
第１３回原子力事業者防災訓練報告会の出席者 

＜第一部＞ 

○場所：１３階Ａ会議室 

○日時：令和３年８月３日（火）１３：３０～１５：３０ 

○出席者： 

＜原子力規制委員会・原子力規制庁＞ 

所 属 役 職 氏 名 

原子力規制委員会 委員長  更田 豊志 

委員  田中 知 

委員 山中 伸介 

原子力規制庁 緊急事態対策監 金子 修一 

 原子力規制部長 市村 知也 

 審議官 小野 祐二 

 緊急事案対策室長 古金谷 敏之 

 広報室長 村田 真一 

 事故対処室長 金子 真幸 

 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 竹内 淳 

 安全規制管理官（実用炉審査担当） 田口 達也 

 実用炉審査部門安全管理調査官 天野 直樹 

 地震・津波審査部門安全管理調査官 岩田 順一 

 緊急事案対策室企画調整官 川﨑 憲二 

 緊急事案対策室室長補佐 平野 豪 

 緊急事案対策室原子力防災・運転管理専門職 和田 武 

内閣府（原子力防災担当） 審議官 松下 整 

 

＜原子力事業者＞ 

※実用発電用原子炉事業者 

所 属 役 職 氏 名 

北海道電力株式会社 本店 執行役員 原子力事業統括部原子力部長 牧野 武史 

本店 原子力事業統括部部長（運営管理担当） 西條 政明 

本店 原子力事業統括部原子力業務グループリ

ーダー 

東 拓未 

泊  防災・安全対策室課長 村上 徳 

 

 

  



   

所 属 役 職 氏 名 

東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 部長 小笠原 和徳 

原子力本部 原子力部 課長（原子力防災担当） 氏家 勇光 

東京電力ホールディングス株式

会社 

本社 原子力運営管理部長 山田 清文 

本社 原子力運営管理部 防災安全グループマネ

ージャー 

沼 洋一 

本社 原子力運営管理部 防災安全グループ 課

長 

高橋 哲男 

本社 原子力運営管理部 課長 卜部 宣行 

中部電力株式会社 

 

本店 原子力本部 原子力部 防災・核物質防

護グループ 部長 

福本 一 

本店 原子力本部 原子力部 防災・核物質防

護グループ 課長 

可児 和広 

本店 原子力本部 原子力部 防災・核物質防

護グループ 課長 

高橋 健治 

浜岡原子力発電所 危機管理部 防災課 副長 近藤 将史 

中国電力株式会社 本社 電源事業本部（原子力安全技術）担当部

長 

井田 裕一 

本社 電源事業本部（原子力運営）マネージャ

ー 

森脇 光司 

島根 発電部 部長 福嶋 政宣 

北陸電力株式会社 本部 原子力本部原子力部部長 布谷 雅之 

本部 原子力本部原子力部原子力防災チーム 

（統括（課長）） 

斉藤 豪 

関西電力株式会社 原子力事業本部 副事業本部長 佐藤 拓 

原子力事業本部 安全高度化対策部長 吉原 健介 

原子力事業本部 原子力安全・技術部長 伊阪 啓 

原子力事業本部 安全・防災グループ チーフ

マネジャー 

塩谷 達也 

原子力事業本部 安全・防災グループ マネジ

ャー 

山本 治宗 

原子力事業本部 安全・防災グループ マネジ

ャー 

山崎 強 

原子力事業本部 安全・防災グループ 担当 池田 浩之 

四国電力株式会社 

 

原子力本部 原子力本部付部長 古泉 好基 

原子力本部 管理グループリーダー 津村 丈二 

原子力本部 原子力保安研修所 運転訓練グル

ープリーダー 

東 眞敏 

 



所 属 役 職 氏 名 

九州電力株式会社 本店 原子力発電本部 （原子力総括）部長 兼 

（原子力管理）部長 

大久保 康志 

本店 原子力発電本部 原子力防災グループ長 河津 裕二 

日本原子力発電株式会社 本店 発電管理室 発電管理室長 山口 嘉温 

本店 発電管理室 警備・防災グループマネー 

ジャー 

市原 敦 

原子力エネルギー協議会 部長 田中 裕久 

副長 森 敏昭 

 

＜オブザーバー＞ 

所 属 役 職 氏 名 

電源開発株式会社 本店 原子力技術部 運営基盤室長 藤森 幸一 

 
本店 原子力技術部 運営基盤室（技術基盤） 総
括マネージャー 

佐藤 直樹 

一般社団法人原子力安全推進協
会 

執行役員 技術支援部長 渥美 法雄 

技術支援部 火災防護・緊急時対応グループ 

課長 

峰岸 徹 

 

  



第１３回原子力事業者防災訓練報告会の出席者 

＜第二部＞ 

○場所：１３階Ａ会議室 

○日時：令和３年８月３日（火）１６：００～１７：３０ 

○出席者： 

＜原子力規制委員会・原子力規制庁＞ 

所 属 役 職 氏 名 

原子力規制委員会 委員 田中 知 

委員 山中 伸介 

原子力規制庁 緊急事態対策監 金子 修一 

 原子力規制部長 市村 知也 

 審議官 小野 祐二 

 緊急事案対策室長 古金谷 敏之 

 広報室長 村田 真一 

 事故対処室長 金子 真幸 

 安全規制管理官（核燃料施設審査担当） 長谷川 清光 

 原子力規制企画課長 大島 俊之 

 核燃料施設審査部門企画調査官 古作 泰雄 

 緊急事案対策室企画調整官 川﨑 憲二 

 緊急事案対策室原子力防災専門職 蔦澤 雄二 

 緊急事案対策室原子力防災専門官 宮地 敬介 

 緊急事案対策室室員 佐藤 浩治 

 緊急事案対策室室長補佐 平野 豪 

内閣府（原子力防災担当） 審議官 松下 整 

 

＜原子力事業者＞ 

 ※核燃料施設等 

所 属 役 職 氏 名 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括部 次長 植頭 康裕 

安全・核セキュリティ統括部 危機管理課長 吉田 忠義 

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 

石川 敬二 

 

 

 

  



所 属 役 職 氏 名 

日本原燃株式会社 

 
安全・品質本部 安全推進部長 大久保 哲朗 

再処理事業部 防災管理部長 吉岡 聡 

濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮運転部長 野里 紳士 

埋設事業部 低レベル放射性廃棄物埋設センタ

ー長 
大間 知行 

埋設事業部 低レベル放射性廃棄物埋設センタ

ー 埋設技術課 主任 
樋口 智也 

原子燃料工業株式会社 熊取事業所 業務管理部 総務グループ長 葉山 拓也 

熊取事業所 業務管理部 総務グループ 参事 川端 吉廣 

東海事業所 安全防護担当部長 川崎 智 

東海事業所 環境安全部 安全防護グループ長 根本 正史 

株式会社グローバル・ニュークリ

ア・フュエル・ジャパン 

環境安全部 安全管理課 担当課長 松村 歩 

環境安全部 安全管理課 担当主任 内藤 有紀 

三菱原子燃料株式会社 
安全・品質保証部 安全管理課長 紺野 正幸 

安全・品質保証部 安全管理課 主任 石 洋平 

日本核燃料開発株式会社 

 

総務グループ 部長代理 道念 樹 

社長補佐 油田 良一 

ニュークリア・デベロップメント

株式会社 

技師長 小林 裕 

公益財団法人核物質管理センタ

ー 

六ヶ所保障措置センター 安全管理課長代理 向井 利一 

東海保障措置センター  技術参事 桑名 宏一 

東海保障措置センター  安全管理課長代理 吉田 勝則 

東芝エネルギーシステムズ株式

会社  

原子力技術研究所 所長 大村 恒雄 

原子力技術研究所 管理担当部長 小山 博 

東京大学大学院工学系研究科原

子力専攻 

主査 家田 芳之 

技術専門職員 石本 光憲 

京都大学複合原子力科学研究所 准教授 高宮 幸一 

学校法人近畿大学 原子力研究所 講師 堀口 哲男 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 防災安全部長 竹内 征 

 

＜オブザーバー＞ 

所 属 役 職 氏 名 

一般社団法人原子力安全推進協
会 

執行役員 技術支援部長 渥美 法雄 

技術支援部 火災防護・緊急時対応グループ 

課長 

峰岸 徹 

 


