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対話のテーマ 
地域経済と原子力産業を考える 
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１．青森県内にある原子力関連事業所等と学生自身の将来の
社会貢献とどのように関連するか  

２．直接原子力に関連しない進路をとる学生でも地元の住民と
してどう感じているか 

G1 青森県の産業と政策     

G2 地域産業としての原子力   

G3 地元企業の役割       

G4 原子力再エネと雇用     

G5 地元企業が求める人材    

G6 原子力と地域の理解    



はじめに 日本のエネルギーと自分の生活を考えよう！ 
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１．エネルギーセキュリティ 
２．経済効率性 
３．環境適合性 温室効果ガス削減 
４．安全性 

自給率７％ 

年間３～４兆円 

CO２＋１億ﾄﾝ 

安全向上と大気汚染を防ぐ 

３Ｅ＋Ｓ 
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G1 青森県の産業と政策     
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/

energy/gyousei.html 

青森県の経済産業構造、雇用、政策など  

www.pref.aomori.lg.jp/kensei/s

eisaku/seisaku_hyoka.html 

https://www.pref.aomori.lg.jp/kens

ei/tokei/shakai-keizaihakusho.html 

www.pref.aomori.lg.jp/san

gyo/energy/gyousei.html 

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/seisaku_hyoka.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/seisaku_hyoka.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/shakai-keizaihakusho.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/shakai-keizaihakusho.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/shakai-keizaihakusho.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/shakai-keizaihakusho.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/tokei/shakai-keizaihakusho.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/gyousei.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/gyousei.html
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我が国のエネルギー自給率と食糧自給率を支える青森県 
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データでみる県勢2018 第27版 矢野恒太郎記念会 

青函経済圏構想 

130万＋道南50万人  
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青森県の産業優位性は何か    



8 

【県南・下北地域】 
八戸地域を中心 

鉄鋼、非鉄金属、製紙、化学などの基礎素材
型産業、半導体製造装置、情報通信機器、自
動車・航空機搭載部品、ソフトウェア産業 

水産加工品を中心とした食品加工業 

 

下北地域 

原子力関連、大規模風力発電、国際核融合
エネルギー研究センター、環境科学技術研究
所などが立地、国内でも有数なエネルギー開
発・研究の拠点形成が着々と進んでいます。 

 

エネルギーの安定供給や地球温暖化対策が
世界的に大きな課題 

環境・エネルギー分野における研究開発等 

環境リサイクル、省エネルギー・省力化技術
及び新エネルギー関連産業等の集積や新技
術・新産業の創出 www.pref.aomori.lg.jp/k-kensei/sangyo_shoko.html 

【津軽地域】青森市弘前市 

半導体、電子部品・デバイス、電気
機械、精密機械、情報通信、医療機
器など 

光技術関連企業 

光ファイバー、光デバイス、光学用
プリズム、画像処理装置、半導体検
査装置等 

食品関連産業 

ライフ（医療・健康・福祉）関連産業 

青森県の製造・産業の特徴は何か    
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G2 地域産業としての原子力   

www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/shinko-book.html 

地域の原子力産業、発電、燃料サイクルなど 

１．原子力発電 

 東北電力東通発電所、
電源開発大間発電所（建
設中）、東京電力東通発電
所（建設予定） 
 

２．核燃サイクル 

 濃縮・埋設・中間貯蔵・再
処理事業、ＭＯＸ燃料工場
（建設中）、使用済み燃料
中間貯蔵 

 

３．研究開発 

 環境科学技術研究所、
国際核融合研究センター、
青森県量子科学センター 
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核燃サイクルは技術的に確立 将来はFBRサイクル 
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安全対策は対応済み 日々改善前進 



エネルギー自給率の向上を支える地域振興 
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http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-

richi/files/2017yutaka.pdf 

総額１千億円 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
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http://area-info.jpn.org/KS02002All.html 

原子力は国を支え地域を活性化する 
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http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf 

発注３．５兆円 
地元６５００億円 

雇用2000万人･日  
地元６５％ 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
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G3 地元企業の役割       

    

http://www.pref.ao

mori.lg.jp/soshiki/e

nergy/g-

richi/files/2017yut

aka.pdf 

協力企業の役割、地元企業の参入、マッチングフェア
  

原燃関連 ６千人 
うち 地元 ５千人 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf


16 http://jongara.net/gmf2017/ 

「原子力メンテナンスの部品調達などに地域
企業の参入を」 
原子力事業者（５社）、原子力施設メンテナ
ンス会社（２９社）と地元企業の交渉 



G4 原子力再エネと雇用     

  

https://www.aomori-saiene.jp/ 

原子力と再エネ、雇用や発注面での比較 

再エネ（太陽光、風力）は建設後の仕
事が少なく、外国製品の使用が多いと
いわれる。 https://www.excite.co.jp/News/economy_g/20170619/Toushin_3505.html 

17 
www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/about/task.html 



18 https://www.aomori-saiene.jp/wp-content/uploads/2017/02/strategy201603_all_small.pdf 



総発電電力量1兆kWh 

2030年 

原子力20～22%見通 

再エネ22～24% 

平成２７年７月 経済産業省 

長期エネルギー需給見通 
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20 読売新聞1.26 

先進的なフラ
ンスの例が
抜けている 

投資は雇用を生
むが、コスト負担
は限界あり 

 

フランス
原子力 
75% 
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再エネ バックアップの火力が必要 コストとCO２ 

ドイツ問題あり 

バイオマス 
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G5 地元企業が求める人材    

    

http://www.hachinohe-yuchi.jp/ 

関連企業で必要とされる技術者、研究開発、人材育成、
各学科の専門分野との関係 
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www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/

shinko-book.html 

原子力事業所における業務 
  
原子力工学、放射線技術に加えて、機
械、電気、情報、建設、建築、化学・
生物工学、など多くの工学・技術分野 
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G6 原子力と地域の理解    

www.pref.aomori.lg.jp/koho/files/H27kome(H27nensan).pdf 

地域や地元の原子力産業への許容と問題点 

本来は当然
のこと 

 

なぜここまで
表示しなけ
ればならな
いかを考え
よう 



テレビ、新聞、マスコミ 報道姿勢、BPOにも視聴者から
の苦情殺到 「マスコミは偏っている」と認識された 

⇒ 風評はマスコミと反対者が作り出した 

風評被害と原子力の問題          
  定量的判断 日本のエネルギーと生活 

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3979/ 

www.gepr.org/ja/contents/20171213-01/ 

メディアの情報災害 
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１９６１年開発の
米国水爆Ｗ３９
（今も配備中） 

オレンジが爆風、
黄色が火球 

https://twitter.com/ishii

takaaki 

狂気の現実がある 

自然放射線も怖がる風潮 

微量の放射線は自然現象、 

量を見極めること！ 



核燃サイクル 
高速炉開発 
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次世代 
エネルギー 
研究開発 

放射性廃棄物 
処理処分 

次世代若者 

啓発勇気付け 

一般との対話 

マスコミ 
反政府誘導 

芸能人･文化人 
情緒･情報弱者 老年層 

豊かな次世代 
地球環境 

温室効果ガス 
削減 

国と地域 
活性化 

規制委員会 
乖離 

原爆水爆の 
恐怖 

低線量率の 
拒否反応 

経済活性化 

地域振興 
エネルギー 
セキュリティ 

定量概念 
リスク評価 

原発 
拒否反応 

再エネFIT 
原子力遅延 

原子力 

再稼働と推進 

風評被害 
政府放置 

安全対策 

廃炉技術 

社会受容 
教育啓蒙 

技術伝承 
発電継続 

核融合 

放射線 
量子利用 がん治療 

ホルミシス 
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まとめ 

グループに分かれて  

        ⇒ 対話を始めよう！ 

1 青森県の産業と政策 ➡ 青森県の経済産業構造、雇用、政策  

                     川合將義 粟野量一郎＊ 齋藤伸三 

2 地域産業としての原子力 ➡ 地域の原子力産業、発電、燃料サイクルなど  

                         早瀬佑一 松野秀男＊ 荒井利治  

3 地元企業の役割  ➡ 協力企業の役割、地元企業の参入、マッチングフェア
              三谷信次 大野崇＊ 阿部勝憲 

4 原子力再エネと雇用 ➡ 原子力と再エネ、雇用や発注面での比較 

                     石塚隆雄＊ 古田富彦 齋藤健彌 

5 地元企業が求める人材 ➡ 関連企業で必要とされる技術者、研究開発、 

                    人材育成、各学科の専門分野との関係 

                      大塔容弘＊ 工藤昭雄  

6 原子力と地域の理解 ➡ 地域や地元の原子力産業への許容と問題点 

                     西郷正雄 矢野歳和＊  
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Thank you for your attention !  

八戸三社大祭2017 BS NHK 
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1. 青森県の政策アウトルックレポート 
www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/kikaku/files/outlook_report_2017.pdf 

2. 青森県社会経済白書 www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/tokei/files/H28_hakusho_1.pdf 

3. 青森県の原子力行政 www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/ 
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/gyousei.html 

4. 青森県地域振興 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/g-richi/files/2017yutaka.pdf 

5. データでみる県勢2018 第27版 矢野恒太郎記念会  

6. 青森県庁原子力安全対策課www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/atom/index.html 

7. 青森県庁 県内の放射性物質調査の結果 www.pref.aomori.lg.jp/koho/hoshasei_chosa.html 

8. 全国・全地域の財政力指数番付 http://area-info.jpn.org/KS02002All.html 

9. 青森県再生可能エネルギー産業振興ポータルサイト https://www.aomori-saiene.jp 

10. 青森県の産業www.pref.aomori.lg.jp/k-kensei/sangyo_shoko.html 

11. 日本原子力文化財団 www.jaero.or.jp/data/03syuppan/energy_zumen/energy_zumen.html 

12. 青森県エネルギー産業振興戦略   https://www.aomori-saiene.jp/wp-

content/uploads/2017/02/strategy201603_all_small.pdf 

13. 関西電力 www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/about/task.html 
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