
氏 名

かみで　ひでき

上出　英樹

おの　きよし

小野　清

しおつき　まさお

塩月　正雄

はしもと　たつお

橋本　達夫

なかざわ　おさむ

中澤　修

かめい　げんと

亀井　玄人

おくだ　えいいち

奥田　英一

いとう　きみお

伊藤　公雄

のむら　のりお

野村　紀男

やまが　ちかのぶ

山鹿　親信

うえず　やすひろ

植頭　康裕

おおかわち　やすし

大川内　靖

なかむら　ひろのぶ

中村　仁宣

しろも　ひでお

白茂　英雄

かわにし　ともひろ

川西　智弘

まつもと　ひでと

松本　英登

のざわ　たかし

野澤　隆ＪＡＥＡイノベーションハブ　次長 ＪＡＥＡイノベーションハブ　技術主席

経営企画部　次長
兼　新試験研究炉準備室　次長

新試験研究炉準備室　次長

安全・核セキュリティ統括本部　統括管理室　次長 広報部　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4年4月1日付〕

［新所属・職制］ ［前職］

ＪＡＥＡフェロー 高速炉・新型炉研究開発部門　副部門長

バックエンド統括本部　副本部長
兼　バックエンド統括本部　埋設事業センター長

広報部長

バックエンド統括本部長代理
バックエンド統括本部長代理
兼　バックエンド統括本部　埋設事業センター長

バックエンド統括本部　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

安全・核セキュリティ統括本部　副本部長
兼　安全・核セキュリティ統括本部　核セキュリティ管理部長

安全・核セキュリティ統括部　部長

安全・核セキュリティ統括本部長代理
兼　安全・核セキュリティ統括本部　統括管理室長

安全・核セキュリティ統括部長

安全・核セキュリティ統括本部　安全管理部　次長 安全・核セキュリティ統括部　次長

安全・核セキュリティ統括本部　副本部長
兼　安全・核セキュリティ統括本部　安全管理部長

安全・核セキュリティ統括部　部長

安全・核セキュリティ統括本部　核セキュリティ管理部　次長 安全・核セキュリティ統括部　次長

安全・核セキュリティ統括本部　核セキュリティ管理部　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
プルトニウム燃料技術開発センター　技術部　核物質管理課長

経営企画部　次長

安全・核セキュリティ統括本部　安全管理部　次長 安全・核セキュリティ統括部　安全・核セキュリティ推進室長

経営企画部　次長
兼　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長

理事長首席補佐 国際部長

バックエンド統括本部　埋設事業センター　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　基盤技術研究開発部長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

ふじた　こうき

藤田　甲樹

こんどう　りょうへい

近藤　亮平

たかはし　てつお

高橋　哲夫

もり　としひと

森　俊人

いしかわ　しんいちろう

石川　進一郎

なるしま　きよし

成嶋　清

やまがた　いさお

山形　功

いのうえ　たかし

井上　隆

まつもと　なおや

松本　尚也

いした　つよし

井下　毅

にしかわ　しんいち

西川　信一

どうのまえ　たかこ

堂野前　貴子

やまむら　つかさ

山村　司

あかさか　なおあき

赤坂　尚昭

なかつか　とおる

中塚　亨

はやかわ　つよし

早川　剛

みやはら　かなめ

宮原　要

みやもと　やすあき

宮本　泰明

ももせ　たくまろ

百瀬　琢麿

ふかほり　ときお

深堀　智生

なかい　としろう

中井　俊郎

なかの　まさなお

中野　政尚

広報部　次長 広報部　技術主席

総務部　次長 人事部　参事

国際部　技術主席 安全研究・防災支援部門　規制・国際情報分析室長代理

国際部　次長 高速炉・新型炉研究開発部門　戦略・計画室　次長

総務部長 財務部長

人事部　次長 人事部　参事

財務部長 財務部　次長

契約部　次長

福島研究開発部門　企画調整室長

契約部　次長

核不拡散・核セキュリティ総合支援センター　能力構築国際支援室 福島研究開発部門　福島研究開発拠点　安全管理部長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点所長
兼　福島研究開発部門　企画調整室長

広報部長 構造改革推進室長

国際部長 国際部　次長

財務部 核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室　次長

人事部　人事課
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

総務部 構造改革推進室　次長

財務部　次長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　計画管理部　参事

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

契約部長

福島研究開発部門　副部門長 福島研究開発部門　福島研究開発拠点所長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　所長代理 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　兼　福島研究開発
部門　福島研究開発拠点　大熊分析・研究センター長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　安全管理部　次長

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
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
センター長代理

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　安全管理部長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

なかの　ひろのり

中野　裕範

さくらい　としひさ

櫻井　敏久

こやま　しんいち

小山　真一

くらた　まさき

倉田　正輝

ながえ　ゆうじ

永江　勇二

さとう　いっけん

佐藤　一憲

こま　よしかず

駒　義和

ながいし　りゅうじ

永石　隆二

うえの　ふみよし

上野　文義

やまぎし　いさお

山岸　功

たかさき　こうじ

高崎　浩司

おおば　ひろのり

大場　弘則

わかいだ　いくお

若井田　育夫

いいじま　かずき

飯島　和毅

おおい　たかお

大井　貴夫

すずき　まさひろ

鈴木　政浩

いしはら　まさひろ

石原　正博

とくもり　りつろう

徳森　律朗

さとう　そういち

佐藤　宗一

にしの　やすはる

西野　泰治

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　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　楢葉遠隔技術開発センター
副センター長

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　廃炉環境国際共同研究セン
ター　放射性物質マネジメントディビジョン長

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　廃棄物処理処分ディビジョン長

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　放射性物質マネジメントディビジョン　材料・放射線研究グ
ループリーダー

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　炉内状況把握ディビジョン　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　放射性物質マネジメントディビジョン　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　燃料デブリ研究ディビジョン　研究主席

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　副センター長
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　燃料デブリ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　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

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　炉内状況把握ディビジョン　研究主席

福島研究開発部門　福島研究開発拠点　福島事業管理部長 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　福島事業管理部 福島研究開発部門　福島研究開発拠点　福島事業管理部長

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

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　炉内状況把握ディビジョン長

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　大熊分析・研究セン
ター　分析部長

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　遠隔技術ディビジョン長

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

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

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　遠隔分析技術開発グループ

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
兼　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　モックアップ試験施設部長

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
モックアップ試験施設部長

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・研究センター長
代理
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　施設安全部長

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
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
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　廃炉環境国際共同研究セン
ター　放射性物質マネジメントディビジョン　材料・放射線研究グ
ループ

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　廃棄物処理処分ディビジョン　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　空間情報応用制御研究グループ

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　燃料デブリ研究ディビジョン　炉内状況把握グループ

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　炉内状況把握ディビジョン　副ディビジョン長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

おぎの　ひでき

荻野　英樹

わたなべ　まさひさ

渡辺　将久

なかむら　たけひこ

中村　武彦

えさか　ふみたか

江坂　文孝

あべ　ひとし

阿部　仁

なかやま　しんいち

中山　真一

にしやま　ゆたか

西山　裕孝

まるやま　ゆう

丸山　結

すぎやま　ともゆき

杉山　智之

まえだ　としかつ

前田　敏克

たかはし　ふみあき

高橋　史明

たけだ　せいじ

武田　聖司

むなかた　まさひろ

宗像　雅広

やまぐち　てつじ

山口　徹治

はなわ　さとし

塙　悟史

わたなべ　ふみたか

渡辺　文隆

たなか　ただお

田中　忠夫

おおうち　のぶお

大内　伸夫

くれた　まさとし

呉田　昌俊

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　研究主席

原子力科学研究部門　企画調整室　次長
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

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

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

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

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

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　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　研究計画調整室長代
理
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
計画調整室長代理

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　副ディビジョン長
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　環境影響研究ディビジョン　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　防災
研究開発ディビジョン　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・研修センター長
兼　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　原子力緊急時支援・研修センター　副セ
ンター長
兼　福島研究開発部門　福島研究開発拠点　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　副ディビジョン長
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　原子力緊急時支援・研修センター　副セン
ター長

安全研究・防災支援部門　原子力緊急時支援・研修センター　計画
調整室長
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
防災支援研修ディビジョン長
兼　安全研究・防災支援部門　企画調整室　次長
兼　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　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　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
ディビジョン長

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
ビジョン長

安全研究・防災支援部門　安全研究センター　研究主席

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　環境・放射線科学ディビジョン　研究主席

安全研究・防災支援部門　企画調整室　次長
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
代理

経営企画部　研究主席

安全研究・防災支援部門　規制・国際情報分析室長代理 安全研究・防災支援部門　安全研究センター　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　施
設安全部長

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
施設安全部　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
析部長

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　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　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　リスク情報活用推進室長代理

安全研究・防災支援部門　安全研究センター長

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　リスク情報活用推進室長代理 福島研究開発部門　副部門長

安全研究・防災支援部門　副部門長
兼　安全研究・防災支援部門　安全研究センター長

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
分析部　次長

安全研究・防災支援部門　副部門長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

はんがい　ひでき

半谷　英樹

おおいし　てつや

大石　哲也

つのだ　まさひこ

角田　昌彦

いけかめ　よしのり

池亀　吉則

きくち　ひろゆき

菊池　博之

たかなし　こうき

高梨　弘毅

おか　まこと

岡　眞

にしお　かつひさ

西尾　勝久

つじもと　かずふみ

辻本　和文

ながい　はるやす

永井　晴康

ひぐち　ひであき

樋口　英明

よしだ　ひろゆき

吉田　啓之

まつむら　たつろう

松村　達郎

わたなべ　まさゆき

渡邉　雅之

さとう　たつひこ

佐藤　達彦

おかもと　よしひろ

岡本　芳浩

いいくら　ひろし

飯倉　寛

おさかべ　とよたか

長壁　豊隆

まつばやし　まさひと

松林　政仁

おかね　てつお

岡根　哲夫

にしはた　やすお

西畑　保雄

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　　化学・環境・放射線ディビジョン　研究主席
研究フェロー

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　環境・放射線科学ディビジョン　研究主席

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　副センター長

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　熱流動技術開発グループ
リーダー

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　先端基礎研究センター　研
究主席
研究フェロー

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　先端基礎研究センター
研究主席

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　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　物質科学研究センター
放射光エネルギー材料研究ディビジョン　研究主席

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　研究炉加速器技術部　技
術主席

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　原子力化学ディビジョン長

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　燃料・材料工学ディビジョン　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　分離変換技術開発ディビジョン　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　先端基礎研究センター 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　先端基礎研究センター長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　放射線管理部　次長
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　技術
主席

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　化学・環境・放射線ディビジョン長

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　放
射光エネルギー材料研究ディビジョン

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
放射光エネルギー材料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　物質科学研究センター　放
射光エネルギー材料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　物質科学研究センター
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　工務技術部長 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　臨界ホット試験技術部 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　工務技術部長

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　中
性子材料解析研究ディビジョン

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
研究推進室長

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　中
性子材料解析研究ディビジョン長
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
研究推進室長

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
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　原子力科学研究所　物質科学研究センター　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　物質科学研究センター
研究推進室　技術主幹　兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究
所　計画管理部

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　放射線管理部長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　放射線管理部　次長

原子力科学研究部門　原子力科学研究所　先端基礎研究センター長 原子力科学研究部門　原子力科学研究所　先端基礎研究センター

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　環境・放射線科学ディビジョン長

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　研究推進室長代理

総務部　次長

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　核工学・炉工学ディビジョン　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　副センター長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究
センター　分離変換技術開発ディビジョン長

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　副センター長
兼　原子力科学研究部門　原子力科学研究所　原子力基礎工学研究セ
ンター　核工学・炉工学ディビジョン長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

たかだ　ひろし

高田　弘

ふくた　ゆたか

福田　豊

そやま　かずひこ

曽山　和彦

えごう　まこと

江籠　誠

こんどう　まさあき

近藤　雅明

えんどう　くにあき

遠藤　邦明

よしたけ　つねみつ

吉武　庸光

せきね　たかし

関根　隆

そが　とものり

曽我　知則

きたむら　りょういち

北村　了一

つちや　くにひこ

土谷　邦彦

うえだ　まさし

上田　雅司

こい　まもる

小井　衛

たかはし　くにあき

髙橋　邦明

ながい　としひさ

永井　俊尚

いけだ　まさとし

池田　政敏

おおもり　えいいち

大森　栄一

ぐんじ　やすとし

郡司　保利

ふくしま　みねお

福嶋　峰夫

核燃料・バックエンド研究開発部門　副部門長
核燃料・バックエンド研究開発部門　副部門長
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　プルトニウム燃料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
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　副センター長

核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室長 経営企画部　部長

核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室　次長 ＪＡＥＡイノベーションハブ　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
兼　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　成果普及促進グループ　上級技術主席

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　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　燃料材料開発部長

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　燃料材料開発部長

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　高速実験炉部　次長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　原子力施設検査室長 高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　技術主席

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
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
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
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

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　高速炉サイクル研究開発
センター　高速実験炉部　次長

安全・核セキュリティ統括部　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　高速実験炉部長

高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　保安管理部　技術主席 高速炉・新型炉研究開発部門　大洗研究所　原子力施設検査室長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　業務・運営支援ディビ
ジョン長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　業務ディビジョン長

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　管理部長

契約部長

原子力科学研究部門　Ｊ－ＰＡＲＣセンター　業務・運営支援ディビ
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　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

核燃料・バックエンド研究開発部門　企画調整室長核燃料・バックエンド研究開発部門　副部門長
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氏 名［新所属・職制］ ［前職］

いなの　まさとし

稲野　昌利

しみず　たけのり

清水　武範

ながい　ひろゆき

永井　博行

たご　いたる

田子　格

のむら　かずのり

野村　和則

しばた　あつひろ

柴田　淳広

まきの　ひとし

牧野　仁史

たち　ゆきお

舘　幸男

こふじ　ひろひで

小藤　博英

わたなべ　まさゆき

渡部　雅之

くりた　つとむ

栗田　勉

なかの　たかふみ

中野　貴文

いしだ　みちひこ

石田　倫彦

やまぐち　としや

山口　俊哉

こだか　あきら

小髙　亮

くの　たけひこ

久野　剛彦

きたがわ　おさむ

北川　修

あきやま　かずき

秋山　和樹

すいつ　ゆういち

水津　祐一

おくむら　かずゆき

奥村　和之

くば　めいじ

久芳　明慈

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
プルトニウム燃料技術開発センター　計画管理課長

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　プ
ルトニウム燃料技術開発センター　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　環
境技術開発センター　基盤技術研究開発部　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
環境技術開発センター　基盤技術研究開発部　研究主席

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　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　施設管理部　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　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

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　再処理技術開発試験部長

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　再処理技術開発試験部　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　ガラス固化部　ガラス固化技術
課長

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　施設管理部　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
再処理廃止措置技術開発センター　廃止措置推進室　戦略企画グ
ループリーダー

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
プルトニウム燃料技術開発センター　燃料技術部　燃料技術開発課
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
プルトニウム燃料技術開発センター　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　プ
ルトニウム燃料技術開発センター　環境プラント技術部長

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　プ
ルトニウム燃料技術開発センター　燃料技術部　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　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
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　ガラス固化部　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　施設管理部　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
再処理廃止措置技術開発センター　施設管理部　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　再
処理廃止措置技術開発センター　環境保全部　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　環境保全部　環境管理課長

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　施設管理部長

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
再処理廃止措置技術開発センター　施設管理部長

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　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

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　再処理技術開発試験部　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
環境技術開発センター　再処理技術開発試験部　研究開発第２課長

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　再処理技術開発試験部　研究開発第１課長

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　基盤技術研究開発部長

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　基盤技術研究開発部　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　保
安管理部長

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
保安管理部　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　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　核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター　再処理技術開発試験部長

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

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
プルトニウム燃料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　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　保
安管理部

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
保安管理部長
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わたひき　まさとし

綿引　政俊

もりもと　やすゆき

森本　靖之

おおさわ　ひであき

大澤　英昭

いけだ　こうき

池田　幸喜

いとう　ひろあき

伊藤　洋昭

こいで　かおる

小出　馨

くすのき　つよし

楠　剛

あやめ　やすお

菖蒲　康夫

やぶうち　のりあき

薮内　典明

あらい　まさのぶ

荒井　眞伸

あべ　ともゆき

安部　智之

さくま　ゆういち

佐久間　祐一

かたの　よしあき

片野　好章

いとう　かずひろ

伊藤　和寛

さの　かずや

佐野　一哉

きたむら　こういち

北村　髙一

みずい　ひろゆき

水井　宏之

いとう　けんじ

伊藤　健司

すずき　たかゆき

鈴木　隆之

いでの　としふみ

出野　利文

ながおき　よしひろ

長沖　吉弘

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部 敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部長

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　廃止
措置・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　廃
止措置・技術開発部　施設管理課長

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　廃止措置推進室長
敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　廃止措置推進室長
代理

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　プ
ルトニウム燃料技術開発センター　環境プラント技術部　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
プルトニウム燃料技術開発センター　環境プラント技術部　環境管
理課長

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

敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ所長 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　敦賀廃止措置実証本部　廃止措置推進室
計画・調整グループリーダー

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　安全・品質保証室長
代理

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　安全・品質保証室
技術主幹

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

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　廃止措置推進室長

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　廃止措置部　次長
敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　廃止措置部　計
画管理課長

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　副所長
兼　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
長

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　廃止措置部長
敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　廃止措置部　次
長

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　副所長
兼　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
証部長

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
部長

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部　廃止措置推進室長代
理

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　副所長

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　技術主
席

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　所長
核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　研究主
席

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター

敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん副所長
兼　敦賀廃止措置実証部門　新型転換炉原型炉ふげん　廃止措置部
長

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　所長
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

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　副所長

敦賀廃止措置実証部門　敦賀廃止措置実証本部長 敦賀廃止措置実証部門　高速増殖原型炉もんじゅ所長

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
再処理廃止措置技術開発センター　ガラス固化部　次長

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 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所長

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　所長

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　地層科学
研究部　計画管理グループ

核燃料・バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター　副所長

8/9



氏 名［新所属・職制］ ［前職］

くつな　ひでき

忽那　秀樹
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
次長

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　品質保証課　マネージャー
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