
原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第６回）の開催について 
 

平成 16年 3月 2日 

 

 標記会合を下記の要領で開催いたします。 

 なお、本会合は一般に公開する形で行います。 

 

記 

 

1. 開催日時 平成 16年 3月 8 日（月） 14時 00 分～17時 00分 

 

2. 開催場所 虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室 （地図別添） 

 

3. ご意見を伺う方（敬称略） 

     竹内 敬二   朝日新聞論説委員 

     飯田 浩史   産経新聞論説顧問 

     塩谷 喜雄   日本経済新聞社論説委員 

     菊地 哲郎   毎日新聞社論説委員長 

     井川 陽次郎  読売新聞社論説委員 

 

4. 報道関係者の傍聴 

 傍聴を希望される報道関係者は、傍聴席の確保の必要上、開催日前（3 月5日（金）17 時 00

分）までに、以下の問い合わせ先に氏名、所属及び連絡先をご登録下さい。ご登録いただけな

い場合、傍聴席が確保できない場合があります。 

 なお、傍聴は1 社につき原則 1 名（撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者は除く。）

とし、会議室への入室の際には、登録された本人であることが確認できるものを掲示していた

だくとともに、社名入り腕章を着用して下さい。 

 

5. 一般傍聴希望者の受付 

 傍聴を希望される一般の方は、開催時刻の15 分前（3月 8 日（月）13 時 45分)までに、以

下に示す受付にお集まり下さい。ただし、傍聴席に限りがありますので、傍聴を希望される方

が多数の場合には、15 分前までにお集まりいただいた方の中からの抽選とさせていただきます

ので、あらかじめご了承下さい。 

 ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡下さい。 

 [傍聴希望の受付 ：虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室会議室前]  

 

問い合わせ先 ： 内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付 

                           原子力グループ 後藤、井出 

tel. 03-3581-6688  fax. 03-3581-9828 



原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第７回）の開催について 
 

 

 

 標記会合を下記の要領で開催いたします。 

 なお、本会合は一般に公開する形で行います。 

 

記 

 

1. 開催日時 平成 16年 3月 12 日（金） 13時 00 分～14時 30分 

 

2. 開催場所 虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室 （地図別添） 

 

3. ご意見を伺う方（敬称略） 

     柏木孝夫  東京農工大学大学院教授 

 

4. 報道関係者の傍聴 

 傍聴を希望される報道関係者は、傍聴席の確保の必要上、開催日前（3 月 11 日（木）17 時

00 分）までに、以下の問い合わせ先に氏名、所属及び連絡先をご登録下さい。ご登録いただけ

ない場合、傍聴席が確保できない場合があります。 

 なお、傍聴は1 社につき原則 1 名（撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者は除く。）

とし、会議室への入室の際には、登録された本人であることが確認できるものを掲示していた

だくとともに、社名入り腕章を着用して下さい。 

 

5. 一般傍聴希望者の受付 

 傍聴を希望される一般の方は、開催時刻の15 分前（3月12日（金）12 時 45 分)までに、以

下に示す受付にお集まり下さい。ただし、傍聴席に限りがありますので、傍聴を希望される方

が多数の場合には、15 分前までにお集まりいただいた方の中からの抽選とさせていただきます

ので、あらかじめご了承下さい。 

 ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡下さい。 

 [傍聴希望の受付 ：虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室会議室前]  

 

問い合わせ先 ： 内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付 

                           原子力グループ 後藤、井出 

tel. 03-3581-6688  fax. 03-3581-9828 



原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第８回）の開催について 
 

 

 

 標記会合を下記の要領で開催いたします。 

 なお、本会合は一般に公開する形で行います。 

 

記 

 

1. 開催日時 平成 16年 3月 16 日（火） 10時 30 分～12時 00分 

 

2. 開催場所 虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室 （地図別添） 

 

3. ご意見を伺う方（敬称略） 

     植田和弘  京都大学大学院教授 

 

4. 報道関係者の傍聴 

 傍聴を希望される報道関係者は、傍聴席の確保の必要上、開催日前（3 月 15 日（月）17 時

00 分）までに、以下の問い合わせ先に氏名、所属及び連絡先をご登録下さい。ご登録いただけ

ない場合、傍聴席が確保できない場合があります。 

 なお、傍聴は1 社につき原則 1 名（撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者は除く。）

とし、会議室への入室の際には、登録された本人であることが確認できるものを掲示していた

だくとともに、社名入り腕章を着用して下さい。 

 

5. 一般傍聴希望者の受付 

 傍聴を希望される一般の方は、開催時刻の15 分前（3月16日（火）10 時 15 分)までに、以

下に示す受付にお集まり下さい。ただし、傍聴席に限りがありますので、傍聴を希望される方

が多数の場合には、15 分前までにお集まりいただいた方の中からの抽選とさせていただきます

ので、あらかじめご了承下さい。 

 ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡下さい。 

 [傍聴希望の受付 ：虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室会議室前]  

 

問い合わせ先 ： 内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付 

                           原子力グループ 後藤、井出 

tel. 03-3581-6688  fax. 03-3581-9828 



原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第９回）の開催について 
 

 

 

 標記会合を下記の要領で開催いたします。 

 なお、本会合は一般に公開する形で行います。 

 

記 

 

1. 開催日時 平成 16年 3月 18 日（木） 15時 00 分～16時 30分 

 

2. 開催場所 虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室 （地図別添） 

 

3. ご意見を伺う方（敬称略） 

     小林傳司  南山大学教授 

 

4. 報道関係者の傍聴 

 傍聴を希望される報道関係者は、傍聴席の確保の必要上、開催日前（3 月 17 日（水）17 時

00 分）までに、以下の問い合わせ先に氏名、所属及び連絡先をご登録下さい。ご登録いただけ

ない場合、傍聴席が確保できない場合があります。 

 なお、傍聴は1 社につき原則 1 名（撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者は除く。）

とし、会議室への入室の際には、登録された本人であることが確認できるものを掲示していた

だくとともに、社名入り腕章を着用して下さい。 

 

5. 一般傍聴希望者の受付 

 傍聴を希望される一般の方は、開催時刻の15 分前（3月18日（木）14 時 45 分)までに、以

下に示す受付にお集まり下さい。ただし、傍聴席に限りがありますので、傍聴を希望される方

が多数の場合には、15 分前までにお集まりいただいた方の中からの抽選とさせていただきます

ので、あらかじめご了承下さい。 

 ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡下さい。 

 [傍聴希望の受付 ：虎ノ門三井ビル ２階 原子力安全委員会 第１、２会議室会議室前]  

 

問い合わせ先 ： 内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付 

                           原子力グループ 後藤、井出 

tel. 03-3581-6688  fax. 03-3581-9828 



（別添） 

【交通手段】： 

（地下鉄） 

銀座線「虎ノ門」駅下車、徒歩３分 

営団地下鉄千代田線・丸の内線・日比谷線「霞ヶ関駅」徒歩５分 

 

 

【地  図】： 

 

 

原子力委員会 
(７階) 

会議室 
（２階） 


