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令和 2 年「新年のご挨拶」
関西原子力懇談会 会長
新年あけましておめでとうございます。皆様に
は希望に満ちた輝かしい新年をお迎えになられた
ことと心からお慶び申し上げます。
昨年も超大型の台風や局地的な集中豪雨、猛
暑をしのぐ酷暑や炎暑など、自然災害や異常気象
に関するニュースが数多く報じられました。これ
らの異常気象は二酸化炭素（CO2）をはじめとす
る温室効果ガスによる地球温暖化が大きな要因に
なっていると言われており、その削減にどのよう
に取り組んでいくのかが地球規模での喫緊の課題
となっています。
一方、東日本大震災以降、多くの原子力発電所
が停止を余儀なくされ、わが国の電力供給は、大
半を火力発電に頼らざるを得ない状況が続いてお
り、CO2 削減を図りながら電力の安定供給をどの
ように実現するかが大きな課題です。再生可能エ
ネルギーの活用も着実に伸びてはいますが、自然
環境に大きく影響されることから、再エネだけに
頼るのは難しい状況であり、現時点においては、
様々な種類の電源のメリット・デメリットを踏ま
えながら、バランスよく組み合わせて活用する「エ
ネルギー・ミックス」が大切だと考えています。
加えて近時、火力発電燃料の主要供給地である
中東地域では、原油タンカーの襲撃やサウジアラ
ビアの石油施設へのドローン攻撃、米イランの軍
事的緊張など、わが国のエネルギー資源の確保に
とって憂慮すべき事態が発生していることも忘れ
てはなりません。
エネルギーの重要性については、昨年、一昨年
の台風などによる大規模停電のニュースに触れ、
電気は我々の日々の生活や経済活動にいっときも
欠かすことができないものであることを再認識し
ましたし、その電気を絶やさず供給するためには、

東

邦夫

CO2 を排出せず、政情
不安定な国からの輸
入にも頼らない原子
力発電が最も優れた選択肢であると、あらためて
確信いたしました。
ただ、その原子力に関して、昨秋、事業者に
よる「金品受取問題」と呼ばれる問題が起きたこ
とは残念なことでした。惜しむらくは対外対応に
おいて、会社としての組織的な対応ができていな
かったことであり、結果として、世間を大きく騒
がせる問題となりました。
今回の問題については、事業者は大きな教訓と
して真摯に受けとめ、見直すべきところは見直し、
より信頼される原子力をつくりあげられることを
願っております。
個々の当事者にとりましては、おそらくやむに
やまれぬ対応だったのであろうと推察しておりま
す。いずれの当事者も、長年にわたり関西の原子
力を支え、牽引してきた人たちです。どうか日本
に不可欠な原子力事業の再興に、これからも引き
続き、ご尽力いただきたいと願っています。
原子力にとって厳しい状況が続いております
が、環境や経済性、エネルギーセキュリティーの
重要性に鑑みれば、今こそ、わが国の原子力をしっ
かりと復活させ、エネルギーの基盤を安定化させ
なければなりません。
関西原子力懇談会といたしましても、引き続き
原子力の推進と放射線に対する人々の理解活動な
どを、微力ながら続けて参りたいと考えておりま
す。どうか皆様方からのご支援ご協力を、よろし
くお願いいたしまして、新年の挨拶とさせていた
だきます。
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日本のエネルギーを考える

VIEW

逆風下原子力復活を進める欧州から学ぶこと
エネルギーと経済の専門家としてメディア等にて幅広く
情報発信され、当会関連イベントにも多数出演いただいて
いる山本隆三先生に寄稿いただきました。

欧州では原子力に対する逆風が相変わらず吹

常葉大学 教授

山本 隆三

会の狙いは持続可能な社会に寄与する案件を促進

いているが、そんな中で原子力の重要性を訴える

し、気候変動対策のスピードを速めることにある。

レポートが出され、さらに低迷した原因を探り復

この分類を巡る議論の中で原子力の扱いにつ

活を目指す動きが出てきた。欧州の逆風は、原子

いて意見が分かれていた。フランス、東欧諸国は

力発電を持続可能な発展には寄与しないと分類し

原子力は持続可能な発展に寄与するので「グリー

グリーンな投資ではないと位置づける欧州連合

ン」であり投資適格と主張していたが、ドイツ、

（EU）の検討が最たるものだ。この検討案が EU

オランダ、ルクセンブルク 3 カ国を主体に、原子

内で認められれば、北欧、東欧などで予定される

力はグリーンではなく持続可能な発展に寄与しな

原発新設・建て替えが金融面から困難になる可能

いとの主張がなされた。EU 議会議員と EU 理事

性が出てくる。一方、原子力発電は気候変動問題

会議長国間で議論が行われていたが、2019 年 12

に寄与し自給率向上にも資することから、メリッ

月上旬原子力を投資対象から除外するとの合意が

トに注目し運転期間延長と建設停滞からの復活を

なされた。
「害を与えない」との基準に照らすと
「事

目指す動きも国際機関などで顕著になってきた。

故の可能性」と「廃棄物処理」が問題との認識の

フランスでは新型炉の建設が遅れ工費も増大して

上の結論だった。今後専門家によるルール作りが

いる原因を探り、具体的な改善策も出された。

行われ、各国と EU 議会の承認が必要なので最終

持続可能なエネルギーから
締め出される原子力

判断ではないが、原子力に対する投資が制限され
る可能性が高まった。この判断は投資から融資に
も広がるかもしれない。

EU28 カ国では、2018 年、19 年と異常気象と

欧 州 投 資 銀 行（EIB）、 欧 州 復 興 開 発 銀 行

呼ばれる高温乾燥が続いた。各地で史上最高気温

（EBRD）は、2013 年共に石炭火力及び関連設備

が更新され、山火事が発生し、グリーンランドの

への融資を行わないことを決めた。温室効果ガス

氷の溶融が進む現象が生じた。気候変動が身近な

の排出量が相対的に多いのがその理由だった。

問題となり関心を持つ市民も増えた。欧州議会選

EIB は、この融資除外を 2019 年 11 月天然ガス関

挙でも緑の党が躍進し、気候変動問題への取り組

連事業にも拡げた。ドイツ出身理事が当初反対し

み強化を迫られた欧州委員会は、気候変動、海洋

たため決議は遅れたが、最終的にドイツも同意し

汚染対策など持続可能な発展に寄与する 6 分野の

た。原子力が持続可能な対象事業ではなく投資に

政策支援強化を行うことを決めた。

適していないとの判断が EU 内で確定すれば、融

欧州委員会は、2018 年からタクソノミー（分類）

資対象から原子力も除外される可能性が出てくる

と呼ばれる作業を通し気候変動対策などに資する

と見られている。投融資に適さないなれば大きな

経済活動を示し、それらの分野に投資を誘導する

逆風になる。

仕組み作りを行っている。持続可能な投資案件に

一方、金融面の逆風にもかかわらず原子力のメ

分類されなければ機関投資家などからの投資が集

リットに注目し拡大すべきとの主張も欧州を中心

まらず事業を進めることが困難になる。欧州委員

に見られるようになってきた。
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2030 年までに閉鎖し、原発により電力を賄う方

原子力再始動の広がり

針を打ち出している。英国、東欧でも温暖化対策、
経済性、安全保障の観点から原発新設が続くと見

2019 年 5 月国際エネルギー機関（IEA）が公

られているが、問題はフランスで指摘されたよう

式に原子力を支援するレポートを出した。レポー

に建設の経験が失われることによる技術と人材の

トは 452 基の原発は 2018 年の全世界の電力供給

喪失だろう。

の約 10％、2 兆 7000 億 kWh を担っていると述べ、
過去 50 年間で 550 億トンの二酸化炭素排出を回
避したと指摘している。そのうえで、今後先進国

日本が学ぶべきこと

において原発の建替えと新設が進まない場合に

EU のエネルギー自給率は、北海油田からの産

は、2018 年 の 設 備 量 2 億 8000 万 kW が 2040 年

出量の減少があり、波を描きながら下落しており

に 9000 万 kW まで減少すると予測している。

現在は 45％になっている。原子力は EU28 カ国の

IEA レポートは、原子力発電設備建設がない

一次エネルギー供給の 13％を担っており、自給率

場合には気候変動対策が困難になり、加えて新た

向上に寄与している。EU は送電線もパイプライ

に 1 兆 6000 億米ドル必要になるとし、いくつか

ンも域内で連携しており、エネルギー安全保障上

の今後の望ましい原子力政策を示している。その

の懸念は少ないと思われるが、多くの国が原油、

中には温暖化対策と安全保障への寄与を具体的に

天然ガス、石炭をロシアに依存しており、ロシア

評価すること、適切な投融資、新型炉の技術革新

依存度の引き下げに腐心しているようにみえる。

支援などに加え、人材の維持が挙げられている。

日本のエネルギー自給率は 10％であり、一次エ

さらに、欧州ではコンサルタント企業、デロイ

ネルギー供給の 40％を中東に依存している。欧州

ト・トウシュ・トーマツによる原子力発電の経済

よりも遥かにエネルギー供給は脆弱であり、安全

効果に関するレポートも発表され、原発の運転期

保障面で原子力の果たす役割は EU よりも大きい。

間を 60 年に延長し、発電設備の維持、拡張を図

IEA のレポートでも再生可能エネルギーとのコスト

らなければ、欧州経済と雇用に大きな負の影響が

比較では原子力は競争力があると指摘されているよ

生じると指摘された。

うに、自給率向上と温暖化対策をコスト面の負担な

フランスではフラマンビルの新型 EPR（欧州

く進めるには原子力の活用しか選択肢はない。

型加圧水型軽水炉）の建設工事が大きく遅れ、工

しかし、上述フランスの報告書に見られるよう

費も増大している。この原因と改善策に関する報

に、原発建設の長期の中断は技術と人材の喪失に

告書が自動車企業 PSA の前 CEO により作成さ

つながり、長いブランクの後原発の新設に取り掛

れ、事業者フランス電力（EDF）と株主のフラ

かると予定通り工事を進めることができない問題

ンス政府に 2019 年 10 月提出された。報告書の中

に直面する。中長期に原発を必要とする日本は、

では中国で既に 2 基の EPR が運転を開始してい

いま新設については長いブランクを抱える事態に

ることから設計の信頼性は示されているとする一

陥っている。フランスの轍を踏まないためには、

方、工期の遅れと工費の増大を招いた原因の一つ

建て替えと新設に一日も早く舵を切り技術と人材

としてフラマンビル原発までフランスでは 16 年

の維持を図ることが必要だが、規制当局、関係機

間原発の新設がなく、技術と人材を失い、品質の

関はこの認識をどこまで持っているのだろうか。

文化を欠くことになったと報告書は指摘してい

海外の事例から学ぶことはないのだろうか。

る。仏経済・財務大臣は EDF に対し改善策作成
を指示し、EDF は技術力向上などの具体策を取
りまとめ 12 月に発表した。
金融面では逆風が続いているものの、エネル
ギー安全保障、温暖化対策から原発を推進する動
きは具体化し始めている。フィンランドは天然ガ
スと石炭の大半をロシアに依存しているが、温暖
化とエネルギー安全保障の観点から石炭火力を

【プロフィール】
香川県生まれ。京都大学卒業。住友商事株式会社入社後、
石炭部副部長、地球環境部長などを経て、2008 年プール
学院大学教授に。’10 年 4 月から富士常葉大学教授、’13
年から現職。専門は環境経済学、エネルギー環境政策論。
著書は『電力不足が招く成長の限界』など多数。また、
WEDGE INFINITY（WEB マガジン）、国際環境経済研究
所ホームページなどにコラムを執筆。現在、
日本商工会議所、
東京商工会議所エネルギー環境委員会学識委員、国際環境
経済研究所所長などを務める。
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放射線教育支援事業「霧箱実験教室」を開催！
当会は、近畿２府４県および福井県内の学校教員と教育関係機関を対象に放射線教育支援
事業として、放射線測定器の貸出や、放射線に関する講師派遣を実施しています。
関西医科大学 科研費イベント
「ひらめき☆ときめきサイエンス」
10 月 5 日（土）、関西医科大学での次世代層

中学校への出前授業 （京都府相楽郡精華町）

（奈良県北葛城郡王寺町）

11 月 15 日 ( 金 と 12 月 10 日（火）に中学

に向けた放射線医学の啓発イベントにおいて、昨

３年生の理科の授業の一環として出前授業を実施

医学に興味を持つ中高生約 30 名を対象に、放

当会の放射線測定器貸出を活用した事前授業

年に引き続き実施支援を行いました。

しました。

射線の基礎に関する講義と霧箱教室を実施。放射

後の応用編として実施。「ゴキブリとハエはどち

きるイベントとなりました。

のクイズを織り交ぜた講義と、霧箱実験に、生徒

線医学の先生や学生とともに「放射線」を体感で

■講師：近畿大学原子力研究所

らが放射線に強いか？」（＊答えはページ下部）など

も先生も熱心に取り組んでいました。

佐野 忠史 准教授

■講師：近畿大学 理工学部 渥美 寿雄 教授

生 徒 の 感 想 （出前授業後アンケートより）
●（放射線が）何が何だかよく分からないものから、しくみが少しわ
かるものにイメージが変わった。
● 自分にはあまり関係のないものだと考えていたが、身近にあると
いうことを知り、もっと詳しく知る必要性を感じた。
● 霧箱で、もっと細々と放射線が見えるのかと思っていたらたくさ
ん、くっきり出て面白かった。もっとマントルを増やして実験し
てみたい。

市販の耐熱ガラス容器を活用した霧箱
※クイズの答え：ハエ
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大学生対象エネルギー理解イベントを開催！

EVENT
REPORT

10 月 27 日、当会は、京都にある学生カフェ「HYGGER」との共催により、大学生対象イ
ベント「僕たち、私たちが日本の未来について考える会」を開催しました。
次世代を担う大学生への取り組みの一環とし

て、都市部一般の大学生が集まる学生カフェと連
携して開催しました。

大学生同士の口コミをねらい、企画段階から学

生スタッフが参加。当日は約２０名の大学生が参
加しました。

第１部では、京都大学複合原子力科学研究所
宇根崎博信教授が、エネルギー問題やエネルギー
政策の基礎知識をレクチャー。

第２部は、「天災により日本は京都だけになっ

た」という奇抜な設定のもと、「京都国」のエネ

ルギーミックスを考え、発表するグループ対抗シ
ミュレーションゲーム「京都のくらしを支えるエ
ネルギーミックスはこれだ！」を実施。

参加者は、S+3E の考え方を理解したうえで、

各グループで何を重視するか、「エネルギー政策」
を立案。

Excel の 簡 易 プ ロ グ ラ ム を 用 い て、 発 電 量、

ＣＯ２排出量、発電コストを算出し、各電源の特

徴や地理的、社会的条件等を考慮しつつ、京都国
の地図に発電所を配置。各グループが考える電源
構成を発表してもらいました。

各グループとも熱い議論で盛り上がり、
「エネ

ルギー政策を考える」ことを通じて、エネルギー
ミックスについての理解を深めていました。

学生カフェ
HYGGER（ヒュガー）

参加した学生の感想
● 多様な電源を組み合わせてリスクの分散を
考えるのは難しいなと思いました。
● Ｓ＋３Ｅはすべて満たすのが難しかった。
イノベーション的なエネルギーが発明され
ると世界が救われるのになぁ～。

京都市・河原町三条にある日本最大級の学生
カフェ。学生はフリードリンクで利用でき、学
生と企業との交流など、多彩なイベントの場と
しても活用されています。
現役の大学生がスタッフとして活動してお
り、今回のイベントでは、そんな学生スタッフ
たちが企画、集客、ファシリテーターを務めて
くれました。
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学生座談会 ＠ 学生カフェ「HYGGER」

今どきの大学生が大いに語る

Let's
talk!

～イベントのこと、エネルギーのこと～

大いに盛り上がったイベント（P5参照）から数日
後、各グループのファシリテーターとして参
加してくれた学生を中心に集まってもらい、
座談会を開催。イベントの感想から、エネル
ギーや原子力発電について感じたこと、今ど
きの学生の情報収集の方法まで、率直な意見
を聞かせてくれました。

楽しみながら
エネルギーへの理解が深まった
シミュレーションゲーム
まずは、イベントに参加したきっかけや感想を聞かせ
てください。
村山

山下

今年5月に参加した原発の見学会がとても面

白かったので、今回も期待して参加したんですが、期
待以上に楽しかった。先生の話もわかりやすく、多様

なエネルギー源を組み合わせることの大切さを知り

ました。

電力に興味があった

わけではないんですが、面白

そうなイベントだなと。宇根

﨑先生の話がわかりやすく、
今まで知らなかったエネル

ギーミックスやドイツなど海

外の電力事情の話がとくに

関西学院大学3回生
村山さん

印象に残っています。
森川

ゲームは難しかった

ですが、すごく楽しめました。メンバーはほぼ初対

面だったけど、議論していく中でチームワークもで

HYGGERメンバーを中心とした大学生の美浜発電所見学会
（2019.5）

きて、
とてもいい経験でした。
小谷

ファシリテーターの経験は就活に役立つと

思ったのがきっかけです。初めてゲームの説明を聞

いた時は、
「みんな同じような結果になるのでは」
と心

原子力の賛否に影響を与える
周辺環境や体験

配したけど、
やってみると各チーム政策が違っていて

ゲームではみなさん、意外と躊躇なく原子力を選ん

て、
より盛り上がったと思います。

村山

びっくり。また、賞品があったことでゲーム性が増し
岡本

僕はガチで最優秀賞

ズごとにエネルギー政策を考

射 線 も人 体には悪 い の か

ず原子爆弾を連想します。放

えるなど独自性にこだわりま

なって。

たが、今まで参加してきた中

発はどうなんだろうって疑問

でも断トツに内容が面白いイ
ベントでした。

6

いのかな」
くらいのイメージ

です。ただ、原子力と聞くとま

した。残念ながら特別賞でし
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ニュースや両親の話を聞いて
「何となくよくな

を取りにいきました
（笑）
。10
年間を一区切りとし、フェー

同志社大学2回生
岡本さん

でいましたが、原子力のイメージは？

森川

災害が多い日本で、原

はあります。
岡本

僕は新潟出身で近く

同志社大学3回生
森川さん

の柏崎に原発があるのですが、
とにかく
「近づいたら

ローしている、傾向が似ている人の情報だから、情報

会に参加して意識がガラッと変わりました。原発のお

岡本

ヤバい」
というイメージでした。でも今年5月の見学

かげで恩恵を受ける地域や人がいること、安全面で
はさらに厳しい基準ができたことなどいろいろと話

を聞いて、今まで原発について全く知らなかっただけ

で、自分の固定観念は間違っていたんじゃないかと。
日本の将来を考えたらエネルギーをつくるのにそん

なにお金や資源をかけちゃいけないし、原発を動かし

て効率よくエネルギーをつくった方が経済は絶対う

まく回ると思うようになりました。
山下

僕は父が原発で働い

ていたこともあって、
もともと

原発に悪いイメージはなかっ

たんですが、
「 なぜ？」
と聞か
れると答えられるほどの理由

龍谷大学4回生
山下さん

が偏る怖さはあると思っています。

でも、
マスメディアのニュースも情報の偏りは

あるよね。だから、自分なりに情報を精査して取捨選

択するようにしています。やっぱり、情報の信頼度は
実際に知っている身近な人のほうが高い。そういう意

味 で は 、超 有 名 人 より、フォロワ ー 数 1 , 0 0 0 ～
10,000人ぐらいのライトインフルエンサーの情報の

ほうがすっと入ってくるのも、自分達に身近な存在だ

からかもしれません。そう考えると、新聞やテレビの
広告とかより、
「口コミ」
が大事かな。
一同 だよね。

エネルギーを考えるイベントと見学会。
この楽しさをみんなに伝えたい！

はなかった。思えば東日本大

最後に、今回のイベントに参加して意識や関心に変

計画停電で大変なことになっ

村山

これまで考えたことがなかった電力やエネル

森川

講演を聴いてエネルギーの問題は自分たちの

震災で原発が止まり、節電や

たあの時、
「やっぱり原発は必

要だ」
と痛感したんです。それを見学会で思い出しま

した。福島の事故を経験した今、新たに増やすのは難

化があったかを聞かせてください。

ギーについて考えるいいきっかけになりました。

生活に密接にかかわっていることを知り、
また、
ゲーム

しいかもしれないけれど、あるものはきちんと動かし

を通して自分のこととして捉えることができました。

や発電量などの面からも一番使い勝手がよかったの

なかった水力発電所に気が

ていくべきだと思っています。ゲームの中でも、環境
が原子力でしたからね。

情報収集はTwitter、
マス広告より「口コミ」が大事
ゲームでは社会の動向も考慮する必要がありました

が、そういった時事ネタの情報源はやはりSNSですか？

小谷 ドライブに出かけた時、今までなら目に入ら

ついたり、エネルギーについ

て 意 識 するようになったか
な。あと、ゲームを通して現
実を知った。太陽光ってこん

なにたくさん設置してもこの
程度なんや、
とかね。
山下

今回のイベントも楽し

同志社大学3回生
小谷さん

山下 ネットニュースとTwitterで見ますね。

かったけど、
発電所見学はみん

いい。気になるニュースはリンクをたどるので、
結果的

の生活の中では体験できないすごい機会だから。

岡本

Twitterはリアルタイムで情報が入ってくるのが

に新聞社のニュースサイトに掲載されている記事を読
むこともあるけれど、
新聞自体を読むことはないかな。
森川

新聞だけでなく、
テレビのニュースも見ない。

というか、
テレビ自体、最近は見ないですね。
ドラマを

なにぜひ行ってほしい！ 発電所構内に入れるのは、
普段
岡本 「エネルギー問題」
というテーマは難しく聞こ

えるけれど、見学会も今回も、来たらみんな絶対に楽

しめるイベントだと感じた。HYGGERスタッフとして

は今後も絶対にやりたいイベントだから、この楽し

見たければスマホで見逃し配信を見ます。

さ、面白さをいかに伝えるかが鍵だと思う。定期的に

んで見られますから。

るので、ぜひお願いします。

小谷

今後もこれからの社会を支える大学生のみなさん

山下 テレビよりYouTube。自分で好きな動画を選
一同

そうそう。

新聞やテレビのニュースを見なくても困った

ことは な い 。地 震 が 来 たとき な ん か も 、ま ず は
Twitterを見ます。

村山 ただ、Twitterで上がってくるのは自分がフォ

開催してもらえると口コミやSNSでも拡散しやすくな

に、エネルギーについて考えるきっかけとなるイベ

ントや情報発信をしていきたいと思います。
本日はありがとうございました。
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ゆら
たま

日本の原子力の将来に夢を
福井大学附属国際原子力工学研究所

特任教授

竹田 敏一

現

在も日本では原子力界にとって厳しい

た原子力プラントを開発する技術力が残っ

状況が続いています。既存原子力プ

ていますので、この時期に、国、電力、メー

ラントの再稼働も順調に進まず、多くの原

カ、大学が協力して原子力設計・建設・管

子力プラントの廃炉が決まり、廃止措置が

理の技術力を維持・向上し、原子力プラン

実施されています。廃止措置を安全かつ計

トのリプレースメント・新設に向かって前進

画的に実施することは非常に重要ですが、

していくことを強く期待します。

廃止措置だけでは原子力のモチベーション
を維持・向上することは困難です。特に若
手にモチベーションを持ってもらうために今

こ

の原子力プラントのリプレースメント・
新設を持続するには若手の力が必要

です。原子力の基礎となる分野である核・熱・

後の原子力の復活を期待します。そのため

燃材料・構造・安全・制御等の種々の面か

安全性に優れた原子力プラントが日本で設

ら総合的に原子力プラントを理解し、調和

計・建設され原子炉のリプレースメント・新

のとれたリスク評価ができ、原子力安全性

設が進むことを希望します。新設炉として

向上をけん引してくれる優秀な若手人材の

安全性に優れたプラントが数多く提案され

育成が求められます。原子力の復興により

ています。例えば固有安全性を取り入れた

若手の方に原子力の魅力を肌で感じてもら

小型モジュラー炉（SMR）がアメリカ、ヨー

い、優秀な人材確保により将来に亘っての

ロッパ、日本等で広く提案・開発されてい

原子力安全確保が持続されることを切望し

ます。日本にはまだ辛うじてそのような優れ

ます。

関西原子力懇談会・日本原子力産業協会主催
Presentations by Atomic Industry

合同企業説明会「PAI

原子力産業セミナー 2021」

当会は、日本原子力産業協会と共同で、大学生等を対象に、
合同企業説明会を開催いたします。
電力、メーカー、研究機関等、のべ７８の企業・機関が出展。
総合産業としての原子力産業界の魅力に出会える場として
全学科の学生さんの参加をお待ちしています。

東京会場
大阪会場

その挑戦が
社会を変える！

2020 年 2 月 1 日�
ベルサール新宿 セントラルパーク
2020 年 2 月 16 日㊐
梅田スカイビル ステラホール
タワーウエスト 3F

★注目ポイント
● 若手技術者も来場
● 少人数でじっくり話ができ
る
● 企業ブース訪問でクオカー
ドプレゼント！
● 軽食、ドリンクつき！

ー
エネルギ
インフラ

合同企業説明会2021
東京

2020

イベント詳細・
予約はコチラ
（QR コード） ▶

産業

原子力

2/1

TOKYO

ベルサール新宿セントラルパーク
入場無料

入退場自由

2/16

OSAKA

梅田スカイビル ステラホール
タワーウエスト3F

理系・文系全学科対象

会場でスタンプラリーを実施。
ブース訪問でクオカードを進呈！
◆主

大阪

2020

イベント詳細・ご予約はこちら

https://job.rikunabi.com/media/energy/

催：
（一社）
日本原子力産業協会、関西原子力懇談会

◆協

力：リクルートキャリア

PAI2021

関西原子力懇談会 http://www.kangenkon.org
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〒550-0004

大阪市西区靱本町1丁目8番4号

大阪科学技術センター5F

TEL. 06－6441－3682

