添付資料 2
第 7 回アジア原子力協力フォーラムコーディネーター会合プログラム
１．日 時
２．場 所
３．主 催
４．協 力
５．使用言語

平成 18 年 3 月 1 日（水）
・2 日（木）
・3 日（金）
東京都・KFC（国際ファッションセンタービル）10 階
原子力委員会(AEC) / 内閣府(CAO)
(社)日本原子力産業会議(JAIF)
英語（日英同時通訳つき）
*FNCA Coordinator

3 月 1 日（水）
09:30‑10:00
セッション１「開会」
議長：タイ Dr. Manoon Aramrattana*
・ 歓迎挨拶
町末男 原子力委員会委員・FNCA 日本コーディネーター
・ 参加者自己紹介
・ 議事日程採択
・ 議長および議事録起草者選任
10:00‑10:20

＜ 記念撮影＋ブレーク ＞

10:20‑10:50

セッション２「第 6 回 FNCA 大臣級会合報告」
報告者：町末男 原子力委員会委員・FNCA 日本コーディネーター
（20 分）+ 質疑応答／討議(10 分)

10:50‑11:20
セッション３「アジアの発展と原子力エネルギー」
議長: 中国 Mr. Zhang Jing
・第 2 回「アジアの持続的発展における原子力エネルギーの役割」
パネル会合報告と計画
報告者：町末男 原子力委員会委員・FNCA 日本コーディネーター
（20 分）＋質疑応答／討議(10 分)
11:20‑12:00
特別講演
議長: 中国 Mr. Zhang Jing
「IAEA/RCA 活動の現状と将来計画」
Dr. Nahrul Khair Alang Md. Rashid, IARA/RCA 議長
発表(30 分) + 質疑応答／討議(10 分)
12:00‑13:30

＜ 昼食 ：於 第一ホテル両国 25 階「アジュール」 ＞
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13:30‑17:40
セッション４「プロジェクトの活動報告、評価、計画」
13:30‑16:00（１）人材養成
議長：日本 町委員*
13:30‑13:40 ‑ 松鶴秀夫主査（活動報告発表と質疑応答 10 分）
13:40‑13:50 ‑ 町委員から第 6 回大臣級会合報告
13:50‑14:10 ‑ アンケート分析結果報告の概要と質疑応答
14:10‑15:45 ‑ 質疑応答／討議
15:45‑16:00 ‑ ANTEP セッションの総括
16:00‑16:20

＜ ブレーク（20 分） ＞

16:20‑16:55（２）農業利用
議長：インドネシア Dr. Aang Hanafiah R. Wangsaatmadja*
16:20‑16:55 ‑ 放射線育種（MB）
：
中川 仁 PL 活動報告（10 分）＋質疑応答（20 分）
16:55‑17:40 ‑ バイオ肥料（BF）
：
横山 正 PL 活動報告（15 分）＋評価／質疑応答（30 分）
・評価は町日本 CD が発表
18:30‑20:00

歓迎レセプション （於 第一ホテル両国 25 階 「アジュール」
）
挨拶：近藤駿介 原子力委員会委員長

3 月 2 日（木）
09:30‑15:50
セッション４(続き)
議長：オーストラリア Dr. Ronald Francis Cameron
09:30‑11:25（３）研究炉利用
09:30‑09:40 - 分野全体：
横溝英明主査 研究炉全体の活動報告（10 分）
09:40‑10:10 - 中性子放射化分析（NAA）
：
海老原充 PL 活動報告（15 分）＋質疑応答（15 分）
10:10‑10:40 - 研究炉基盤技術（RRT）
山下清信 PL 活動報告（15 分）＋質疑応答（15 分）
10:40‑10:55

＜ ブレーク（15 分） ＞

（３）研究炉利用 (続き)
議長：オーストラリア Dr. Ronald Francis Cameron
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10:55‑11:25 - Tc-99m ジェネレーター（TCG）
：
源河次雄 PL 活動報告（15 分）＋質疑応答（15 分）
11:25‑14:05（４）医学利用
議長：フィリピン Dr. Corazon C. Bernido
11:25‑12:00 ‑ 放射線治療（RO）
：
辻井博彦 PL 活動報告（15 分）＋質疑応答（20 分）
12:00‑13:30

＜ 昼食 ：於 第一ホテル両国 25 階 「アジュール」＞

（４）医学利用（続き）
議長：フィリピン Dr. Corazon C. Bernido
13:30‑14:05 ‑ PET・サイクロトロン
Dr. Mohamed Ali Abdul Khader マレーシア
活動報告（15 分）＋質疑応答（20 分）
14:05‑14:55（５）原子力安全文化（NSC）
議長：ベトナム Dr. Le Van Hong*
‑ Dr. Ronald Francis Cameron オーストラリア活動報告（15 分）
‑ 鴻坂厚夫委員活動報告（10 分）
‑ 評価／質疑応答（25 分）
・評価は Dr. Ronald Francis Cameron が発表
14:55‑15:15

＜ ブレーク（20 分） ＞

15:15‑15:50（６）放射性廃棄物管理（RWM）
議長：ベトナム Dr. Le Van Hong*
‑ 小佐古敏荘主査 活動報告 (15 分）＋質疑応答（20 分）
15:50‑16:30
特別講演
議長：日本 町委員*
‑「バングラデシュの原子力科学技術プログラムおよび活動の概要」
（20 分）
‑「バイオ肥料」
（10 分）
Dr. Abdul Aziz
バングラデシュ原子力委員会 (BAEC)バイオ科学担当委員
‑ 質疑応答（10 分）
16:30‑17:40
ANTEP Wrap‑up
議長：日本 町委員*
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‑ 将来計画について
‑ 質疑応答
17:40‑18:25（７）工業利用：電子加速器利用（EB）
議長：韓国 Ms. Ji-Young Park
- 久米民和 PL 活動報告（15 分）＋評価／質疑応答（30 分）
・評価は町日本 CD が発表

夕刻 議事録案を作成し、３日（金）朝、参加者へ配布

3 月 3 日（金）
09:30‑10:05
セッション４(続き)
09:30‑10:05（８）原子力広報（PI）
議長：韓国 Ms. Ji-Young Park
− 久保稔委員活動報告（15 分）＋質疑応答（20 分）
10:05‑11:00

＜ ブレーク ＞

11:00‑12:00
総括セッション
議長：マレーシア Mr. Adnan Haji. Khalid*
・議事録原案の討議と確認
12:00‑12:30
閉会セッション
議長：マレーシア Mr. Adnan Haji. Khalid*
・議事録採択
・閉会挨拶
町コーディネーター
12:30‑13:30

＜ 昼食 ：於 第一ホテル両国 25 階 「アジュール」＞
以上
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