
氏 名

い と う よ う い ち

伊 藤 洋 一

す ど う け ん じ

須 藤 憲 司

よ し だ く に ひ ろ

吉 田 邦 弘

み う ら の ぶ ゆ き

三 浦 信 之

お お し ま ひ ろ ゆ き

大 島 宏 之

おおいがわ ひろゆき

大 井 川 宏 之

ふ な き け ん た ろ う

舟 木 健 太 郎

理事（再任）
敦賀廃止措置実証部門長
敦賀事業本部長代理

理事
敦賀廃止措置実証部門長
敦賀事業本部長代理

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　人事異動
〔令和3年4月１日付〕

［新所属・職制］ ［前職］

副理事長（再任）
バックエンド統括本部長
敦賀事業本部長

副理事長
バックエンド統括本部長
敦賀事業本部長

理事
原子力科学研究部門長
安全研究・防災支援部門長

原子力科学研究部門副部門長
原子力科学研究所長

理事（再任） 理事

理事
福島研究開発部門長

理事
高速炉・新型炉研究開発部門長

高速炉・新型炉研究開発部門
大洗研究所副所長

理事
核燃料・バックエンド研究開発部門長

バックエンド統括本部長代理
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氏 名

そうま　すすむ

相馬　丞

しおつき　まさお

塩月　正雄

めぐろ　よしひろ

目黒　義弘

ふじた　ともお

藤田　朝雄

おのせ　あきひろ

小野瀬　晃弘

うえず　やすひろ

植頭　康裕

もんま　としゆき

門馬　利行

たなか　ひろし

田中　拓

ながい　としひさ

永井　俊尚

あじき　かずひで

安食　和英

とのいけ　こうたろう

外池　幸太郎

しち　りょう

志知　亮

かねこ　ただとし

金子　忠利

あきやま　つよし

秋山　剛

いまい　さとなお

今井　里如

ひぐち　ひであき

樋口　英明

おおうち　たけし

大内　剛司人事部　次長 人事部　参事

総務部　次長 法務監査部　次長

経営企画部　次長
安全研究・防災支援部門　安全研究センター　燃料サイクル安全
研究ディビジョン長

採用
経営企画部　部長

経営企画部　次長 事業計画統括部　次長

経営企画部　次長 事業計画統括部　次長

経営企画部　部長 戦略・国際企画室　次長

安全・核セキュリティ統括部　次長 福島研究開発部門　福島研究開発拠点　安全管理部長

経営企画部　部長 敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　副本部長

経営企画部長 事業計画統括部長

バックエンド統括本部　バックエンド推進部長 バックエンド統括本部　企画部　研究主席

バックエンド統括本部　バックエンド推進部　次長
敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　使用済燃料プロ
ジェクト推進室　参事

統括監査の職付
核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター
副所長

バックエンド統括本部長代理
高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所長

バックエンド統括本部　企画部　次長

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　人事異動
〔令和3年4月1日付〕

［新所属・職制］ ［前職］

経営企画部　次長 事業計画統括部　次長

バックエンド統括本部　バックエンド推進部　次長

総務部　次長 人事部　次長

1/6



氏 名［新所属・職制］ ［前職］

なるしま　きよし

成嶋　清

まつもと　なおや

松本　尚也

おおば　まさかつ

大場　正克

おの　きよし

小野　清

やまむら　つかさ

山村　司

なかにし　まさお

中西　昌夫

いけだ　まさとし

池田　政敏

みねお　ひであき

峯尾　英章

きむら　まさみ

木村　正実

こい　まもる

小井　衛

きむら　たかうみ

木村　貴海

ももせ　たくまろ

百瀬　琢麿

はやかわ　つよし

早川　剛

なかの　まさなお

中野　政尚

にしの　やすはる

西野　泰治

えじり　しんたろう

江尻　伸太郎

おのでら　じゅんいち

小野寺　淳一

みつぎ　たけし

三次　岳志

もりひら　まさゆき

森平　正之

たかさき　こうじ

高崎　浩司

いいじま　かずき

飯島　和毅

おおい　たかお

大井　貴夫

国際部長 戦略・国際企画室長

新試験研究炉準備室長
高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　副所長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究
開発センター長

敦賀事業本部　参事 総務部　次長

監査室長 法務監査部長

研究連携成果展開部　次長 研究連携成果展開部　参事

契約部　次長 財務部　次長

契約部 契約部　次長

財務部　次長 研究連携成果展開部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター長代理
兼　敦賀事業本部　副本部長

高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター　拠点
化推進室長

福島研究開発部門　企画調整室 福島研究開発部門　福島研究開発拠点　副所長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　副所長
核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
副所長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　安全管理部長
安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修センター　副
センター長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　安全管理部　次長
核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
放射線管理部　次長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
副センター長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
副センター長
兼　福島研究開発部門　福島研究開発拠点　施設部　次長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　研究推進室長代理

核燃料・バックエンド研究開発部門　青森研究開発センター　副
所長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　国際共同研究棟運営管理室長代理

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セ
ンター　国際共同研究棟運営管理室

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　燃料デブリ研究ディビジョン　副ディビジョン長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　技術主席

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　燃料デブリ研究ディビジョン

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セ
ンター　燃料デブリ研究ディビジョン　副ディビジョン長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　遠隔技術ディビジョン　副ディビジョン長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　放射線管理部長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　環境影響研究ディビジョン長
兼　福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究
センター　　環境モニタリングディビジョン長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セ
ンター　環境影響研究ディビジョン長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　楢葉遠隔技術開発センター
副センター長

事業計画統括部　研究主席

国際部　次長 戦略・国際企画室　次長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

こばやし　けんたろう

小林　健太郎

こさか　いちろう

小坂　一郎

たなか　こうすけ

田中　康介

はしむら　ひろひこ

橋村　宏彦

よのもと　たいすけ

与能本　泰介

むなかた　まさひろ

宗像　雅広

にしやま　ゆたか

西山　裕孝

すやま　けんや

須山　賢也

まがら　まさあき

間柄　正明

えんどう　あきら

遠藤　章

おおうち　のぶお

大内　伸夫

くれた　まさとし

呉田　昌俊

まるお　たけし

丸尾　毅

むらやま　ようじ

村山　洋二

さとやま　とものり

里山　朝紀

つのだ　まさひこ

角田　昌彦

わだ　しげる

和田　茂

くご　てるひこ

久語　輝彦

かとう　ちあき

加藤　千明

たけだ　まさやす

武田　全康

なかじま　けんじ

中島　健次

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
副センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
バックエンド対策推進室長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
分析・研究施設整備部長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
分析・研究施設整備部　次長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
分析・研究施設整備部　次長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
分析・研究施設整備部　研究主席

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター
大熊施設部長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　施設部長
兼　福島研究開発部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究セン
ター　大熊施設部長

安全研究・防災支援部門　規制・国際情報分析室 安全研究・防災支援部門　安全研究センター　副センター長

安全研究・防災支援部門　安全研究センター　副センター長
兼　安全研究・防災支援部門　安全研究センター　研究計画調整室
長
兼　安全研究・防災支援部門　企画調整室　次長

安全研究・防災支援部門　安全研究センター　研究計画調整室長
兼　安全研究・防災支援部門　企画調整室　次長

安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修センター 副セン
ター長
兼　安全研究・防災支援部門　安全研究センター　原子炉安全研究
ディビジョン　副ディビジョン長

安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修センター 副セ
ンター長兼　安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修
センター　防災研究開発ディビジョン長
兼　安全研究・防災支援部門　安全研究センター　原子炉安全研
究ディビジョン　副ディビジョン長

安全研究・防災支援部門　安全研究センター　燃料サイクル安全研
究ディビジョン長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セ
ンター　軽水炉工学・核工学ディビジョン　研究主席

安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修センター　防災
研究開発ディビジョン長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セ
ンター　環境モニタリングディビジョン長

原子力科学研究部門　副部門長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セ
ンター長

原子力科学研究部門　企画調整室長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　計画管理部長
兼　原子力科学研究部門　企画調整室　燃料特別対応室長

原子力科学研究部門　企画調整室　燃料特別対応室長
兼　原子力科学研究部門　企画調整室　次長
兼　原子力科学研究部門　企画調整室　福島研究開発推進室長

原子力科学研究部門　企画調整室　次長
兼　原子力科学研究部門　企画調整室　イノベーション推進室長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セ
ンター　研究推進室長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　研究炉加速器技術部 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　副所長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セン
ター　研究推進室長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セ
ンター　研究推進室長代理

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　保安管理部　次長
原子力科学研究部門　原子力科学研究所　バックエンド技術部
技術主席

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　工務技術部　次長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　保安管理部　次長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　物質科学研究センター
副センター長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　物質科学研究セン
ター　中性子材料解析研究ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　物質・生命科学
ディビジョン　副ディビジョン長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セン
ター長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力エネルギー基
盤連携センター長

原子力科学研究部門　企画調整室長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　計画管理部長
兼　原子力科学研究部門　企画調整室　イノベーション推進室長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　研究炉加速器技術部長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　工務技術部　次長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　副所長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　研究炉加速器技術部長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　物質科学研究センター長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　物質科学研究センター
長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　物質科学研究セン
ター　中性子材料解析研究ディビジョン長

3/6



氏 名［新所属・職制］ ［前職］

こばやし　たかし

小林　隆

ふたかわ　まさとし

二川　正敏

ないとう　ふじお

内藤　富士雄

みやもと　ゆきひろ

宮本　幸博

わきもと　しゅういち

脇本　秀一

いしい　てつろう

石井　哲朗

なかね　よしひろ

中根　佳弘

そやま　かずひこ

曽山　和彦

こまつばら　たけし

小松原　健

さわだ　しんや

澤田　真也

くにとみ　かずひこ

國富　一彦

かみなが　まさのり

神永　雅紀

ねぎし　ひとし

根岸　仁

はやふね　ひろき

早船　浩樹

ひらた　まさる

平田　勝

しばた　たいじゅ

柴田　大受

あかさか　なおあき

赤坂　尚昭

なかむら　ひろふみ

中村　博文

にしはら　てつお

西原　哲夫

やん　じんぐろん

ヤン　ジングロン

かとう　まさと

加藤　正人

おおの　しゅうじ

大野　修司

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター長
原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　素粒子原子核ディ
ビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　副センター長
原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　加速器ディビジョ
ン　副ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター 原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　副センター長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　安全ディビジョン長
原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　安全ディビジョン
副ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　物質・生命科学ディ
ビジョン　副ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　研究主席

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　素粒子原子核ディビ
ジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　素粒子原子核ディ
ビジョン　副ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　素粒子原子核ディビ
ジョン　副ディビジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　素粒子原子核ディ
ビジョン　ハドロンセクションリーダー

高速炉・新型炉研究開発部門 高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長

高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長
高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　副所長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セ
ンター長

高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室長

高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長 高速炉・新型炉研究開発部門　炉設計部長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室長 事業計画統括部　部長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　次長
高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　次長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　福島研究開発
推進室長

高速炉・新型炉研究開発部門 高速炉・新型炉研究開発部門　国際・社会環境室長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　次長 高速炉・新型炉研究開発部門　国際・社会環境室　研究主席

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　副所長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究開
発センター長

高速炉・新型炉研究開発部門　国際・社会環境室　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　プラント技術イノベーション推進室
長

高速炉・新型炉研究開発部門　炉設計部　上級研究主席

高速炉・新型炉研究開発部門　プラント技術イノベーション推進室
次長

高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　炉設計部長 高速炉・新型炉研究開発部門　炉設計部　次長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　副センター長
原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　安全ディビジョン
長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター 原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　副センター長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　副センター長 事業計画統括部　次長
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たちばな　ゆきお

橘　幸男

たけうち　まさゆき

竹内　正行

かいとう　たけじ

皆藤　威二

まえだ　せいいちろう

前田　誠一郎

しみず　いさむ

清水　勇

はしもと　まこと

橋本　周

よしだ　あきひろ

吉田　昌宏

あさやま　たい

浅山　泰

わかい　たかし

若井　隆純

ふるかわ　ともひろ

古川　智弘

さかば　なりあき

坂場　成昭

くぼ　しんじ

久保　真治

いしかわ　しんいちろう

石川　進一郎

きたむら　りょういち

北村　了一

つちや　くにひこ

土谷　邦彦

よしはた　やすのぶ

吉畑　安信

はざま　たいら

羽様　平

たかはし　くにあき

髙橋　邦明

ながさと　よしひこ

永里　良彦

しみず　たけのり

清水　武範

ふくしま　みねお

福嶋　峰夫

高速炉・新型炉研究開発部門　炉設計部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究開発
センター　副センター長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究
開発センター　水素・熱利用研究開発部長

高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計室長 高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計部　研究主席

高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計室　次長 高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計部　研究主席

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　副所長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研
究開発センター長

高速炉・新型炉研究開発部門　燃料サイクル設計部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　放射線管理部長 高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　放射線管理部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　放射線管理部　次長
高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　放射線管理部　技術
主席

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究開
発センター　副センター長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研
究開発センター　高速実験炉部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究
開発センター　高速実験炉部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究開
発センター　高速炉解析評価技術開発部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究
開発センター　高速炉基盤技術開発部長

高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター　高速炉
プラント技術開発部　次長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研
究開発センター　　高速炉解析評価技術開発部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター　高速
炉プラント技術開発部　研究主席

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究開
発センター　高速炉基盤技術開発部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究
開発センター　高速炉基盤技術開発部　次長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル
研究開発センター　高速炉解析評価技術開発部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究開発セ
ンター　副センター長

高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究開発セ
ンター　水素・熱利用研究開発部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高温ガス炉研究開発
センター　水素・熱利用研究開発部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発センター
長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発センター
副センター長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セン
ター　環境保全部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セン
ター　環境保全部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発センター
材料試験炉部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セン
ター　材料試験炉部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター　拠点化
推進室長

敦賀事業本部　地域共生部　参事

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
副所長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究
所　再処理廃止措置技術開発センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
再処理廃止措置技術開発センター　副センター長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研
究所　再処理廃止措置技術開発センター　廃止措置推進室長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
副所長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究
所　環境技術開発センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
副所長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研
究所　再処理廃止措置技術開発センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター　副センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター　副センター長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研
究所　環境技術開発センター　廃止措置技術部長

核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室長
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室　福島研究
開発推進室長

核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究開
発センター

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル研究
開発センター　副センター長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　高速炉サイクル
研究開発センター　高速炉解析評価技術開発部長
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なかざわ　おさむ

中澤　修

やまぐち　としや

山口　俊哉

こすぎ　かずまさ

小杉　一正

よしおか　たつじ

吉岡　龍司

おはら　よしゆき

小原　義之

なかしま　しんいち

中島　伸一

くすのき　つよし

楠　剛

もりした　よしつぐ

森下　喜嗣

さとう　よしあき

佐藤　仁昭

さくらい　なおと

櫻井　直人

なかい　きょういち

中井　教一

すずき　たかゆき

鈴木　隆之

さかがわ　よしのぶ

坂川　嘉信

核燃料・バックエンド研究開発部門　青森研究開発センター　副所
長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セン
ター副センター長
兼　高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　環境技術開発セ
ンター　材料試験炉部長

核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター　環
境保全技術開発部　次長

核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター
技術主席

核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター　環
境保全技術開発部　技術管理課

核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター
環境保全技術開発部　次長

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部長代理 敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん所長

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　副本部長
高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター　拠点
化推進室長代理

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん所長 敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ所長代理

敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ　安全・品質保証
部　技術主席

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　安全・品質保
証部　次長

敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ所長代理
高速炉・新型炉研究開発部門　敦賀総合研究開発センター長代理
兼　敦賀事業本部　副本部長

敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ
敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ　廃止措置部
次長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
再処理廃止措置技術開発センター　技術部　次長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
再処理廃止措置技術開発センター　廃止措置推進室　技術主席

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター　廃止措置技術部長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター　廃止措置技術部　次長

核燃料・バックエンド研究開発部門　人形峠環境技術センター　副
所長

バックエンド統括本部　企画部　次長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
再処理廃止措置技術開発センター　廃止措置推進室長

核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研究所
再処理廃止措置技術開発センター　廃止措置推進室長代理
兼　核燃料・バックエンド研究開発部門　核燃料サイクル工学研
究所　再処理廃止措置技術開発センター　技術部　次長
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