
原子力人材育成ネットワーク事務局
の活動状況 

原子力人材育成ネットワーク事務局 
村上博幸 

（日本原子力研究開発機構 原子力人材育成センター） 
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JN-HRD.Net  



 ○産学官の原子力人材育成関係機関の情報共有、相互協力 
 ○我が国全体で一体となった原子力人材育成体制の構築 
  

   
原子力人材育成事業・活動等の効果的、効率的推進 
原子力人材育成に係る目標の達成 
 
（目標） 
 

 （１）今後の我が国の原子力界を支える人材の確保 
 （２）国際的視野を持ち、世界で活躍できる高い資質を有する 
   人材の育成 
 （３）海外の新規原子力導入国における人材育成支援の推進 
 （４）学生等の原子力志向の促進 
 （５）原子力に係る社会的基盤の整備及び拡大 

「原子力人材育成ネットワーク」の目的   
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事務局   
（JAEA & JAIF / JICC） 

「原子力人材育成ネットワーク」の体制   

運営委員会 
（委員19名） 

企画 
ワーキンググループ 

（委員25名） 

４．国内人材の国際化分科会（ＪＡＥＡ） 
  主査：山下総括アドバイザー(JAEA) 

１．初等中等教育支援分科会 
（原産）主査：工藤教授(九大) 

２．高等教育分科会（ＪＡＥＡ） 
   主査：井頭教授(東工大) 

５．海外人材育成分科会（JICC） 
   主査：上坂教授(東大)  

３．実務段階の人材育成分科会  
 (原産) 主査：川西所長(四電) 

（ネットワーク活動全体 
の企画、検討、評価 ） 
主査：工藤教授(九大) 

（ネットワーク活動の 
基本方針の決定 ） 
委員長：服部理事長
(JAIF) 

（分科会: 機関横断的事業・活動 
の提案、検討 ） 

（運営委員会、WGの事務局、

事務局事業・活動の運営、
遂行） 事務局長：村上人材
育成センター長(JAEA) 

（ ）内は事務局担当機関 
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環境省 

原子力人材育成ネットワーク（イメージ図） 

国際原子力開発 

参加する機関/団体：原子力関連の人材育成事業／活動を実施（又は企画）していること。 
Obligation 1) ネットワークに対し、原子力人材育成に係る情報を提供すること  
Obligation 2) 連絡窓口を設けること 

国際機関 
IAEA-ANENT、ENENなど 

メ ー カ ー 
学 会 

関係法人、 
団体等 

研究機関 

各高専 高専機構 

大 学 

地域活動 

内閣府 

外務省 経済産業省 

文部科学省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ネットワーク運営委員会 
活動方針の決定など 

参加機関数  71機関 
      （平成２６年２月１日現在） 

北海道大学、東北大学、茨城大学、 
東京大学、東京工業大学、 

長岡技術科学大学、金沢大学、 
福井大学、名古屋大学、京都大学、
大阪大学、神戸大学、岡山大学、 
広島大学、九州大学、会津大学、 
大阪府立大学、八戸工業大学、 

東京都市大学、東海大学、 
福井工業大学、近畿大学、 
静岡大学、新潟工科大学 

 
 

日本原子力 
学会 

JAIF、 JICC、エネルギー総合工学研究所、 
海外電力調査会、核物質管理センター、 
関西原子力懇談会、放射線計測協会、 
放射線利用振興協会、日本アイソトープ協
会、日本原子力技術協会、原子力安全研究
協会、原子力安全技術センター 

ネットワーク事務局（中核機関） 
（JAEA  /JAIF(JICC) ） 
情報収集・発信（広報）、人材育成データベース作成・運用、 
相談窓口（コンサルティング業務）、海外からの照会窓口など 

日立GEﾆｭｰｸﾘｱ･ｴﾅ

ｼﾞｰ、東芝、三菱
重工業、三菱電機、
NTC、三菱FBRｼｽ
ﾃﾑｽﾞ、三菱原燃 

若狭湾エネルギー研究
センター（福井県）、 
青森県、大洗町 

電気事業者等 

電気事業連合会、北海道電力、 
東北電力、北陸電力、東京電力、
中部電力、関西電力、中国電力、
四国電力、九州電力、電源開発、 
日本原子力発電、日本原燃 

ネットワーク企画WG 
機関横断的事業や活動の企画、 
検討、決定、評価 

JAEA、放医研、
JNES、日本分析
センター 

分科会 
個々の事業等の提案・検討 
初等中等教育段階の人材育成検討 
高等教育における原子力教育検討 
原子力人材国際化検討 
海外原子力人材育成検討 など 
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現在の原子力人材育成ネットワーク活動の主要課題 
 
 

 「原子力人材育成関係者協議会」の10項目の提言（2010年4月） 
 

 「ネットワークメッセージ：東京電力福島原子力発電所事故を踏
まえた原子力人材育成の方向性について」の５項目の課題
（2011年8月） 

 

 「原子力委員会」の原子力人材育成に係る見解（2012年11月） 
 

  ・・・ これらに係る今後の進め方の検討及び具体的活動実施 
 

 将来を見通した原子力人材育成戦略の構築 
 

 ハブ機能（ネットワーク事務局の活動）の充実・推進 
 

 
 

5 



ハブ機能としての「ネットワーク事務局」の活動 
 

1. ネットワーク会合の開催・運営 

2. ネットワークの窓口としての機能、問合せ・相談対応 

3. 周知・広報活動、ホームページ及びデータベース維持 

4. 国際協力、国際ネットワーク構築を目指した活動 

5. 個別人材育成活動推進、関係機関との連携協力 

6. 今後のネットワークのあり方の検討推進        

                                   など 
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1. ネットワーク会合の開催 
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会合名称 
開催回数 
（H25年度） 

ネットワーク運営委員会 2回 

ネットワーク企画WG 3回 

分 
科 
会 

高等教育分科会 3回 

人材国際化分科会 3回 

初等中等教育分科会 3回 

実務段階分科会 3回 

海外人材育成分科会 3回 

その他の会合（個別活動毎の準備会合など含む） 
（IAEAマネジメントスクール実行委員会、作業部会、事務局会合、基
本戦略検討会議、NW報告会等） 

～15回 

計 ～35回 



2．ネットワークの窓口としての活動 
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※ 参加機関等からの問い合わせ、依頼事項に対する対応   
     国内外からの問い合わせ対応、 各機関イベント紹介（メール、        
      HPなど） etc. 
 

※ IAEA技術研修員受け入れ窓口 
     H25年2月以降 取扱応募件数 15件（26人）、 受入成立 10件 
 

※ 原子力委員会への活動状況報告（H25年2月、7月） 
     事務局活動状況報告、IAEAマネジメントスクール報告 
 

 
※ ホ－ムページの改良・充実（H25年9月～） 
※ ニュースレター配信（原則 1回／四半期） 
※ 各種案内（活動状況）の発信 

 3. 広報活動 



IAEA技術研修員受入窓口 
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（業務内容） 
○ IAEA担当部署との連絡調整 （受入期間の調整、研修費交渉など含む） 
○国内受入先（大学、研究機関等）との交渉、連絡調整 （必要書類、VISA 依頼など含む） 
○候補者（フェローシップ技術員希望者）との連絡調整 （受入先との調整など含む） 

IAEA技術研修員受入れ状況 
  国 性別 所属 希望先 希望分野 期間 状況 

1 オマーン  F Sultan Qaboos大学 長崎大  医学 2カ月 ○完了 
2 タイ  M OAP  弘前大  原子力 2カ月 ○完了 
3 インドネシア M BATAN 中央大学 原子力 ５日 調整不能 
4 バングラデシュ M BAEC JAEA 原子力 １カ月 ○完了 
5 バングラデシュ F BAEC JAEA 原子力 ５日 ○完了 
6 バングラデシュ F BAEC JAEA 原子力 ５日 ○完了 
7 ベトナム F VARANS JNES 原子力 3カ月 希望先不可 
8 UAE M Directorate of Antiquities 金沢大学 考古学 １カ月 ○完了 
9 中国 M CIAE JAEA 原子力 ５日 ○完了 
10 インドネシア M BATAN JAEA 原子力 ５日 ○完了 
11 ベトナム M VARANS JNES 原子力 ４カ月 希望先不可 
12 ベトナム F VARANS JNES 原子力 ２カ月 希望先不可 
13 

シンガポール 

F Ministry of Communication and Information 

JAEA 
（IAEAワーク
ショップ） 

原子力 ４日 ○完了 

14 M Civil Defence Force 
15 M Ministry of Home Affiars 
16 M Ministry of Environment and Water Resources 
17 M National Environment Agency 
18 M National Security Coordination Center 
19 

スロベニア 

M IBE 

日本原燃 原子力 ３日 
○完了 

20 M 放射線安全課、農業環境省 
21 M 

Agency for Radwaste Management(ARAO) 
Ministry of Economy 

22 F 
23 M 
24 M 本人の都合でキャンセル 
25 ベトナム M VARANS 

JNES 原子力 １カ月 調整中 
26 ベトナム M VARANS 
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原子力人材育成ネットワーク広報活動の充実・強化 
（ホームページの改良） 

＊ネットワークホームページの充実 
  ・・・・ 国内関係機関からの情報収集、依頼事項掲載 
  ・・・・ 各種情報の充実・拡大（データベースの再編） 



原子力人材育成データベースの再編 

11 

データベースの公開： 
   （H23年度までの収集データ及び一部JAEAのH25年度データ：3月を予定） 
  

  従来、セキュリティの問題等で公開していなかった情報をHPにおいて公開  
                 （参加機関のみ      一般向け対応） ・・・ 情報を選択 
 

  内容  研修（プログラムなど）、 施設・設備、 講師在籍状況（専門分野、人数など）   
 

システム概要： 
  原子力人材育成ネットワークホームページトップ 
       └ 検索システムトップ（データベーストップ）  
         ├◆研修検索       ⇒検索条件を入力 
                └  一覧      ⇒条件に合致した研修を表示 
                └  詳細      ⇒個々の詳細情報を表示 
         ├◆施設検索 
           ├◆講師在籍状況検索 
 

改訂事項：  「海外人材育成分科会」のデータベースとの合併を見据えた対応 
         分類（専門分野）項目の見直し（研修、講師）   
                   従来10項目      大項目9  小項目22 
          
 ※ 3月以降、JAEA以外の平成25年度実績、26年度（計画）データを収集していく予定。 
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4．国際協力及び原子力人材育成に係る  
国際的ネットワーク構築に向けた活動 

＊IAEA-ANENT会合（H25年6月）及びANSN会合（同11月） 
  ENEN総会（H25年3月）等への参加 
＊韓国KONICOF訪問団との情報・意見交換（H25年7月） 
＊原子力人材育成国際会議開催（H25年10月） 

韓国原子力国際協力財団
（KONICOF）訪問団一行との
情報共有会合（H25年7月
22-23日） 



原子力人材育成国際会議の開催 
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第3回 マレーシア （H24年11月20-22日） 
テーマ：「原子力施設の安全確保のための人材及び放射線やリスクに係る一般との情報
共有のための人材の育成」   世界１０カ国・３国際機関、約60名参加 

第2回 タイ （H24年2月27-28日） 
テーマ：「福島事故以後の原子力人材育成の役割」 世界９カ国・４国際機関、約80名参加 

第1回 東京 （H23年3月-震災により中止） 
テーマ：「原子力人材育成におけるネットワーク化の意義」  

第4回 ベトナム （H25年10月29-31日） 
テーマ：「効果的、効率的な  
              原子力人材育成の手法」 
 世界１０カ国・３国際機関、 
 約６０名参加 
第5回 インドネシア （H26年10月末頃を予定） 
テーマ、参加国等未定    

（概要） H22年度より原子力機構主催、原子力人材育成ネットワーク協賛で毎年実施 
（目的） ・各国における原子力人材育成活動の状況、課題等についての情報共有 
     ・「原子力人材育成ネットワーク」と国外関係機関との連携協力関係の構築・強化 

原子力人材育成国際会議 （ハノイ、ベトナム） 
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５．ネットワーク事務局の人材育成活動 
１） IAEA原子力エネルギーマネジメントスクールの開催（H25年5-6月） 
  東大原子力専攻、原産協会、原子力機構が共同で日本側（開催地）ホスト 
 [対象者] 日本及びアジア・アフリカ等の若い技術者、研究者、規制担当官など 
 

２） 国内人材国際化のための研修コース開催（H25年12月） 
  ＜経産省公募受託事業による実施＞ 
 [対象者] 国内の若い技術者、研究者等・・・将来、国際的活躍が期待される人材 

・・・ 分科会活動状況において詳細を報告 



種々の原子力人材育成事業・活動及び関係 
機関との連携協力 

 

 ○大学等の活動との連携協力：    

   大学連合ATOM、JNEN（大学連携ネットワーク）等との協力 
   高専等の原子力教育プログラムへの協力 
 

 ○国等の国際的事業との連携：   
   FNCA（人材養成）プロジェクト 
   海外人材育成事業（研究交流事業、講師育成事業、核不 
   拡散・セキュリティ研修事業 など） 
 

 ○産業界、学会等との連携：   
   施設利用や人材育成事業における協力 
   学会活動等との連携 
     （大学教員協議会との協力：学生動向調査の実施）   

15 
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国の公募による原子力人材育成事業（H25年度） 

文部科学省：  
 国際原子力人材育成イニシャチブ事業（補助金事業） 
 
H25年度（一次募集）  5件採択      
           近大、原電、東大、東工大、東北大 
 

     （二次募集）  5件採択      
           東海大、長岡技科大、原電、九大、三菱重工 
 
経済産業省資源エネルギー庁：  
 安全性向上原子力人材育成委託事業 
 
H25年度  10件採択  
    若狭エネ研、東北大金材研、八戸工大、福井高専、 
    原子力機構（2件）、原安技センター、原電（2件）、四電 



６．今後のネットワークのあり方・活動の検討 

１）原子力委員会見解への対応 
 ネットワーク内にサブワーキンググループを設置して活動す 
 べき内容等を協議。   
 

２）原子力人材育成に係る基本戦略の検討 
 運営委員会の諮問会合を設置して検討を実施。 
  

               ・・・ このあと報告 
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各会合での報告を受け、今後企画WG及び運営委員会 
において引き続き議論を行う。 



① ネットワーク会合（運営委員会、企画ワーキンググルー
プ、分科会、報告会など）の開催 

② ネットワークの対外窓口としての活動、連絡調整、IAEA
技術研修員受入国内窓口など 

③ 広報活動(パンフレット作成、ＨＰの改良・充実強化、
ニュースレター配信等) 

④ 国際ネットワーク構築活動の推進 （原子力人材育成国
際会議開催など） 

⑤ IAEAマネジメントスクール日本開催、国際人材養成コー
ス開催、国内関係機関との連携協力活動 

⑥ 今後の原子力人材育成の課題、活動戦略等の検討 
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ネットワーク事務局の活動（まとめ） 
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ご清聴有り難うございました。 

原子力人材育成ネットワーク事務局 
 

URL: http://jn-hrd-n.jaea.go.jp/ 
Eメール： jn-hrd.net@jaea.go.jp 
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