
平成17年10月1日付

現        職 氏  名 発  令  事  項

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　所長代理 ﾑｶｲ　ｶｽﾞｵ 次世代原子力システム研究開発部門長

向　和夫

新法人設立準備室長 ｺﾝﾄﾞｳ　ｻﾄﾙ 次世代原子力システム研究開発部門　副部門長

兼　企画部 近藤　悟 　敦賀本部　駐在

兼　大洗工学センター

技術展開部長 ｵｶﾞﾀ　ﾖｼﾉﾘ 敦賀本部　上級技術主席（中・西地区連携協力推進統括者）

兼　技術展開部　情報システム室長 緒方　義徳

敦賀本部　技術主席 ﾋﾛｲ　ﾋﾛｼ 敦賀本部　経営企画部長

兼　敦賀本部　業務統括部長 廣井　博 解　敦賀本部　業務統括部長　

兼　敦賀本部　業務統括部　経理課長 解　敦賀本部　業務統括部　経理課長

敦賀本部　技術企画部　次長 ﾆｼﾑﾗ　ﾋﾛｼ 敦賀本部　安全品質推進部長

西村　弘

人事部　次長 ﾀﾅﾍﾞ　ﾄｼｶﾂ 敦賀本部　業務統括部長

田那部　俊勝

敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所長 ｲｹﾀﾞ　ﾋﾛｼ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　所長代理

池田　博

大洗工学センター　副所長 ｶﾆ　ﾖｼｵ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　副所長

可児　吉男

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　副所長 ﾏｴﾀﾞ　ﾋﾛｼ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部長

前田　太志 　

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　副所長 ﾂﾁﾊｼ　ﾖｼｶｽﾞ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　技術主席

土橋　嘉和 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

敦賀本部　技術企画部長 ｷｼﾜﾀﾞ　ｶﾂﾐ 敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所長

岸和田　勝実 兼　敦賀本部 技術主席（原子炉廃止措置研究開発拠点化推進統括者）

人  事  異  動　(部　長　級）
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敦賀本部　国際技術センター　次長 ﾅｶｼﾏ　ﾌﾐｱｷ 次世代原子力システム研究開発部門　技術主席

中島　文明 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター長 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾂﾋｻ 次世代原子力システム研究開発部門　研究主席

山口　勝久 兼　ＦＢＲプラント技術ユニット長

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　技術企画部　次長 ﾃﾞｼﾏﾙ　ﾀｹﾋﾃﾞ 敦賀本部　経営企画部　次長

弟子丸　剛英

企画部　技術主席 ｱﾏﾀ　ｹﾝｲﾁ 敦賀本部　経営企画部　技術主席

天田　健一

企画部　技術主席 ｲｹﾀﾞ　ｻﾄｼ 敦賀本部　経営企画部　技術主席

池田　諭志 兼　経営企画部　技術主席

　東京事務所　駐在

企画部　研究主席 ｱﾘｲ　ﾖｼｵ 敦賀本部　経営企画部　技術主席

兼　企画部　総括グループリーダー 有井　祥夫 兼　経営企画部　技術主席

　東京事務所　駐在

大洗工学センター　システム技術開発部　研究主席 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾋﾛﾔｽ 敦賀本部　経営企画部　研究主席

兼　大洗工学センター　開発調整室 望月　弘保 兼　産学連携推進部

兼　技術展開部 兼　次世代原子力システム研究開発部門

　大洗研究開発センター駐在

敦賀本部　福井事務所長 ﾏﾂﾏﾙ　ﾀｶｼ 敦賀本部　安全品質推進部　次長

兼　技術展開部 松丸　隆 兼　敦賀本部　経営企画部　地域共生室

大洗工学センター　安全管理部　次長 ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾈﾋｻ 敦賀本部　安全品質推進部　技術主席

樋口　常久

東京事務所　次長 ｲﾜﾅｶﾞ　ｼｹﾞﾙ 敦賀本部　安全品質推進部　技術主席

兼　技術調整グループリーダー 岩永　繁 兼　安全統括部　次長　　　兼　東京事務所

　東京事務所　駐在

敦賀本部　業務統括部　次長 ﾅｶﾑﾗ　ﾀﾀﾞｼ 敦賀本部　業務統括部　次長

兼　業務統括部　地域交流課長 中村　忠嗣 兼　産学連携推進部　

兼　技術展開部 兼　敦賀本部　経営企画部　地域共生室

兼　業務統括部　地域交流課長

敦賀本部　国際技術センター　次長 ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾔｽﾋﾃﾞ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　研究主席

兼　国際技術センター　技術情報グループリーダー 榊原　安英 兼　研究技術情報部

敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　技術主席 ﾏﾙｵ　ﾖｼﾋﾛ 敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　技術主席

兼　敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所 圓尾　好宏 兼　敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　安全管理課長

　安全管理課長　　 兼　敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　品質保証課長

敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　次長 ｼﾌﾞﾔ　ｽｽﾑ 敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　副所長

澁谷　進 兼　バックエンド推進部門

監事室長 ｶﾜﾑﾗ　ﾀｹｼ 敦賀本部　参事

川村　武 兼　敦賀本部　経営企画部　地域共生室長

敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　副所長 ﾆｼﾀﾞ　ﾏｻｱｷ 敦賀本部　国際原子力情報・研修センター長

兼　敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所 西田　優顕 兼　敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　技術情報課長

　業務品質管理グループリーダー

人  事  異  動　(次　長　級）



平成17年10月1日付

現        職 氏  名 発  令  事  項

敦賀本部　技術企画部　企画グループリーダー ｲｲｼﾞﾏ　ﾀｶｼ 敦賀本部　経営企画部　中・西地区業務推進室長

兼　経営企画本部 飯島　隆

兼　企画部

敦賀本部　技術企画部　企画グループ　技術主幹 ﾓﾘ　ﾖｼﾊﾙ 敦賀本部　経営企画部　中・西地区業務推進室

森　義晴 技術副主幹　

敦賀本部　技術企画部　総括グループリーダー ｾﾄｸﾞﾁ　ｹｲｲﾁ 敦賀本部　経営企画部　経営企画グループリーダー

兼　経営企画本部 瀬戸口　啓一 兼　経営企画部

兼　企画部

企画部　経営企画グループ技術主幹 ｽｽﾞｷ　ﾕｷｵ 敦賀本部　経営企画部　経営企画グループ　技術副主幹

兼　企画部 鈴木　幸男 兼　経営企画部　技術副主幹

敦賀本部　国際技術センター　管理グループリーダー ｷﾀﾊﾞﾀ　ﾀｸﾔ 敦賀本部　経営企画部　国際協力グループリーダー

兼　国際技術センター　国際協力グループリーダー 北端　琢也

敦賀本部　技術企画部　連携協力推進グループリーダー ﾅｶｼﾞﾏ　ｼﾞｭﾝｻｸ 敦賀本部　経営企画部　技術展開推進グループリーダー

兼　技術展開部 中島　準作 兼　産学連携推進部

敦賀本部　技術企画部　安全推進室長 ﾔﾏｳﾁ　ﾀﾂﾔ 敦賀本部　安全品質推進部　安全品質推進室長

山内　辰也

敦賀本部　技術企画部　安全推進室長代理 ﾄｶﾞｼ　ﾖｼﾉﾘ 敦賀本部　安全品質推進部　安全品質推進室長代理

富樫　義則

敦賀本部　技術企画部　環境監視課長 ﾄﾘｲ　ﾀﾂｵ 敦賀本部　安全品質推進部　環境監視課長

兼　社内公募型研究推進質 鳥居　建男 兼　産学連携推進部

兼　次世代原子力システム研究開発部門

敦賀本部　技術企画部　環境監視課長代理 ｵｵｸﾎﾞ　ｺｳｲﾁ 敦賀本部　安全品質推進部　環境監視課長代理

大久保　浩一

大洗工学センター　管理部　事務主幹 ｶﾄｳ　ｱｷﾗ 敦賀本部　業務統括部　広報課　副主幹

加藤　晃 兼　敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　計画管理課

敦賀本部　業務統括部　経理課長代理 ｳｴﾉ　ｼｹﾞｵ 敦賀本部　業務統括部　地域交流課　副主幹

植野　重男

敦賀本部　業務統括部　人事課長 ﾄﾓﾍﾞ　ﾖｼｶﾂ 敦賀本部　業務統括部　労務課長

友部　嘉克 兼　人事部

人事部　事務主幹 ﾄﾓﾍﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 敦賀本部　業務統括部　経理課長

兼　新法人準備室 友部　三敬

敦賀本部　技術企画部　工務建設グループリーダー ﾖｼﾉ　ｹﾝｲﾁ 敦賀本部　業務統括部　建設管理課長

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所 吉野　謙一 兼　建設部

　プラント第二課 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター

もんじゅ開発部　プラント第二課

敦賀本部　技術企画部　工務建設グループ ｻｶｶﾞﾜ　ﾖｼﾉﾌﾞ 敦賀本部　業務統括部　建設管理課長代理

サブリーダー　 坂川　嘉信 兼　建設部

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター

プラント第二課 もんじゅ開発部　プラント第二課

敦賀本部　福井事務所長代理 ﾊﾀ　ｾｲｼﾞｭ 敦賀本部　経営企画部　地域共生室長代理

秦　静寿 兼　産学連携推進部

人  事  異  動　(課　長　級）



品質保証推進部　研究主幹 ｻｶｲ　ｼｹﾞﾙ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　技術主幹

坂井　茂

人事部　事務主幹 ｲｸﾞﾁ　ﾏｻｷ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

井口　雅樹 　主幹　　

大洗工学センター　実験炉部　技術主幹 ｵｵﾄﾞ　ﾄｼﾋﾛ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部　技術主幹

大戸　敏弘 兼　大洗研究開発センター　高速実験炉部　技術主幹

敦賀本部　技術企画部　企画グループ　サブリーダー ｵｸﾀﾞ ｴｲｲﾁ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

奥田　英一 技術課　技術副主幹　

兼　次世代原子力システム研究開発部門

　ＦＢＲプラント技術ユニット　多様化利用グループ　技術副主幹

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所 ﾊﾔｼ　ﾊﾙｶｽﾞ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

業務品質管理グループリーダー　 林　治一 品質保証課長　

兼　安全推進本部 兼　安全統括部

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　環境保全課長 ﾅｶﾞﾋﾛ　ﾖｼﾋｺ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　プラント第二課 長広　義彦 プラント第三課長　

大洗工学センター　システム技術開発部　研究主幹 ﾉﾅｶ　ﾉﾌﾞﾕｷ 敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　主任研究員

野中　信之

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　技術課 ｳｻﾐ　ｼﾝ 敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　技術副主幹　

技術主幹　 宇佐美　晋 兼　次世代原子力システム研究開発部門

兼　国際技術センター　 ＦＢＲプラント技術ユニット　炉心・燃料技術グループリーダー

大洗工学センター　要素技術開発部　研究主幹 ﾂｷﾓﾘ　ｶｽﾞﾕｷ 次世代原子力システム研究開発部門　ＦＢＲプラント技術ユニット

月森　和之 プラント信頼性グループリーダー

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター ﾔﾏｼﾀ　ﾀｸﾔ 次世代原子力システム研究開発部門

　ＩＳＩシステム開発グループリーダー　 山下　卓哉 ＦＢＲプラント技術ユニット　ナトリウム技術グループリーダー

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　主任研究員　

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター　ＩＳＩシステム開発グループ ｼｲﾅ　ｱｷﾗ 次世代原子力システム研究開発部門　ＦＢＲプラント技術ユニット

サブリーダー 椎名　章 ナトリウム技術グループ　サブリーダー　

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部　

プラント第二課 プラント第二課　

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　技術課 ﾐﾔｶﾜ　ｱｷﾗ 次世代原子力システム研究開発部門

技術主幹 宮川　明 ＦＢＲプラント技術ユニット　プラント技術評価グループリーダー

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　技術主幹

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

技術課　技術主幹　　

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター　システム技術開発グループ ﾖｼｶﾜ　ｼﾝｼﾞ 次世代原子力システム研究開発部門

研究主幹　 吉川　信治 ＦＢＲプラント技術ユニット　多様化利用グループリーダー

　敦賀本部　駐在

考査室　技術主幹 ﾋﾗﾉ　ﾏｻｱﾂ 次世代原子力システム研究開発部門　ＦＢＲプラント技術ユニット

平野　正敦 多様化利用グループ　技術主幹

　敦賀本部　駐在



敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　技術課 ｱﾗｲ　ﾏｻﾉﾌﾞ 次世代原子力システム研究開発部門

技術主幹　 荒井　眞伸 研究開発推進室長代理　

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　技術主幹

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　技術企画部　総括グループ　サブリーダー ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞｵ 次世代原子力システム研究開発部門　研究開発推進室

中村　和夫 技術副主幹　

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　技術副主幹

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター　 ﾜﾀｼ　ｶﾂﾐ 次世代原子力システム研究開発部門　主任研究員

プラント機器技術開発グループリーダー　 渡士　克己 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　主任研究員

　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター　 ﾆｼ　ﾋﾛｼ 次世代原子力システム研究開発部門　主任研究員

炉心技術開発グループリーダー　 西　裕士 兼　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部　技術課

兼　敦賀本部　国際技術センター　 　敦賀本部　駐在

プラント技術利用グループリーダー

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　技術課

敦賀本部　国際技術センター ﾀﾏﾔﾏ　ｷﾖｼ 次世代原子力システム研究開発部門　主任研究員

　システム技術開発グループリーダー 玉山　清志 　敦賀本部　駐在

敦賀本部　国際技術センター　技術主幹 ｷﾇｶﾞｻ　ﾏﾅﾌﾞ 次世代原子力システム研究開発部門　主任研究員

衣笠　学 　敦賀本部　駐在

敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　 ﾓﾘｼﾀ　ﾖｼﾂｸﾞ 敦賀本部　新型転換炉ふげん発電所　環境技術開発課長

環境技術開発室長　 森下　善嗣 兼　バックエンド推進部門　バックエンド技術開発ユニット

廃止措置技術開発グループ

敦賀本部　国際技術センター　実技訓練グループリーダー ｻﾜﾀﾞ　ﾏｺﾄ 敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　計画管理課長

兼　敦賀本部　国際技術センター　 澤田　誠

研修計画グループリーダー

敦賀本部　国際技術センター　管理グループ ﾐｳﾗ　ﾀﾀﾞｵ 敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　

サブリーダー　 三浦　忠男 計画管理課長代理　

兼　次世代原子力システム研究開発部門　研究開発推進室　

技術副主幹　

兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター

兼　敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　技術情報課

敦賀本部　国際技術センター　実技訓練グループ ｻｻｷ　ｶｽﾞｲﾁ 敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　研修課長

サブリーダー　 佐々木　和一 兼　敦賀本部　高速増殖炉研究開発センター　もんじゅ開発部

兼　敦賀本部　高速増殖炉もんじゅ建設所　プラント第一課 　プラント第一課　

東海事業所　環境保全・研究開発センター ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋﾃﾞﾄｼ 敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　技術主幹

遠藤　秀俊 兼　敦賀本部　国際原子力情報・研修センター　技術情報課

【本件に関する問い合わせ先】　

日本原子力研究開発機構　敦賀本部

業務統括部　広報課長 　森　将臣

　　　　　TEL  0770（21）5023〔直通〕


