制基準への適合性

スマホ電池の小型化と充電短時間化に貢献
リチウムバッテリー内の電気の通り道を可視化

電気の通り道

原子炉の異常を検知すると、自動で原子炉を停止します。
電源を失っても、制御棒は自然に落下し挿入されます。

RI製造でがん治療などに貢献

事故を想定した訓練の様子

右記の「参加申込書」を切り取り、必要事項
をご記入の上、ポストにご投函ください。
（切手は不要です。）

右記の「参加申込書」に必要事項をご記入の
上、以下の番号までご送信ください。

−

−

お申込み代表者以外の参加者氏名（同一世帯の４名様まで同時申込可）
フリガナ

フリガナ

②

①
フリガナ

フリガナ

③

④

【FAX】029-282-5258

取得した個人情報は、目的外利用および関係者以外の第三者に
提供することは一切ありません。
（但し、参加者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合
は、保健所等へ提供することがあります。）

フリガナ

参加希望回（番号をご記入ください）
①1/14（木）18：00（東海村）
②1/16（土）10：30（ひたちなか市）
③1/16（土）14：30（ひたちなか市） ④1/23（土）10：30（日立市）
⑤1/23（土）14：30（日立市）
⑥1/24（日）13：00（東海村）
⑦1/24（日）16：00（東海村）
第１希望

第２希望

第３希望

お申し込みは、令和３年１月５日（火）必着でお願い致します。

