第３回アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）コーディネーター会合・プログラム（案）
平成１４年３月４日現在
１．日
時：平成１４年３月６日(水) 〜 ８日(金)
（５日(火)にテクニカルツアー（オプション）を予定）
２．場
所：東京グランドホテル 「桜」の間
３．主
催：内閣府・文部科学省
４．事 務 局：(社)日本原子力産業会議
５．使用言語：英語（日英同時通訳）
６．セッション構成：
− ３月５日(火) −
テクニカルツアー（オプション） ○日本原子力研究所高崎研究所
− ３月６日(水) −
開会セッション 9:30 〜 10:00
○開会挨拶：町末男 日本 FNCA ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
○歓迎挨拶：遠藤哲也原子力委員長代理
○参加者自己紹介
○議事日程採択
○セッション共同議長および議事録案作成者選任
○記念撮影
セッション１ 10:00 〜 10:30
「第２回ＦＮＣＡ本会合での成果について」
説明者：町末男（町末男 日本 FNCA ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）
○第２回ＦＮＣＡ本会合・上級行政官会合および大臣級会合の概要報告
（コーヒーブレイク 10:30 〜 10:45）
セッション２ 10:45 〜 12:00
「ＦＮＣＡ協力活動の推進状況に関するカントリーレポート（成果のレビュー・活用状況・
国内運営体制等）」
共同議長：中国、ベトナム
説明者：各国代表
○各国発表 10:45〜12:00（国名アルファベット順、15 分×５か国）
昼 食 12:00 〜 13:00 （「蘭」の間）
セッション２ 13:00 〜 14:30
「ＦＮＣＡ協力活動の推進状況に関するカントリーレポート（成果のレビュー・活用状況
等）」（続き）
共同議長：中国、ベトナム
説明者：各国代表
○各国発表 13:00 〜 14:00 （国名アルファベット順、15 分×４か国）
○討議
14:00 〜 14:30
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（コーヒーブレーク 14:30 〜 14:45）
セッション３ 「プロジェクトの進展と現状」
Part I （14:45 〜 18:30）
共同議長：オーストラリア、フィリピン
○プロジェクトのレビュー、３カ年活動計画案討議等
研究炉利用分野
・研究炉利用全般
14:45 〜 15:05 （説明 10 分、討議 10 分）
説明者：竹下功（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
・Tc‑99m ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 15:05 〜 15:35 （説明 15 分、討議 15 分）
説明者：Le Van So （ﾍﾞﾄﾅﾑ）
追加説明者：源河次雄（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
・放射化分析ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
15:35 〜 16:05 （説明 15 分、討議 15 分）
説明者：海老原充（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
・中性子散乱ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
16:05 〜 16:35 （説明 15 分、討議 15 分）
説明者：濱口由和（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
農業利用分野
・放射線育種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
16:35 〜 17:15 （説明 20 分、討議 20 分）
説明者：田野茂光
・バイオ肥料ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
17:15 〜 17:55 （説明 20 分、討議 20 分）
説明者：Ampan Bhromsiri （ﾀｲ）
説明者：大山卓爾（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
工業利用分野
・電子加速器利用
17:55 〜 18:30 （説明 15 分、討議 20 分）
説明者：久米民和（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
歓迎レセプション 19:00 〜 20:30 （「芙蓉」の間）
− ３月７日(木) −
セッション３「プロジェクトの進展と現状」（続き） Part II （9:30 〜 12:00）
共同議長：韓国、タイ
医学利用分野
・放射線治療
9:30 〜 10:20 （説明 20 分、討議 30 分）
説明者：辻井博彦（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
原子力広報分野
・原子力広報
10:20 〜 11:10 （説明 20 分、討議 30 分）
説明者：John‑Keuk, Chung （韓国）
追加説明者：田中靖政（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
人材養成分野
・人材養成
11:10 〜 12:00 （説明 20 分、討議 30 分）
説明者：関 泰（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
昼 食 12:00 〜 13:00 （「蘭」の間）
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セッション３「プロジェクトの進展と現状」（続き） Part III （13:00 〜 16:00）
共同議長：インドネシア、マレーシア
原子力安全文化分野
・原子力安全文化
13:00 〜 14:00 （説明 30 分、討議 30 分）
＊研究炉ピアレビューの進め方が重要
説明者：オーストラリア
追加説明者：平野雅司（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ代理）
放射性廃棄物管理分野
・放射性廃棄物管理
14:00 〜 14:50 （説明 20 分、討議 30 分）
説明者：小佐古敏荘（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）
○ セッション３全体討議
14:50 〜 16:00
（コーヒーブレイク 16:00 〜 16:15）
セッション４ 16:15 〜 18:15
「原子力広報と人材養成の今後の活動の進め方について」
共同議長：中国、ベトナム
①「原子力広報」
16:15 〜17:15 （討議 60 分）
・合同調査／各国での原子力広報活動計画（地域スピーカーズ・ビューロー：ＲＳ
Ｂ）／ジャーナリズムとの協力
②「人材養成」
17:15 〜18:15 （討議 60 分）
・原子力基本計画と人材養成戦略
− ３月８日(金) −
セッション 5 9:30 〜 11:30
「第２回ＦＮＣＡコーディネーター会合以降の継続審議案件について」
共同議長：フィリピン、タイ
①「アジアの持続的発展と原子力エネルギー」
9:30 〜 10:30 （説明 20 分、討議 40 分）
説明者：日本、インドネシア
②「アジア原子力科学技術大学（AINST）」
10:30 〜 11:30 （説明 20 分、討議 40 分）
説明者：インドネシア
セッション 6 11:30 〜 12:15
「新規プロジェクトに関する各国からの提案」
共同議長：インドネシア、中国
昼 食 12:15 〜 13:15 （「蘭」の間）
セッション７ 13:15 〜 14:00
「ＦＮＣＡ枠組み下の協力活動の運営について − プロジェクトの採択ならびに運営の
ためのガイドライン」
共同議長：マレーシア、ベトナム
イントロ：町末男 日本 FNCA ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
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セッション８ 14:00 〜 15:30
「議事録起草に関する討議」
共同議長：町末男 日本 FNCA ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、韓国
（コーヒーブレイク 15:30 〜 16:00）
アナウンスメント 16:00 〜 16:15
「第３回ＦＮＣＡ本会合の準備状況について」
説明者：韓国
総括セッション 16:15 〜 16:45
共同議長：町末男 日本 FNCA ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、韓国
○議事録採択
○閉会挨拶：文部科学省
以上
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