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 ２００９年１２月２１日 

（社）日本原子力産業協会 

 

「原子力産業セミナー２０１１」の開催報告(速報) 

 

（社）日本原子力産業協会は、学生と企業の就職・採用活動の支援、及び原子力産業へ

の理解促進を目的に、合同企業説明会方式のイベント「原子力産業セミナー２０１１」

を東京・大阪にて開催した。 

 

１．概 要 

○ 参加企業・機関：４３社〔東京・大阪延べ６０社〕(昨年度４５社) 

○ 参加学生： １１１６名（昨年度 ５２５名） 

(1)東京会場（１２月１２日（土）、新宿エルタワー） 

・ 参加企業・機関：３７社 [別紙１－１] 

・ 参加学生   ：７５５名 

(2)大阪会場（１２月１９日（土）、新梅田研修センター） 

・ 参加企業・機関：２３社 [別紙１－２] 

・ 参加学生   ：３６１名 

 

２．今回のセミナーの特徴 

○ 大阪で初開催 

○ ７電力会社、３主要プラントメーカーをはじめ、幅広い原子力関連企業の参加 

○ 国の規制関係機関から初参加、及び多数の研究機関の参加 

○ 多数の政府機関、学協会（１５団体）の協力 [別紙２] 

○ 原子力理解のための各種模型及びパネルの展示 
 

３．参加学生の声 

・ それぞれの会社が独特のこだわりを持っており、理解が深まった。 

・ どの企業も少人数採用で人間性を見て決めるところが多く、現実の厳しさが身にし

みました。 

・ このようなセミナーをもっと開催して頂きたいです。 

・ 原子力産業で働きたくなった。 

・ なかなかこういったセミナーは無いと思うので、とても良い機会だったと思います。 

・ 原子力産業のことがまったく分からず来ましたが、説明を受け、理解できました。 

・ 新たな業界を知ることが出来た。 

・ 個別面談ブース（コミュニケーションエリア）が広くてよかった。 

・ 原子力部門に特化した話が聞けてよかった。 

・ 原子力に関係のある企業の生の声が聞けて、充実した時間を過ごす事ができました。 

・ これからは原子力産業の需要が増えてくると思うので、このようなセミナーがある

とうれしく思う。 

・ 私は原子力分野を専攻しているため、とても魅力的でした。コミュニケーションエ
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リアも充実していて良かったです。 

・ それぞれの企業がみな原子力発電のどこかの部分を担い、繋がっていることが良い

と思った。 

 

４．参加企業・機関の声 

・ 公務員試験の受験を考えている学生はもちろんのこと、試験に関心が無かった学生

であっても熱心に聞いてもらえた。 

・ 関心は高く、説明を熱心に聞いていた。質問者は、元々当社の事業内容をある程度

知る学生（原子力専攻等）か事務系の学生が多かった。 

・ 昨年と比べモチベーションの高い学生が多かった。 

・ 企業選びの基軸が定まっていない印象を受けました。 

・ 概ね真面目に話しを聞いていた様子。 

・ 熱心な学生が多く、自分の能力を活かせる企業を探していることがよく伝わってき

ました。 

・ 男子学生は例年通り千差万別。ただ、昨年に較べて、全体的に熱心な学生が多い、

という印象を受けました。 

 
５．メディアの取材 

・ (株)燦 

・ 電気新聞 

・ 東京新聞(中日新聞) 

・ ナショナルピーアール(株) 

・ (株)日刊工業出版プロダクション 

・ 日刊電気通信社 

・ 原産新聞 

 
６．さまざまな手段による周知 

○ インパクトの有るポスターの採用 [別紙３] 

○ 就職情報サイト「マイナビ 2011」に「原子力産業特集」を掲載 [別紙４] 

○ その他、ダイレクトメール（はがき）等の活用、日本原子力学会の学生間ネット

ワーク、等の協力 

 

 



７．会場の様子： 

東京会場（新宿エルタワー３０階サンスカイルーム） 

  

  

大阪会場（新梅田研修センター２階Ｇ・Ｌホール） 

  

  

受付 ブースエリア 

休憩スペース 

(コミュニケーションエリア) 展示スペース 

受付 ブースエリア 

休憩スペース 

(コミュニケーションエリア) 展示スペース 
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別紙１‐１ 

 
東京会場出展企業・機関一覧（五十音順、＊：初参加） 

 企業名 業種 

01 株式会社アトックス プラント・エンジニアリング 

02 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 情報処理 

03 MHI原子力エンジニアリング株式会社 プラント・エンジニアリング/機械/重電・産業用電気機

04 株式会社オー・シー・エル プラント・エンジニアリング 

05 関西電力株式会社 電力 

06 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 非鉄金属 

07 経済産業省 原子力安全・保安院＊ 官公庁・警察 

08 原子燃料工業株式会社 非鉄金属 

09 独立行政法人原子力安全基盤機構 公益・特殊・独立行政法人 

10 原子力発電環境整備機構 公益・特殊・独立行政法人 

11 原電事業株式会社 プラント・エンジニアリング 

12 原燃輸送株式会社 プラント・エンジニアリング 

13 新日本空調株式会社 設備・工事 

14 太平電業株式会社＊ プラント・エンジニアリング 

15 中部電力株式会社 電力 

16 株式会社千代田テクノル 商社（その他製品） 

17 株式会社テプコシステムズ ソフトウエア 

18 財団法人電力中央研究所 公益・特殊・独立行政法人 

19 株式会社東京エネシス 設備・工事 

20 東京電力株式会社 電力 

21 東京防災設備株式会社 設備・工事 

22 株式会社東芝 総合電機 

23 東芝プラントシステム株式会社 プラント・エンジニアリング 

24 東電環境エンジニアリング株式会社 サービス（その他） 

25 東電工業株式会社 設備・工事 

26 東電設計株式会社 プラント・エンジニアリング 

27 日本エヌ・ユー・エス株式会社 専門コンサルタント 

28 独立行政法人日本原子力研究開発機構 公益・特殊・独立行政法人 

29 日本原子力発電株式会社 電力 

30 日本原燃株式会社 非鉄金属 

31 財団法人発電設備技術検査協会 公益・特殊・独立行政法人 

32 株式会社日立製作所 総合電機 

33 株式会社日立プラントテクノロジー プラント・エンジニアリング 

34 北海道電力株式会社＊ 電力 

35 三菱原子燃料株式会社 非鉄金属 

36 三菱重工業株式会社＊ 機械/輸送機器 

37 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属 
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別紙１‐２ 

 
大阪会場出展企業・機関一覧（五十音順、＊：初参加） 

 企業名 業種 

01 株式会社アトックス プラント・エンジニアリング 

02 ウツエバルブサービス株式会社  

03 MHI原子力エンジニアリング株式会社 プラント・エンジニアリング/機械/重電・産業用電気機器  

04 株式会社オー・シー・エル プラント・エンジニアリング 

05 関西電力株式会社 電力 

06 関電プラント株式会社＊ プラント・エンジニアリング  

07 原子燃料工業株式会社 非鉄金属 

08 原電事業株式会社 プラント・エンジニアリング 

09 四国電力株式会社＊ 電力 

10 新日本空調株式会社 設備・工事 

11 太平電業株式会社 プラント・エンジニアリング 

12 中国電力株式会社＊ 電力 

13 中部電力株式会社 電力 

14 株式会社テプコシステムズ ソフトウエア 

15 株式会社東芝 総合電機 

16 東芝プラントシステム株式会社 プラント・エンジニアリング 

17 独立行政法人日本原子力研究開発機構 公益・特殊・独立行政法人 

18 日本原子力発電株式会社 電力 

19 日本建設工業株式会社＊ プラント・エンジニアリング 

20 日本原燃株式会社 非鉄金属 

21 財団法人発電設備技術検査協会 公益・特殊・独立行政法人 

22 三菱重工業株式会社 機械/輸送機器 

23 財団法人若狭湾エネルギー研究センター 公益・特殊・独立行政法人 
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別紙２ 

 
共催・協賛・後援団体一覧 

形態 団体名 

共催  関西原子力懇談会 

 原子力委員会 

 文部科学省 後援 

 経済産業省 

 (社)応用物理学会 

 (独)国立高等専門学校機構 

 (社)電気学会 

 (社)電子情報通信学会 

 (社)土木学会 

 (社)日本化学会 

 (社)日本機械学会 

 (社)日本原子力学会 

 (社)日本建築学会 

 (社)日本物理学会 

協賛 

 日本保健物理学会 

計１５団体      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 
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別紙４ 

 
マイナビ２０１１「原子力産業特集」より：http://job.mynavi.jp/conts/2011/tok/genshi/ 
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http://job.mynavi.jp/conts/2011/tok/genshi/

