平成 28 年 5 月 25 日

平成 27 年度事業報告書
特定非営利活動法人安全安心科学アカデミー
Ⅰ．事業期間
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
Ⅱ．事業の成果
特定非営利活動法人安全安心科学アカデミー（仮認定 NPO）
（以下、NPO と言う）設立の目的
である、住民と共に放射線・原子力の問題についてコミュニケーションを図り、エネルギー問題、
地球温暖化問題、環境問題、放射線、原子力等に関する諸問題を住民主導で対処できるようにする
ための事業活動を行った。その概要を示す。
1. 特定非営利活動に係わる事業
1.1 社会教育の推進を図る活動
項 目
1) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる
広報活動

平成 27 年度当初計画

実 績

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる広報活 例年通り実施

例年

動を積極的に行う

通り

詳細は表アクセス数の経時変化

2) 会員及び一般企 NPO の趣旨に関連する 1.平成 28 年版の若狭カレンダー(関西原子力
業に資料の配布
3) 講演会／勉強会

評 価

資料の配布

(27 年 12 月)

懇談会提供)

例年
通り

NPO に関連した講演会 1.講演会 H27.5.22（金） ｻﾝｴｲビル 3 階
の開催

○『原子力防災の現状について』
吉岡 満夫 (元福井県原子力環境監視
センター長)
○『防災面から見た福島原発事故の課題と
教訓』

例年
通り

守屋 嘉則(原子力規制庁 原子力災害
対策・核物質防護課訓練・
研修専門官)
参加者：40 名
3) 講演会／勉強会

NPO に関連した講演会 2.講演会 H28.3.22（火） ｻﾝｴｲビル 3 階
の開催

○『ヒューマンエラーの心理学』
長岡 千賀 (追手門学院大学 経営学部
マーケティング学科准教授)
○『映画「パンドラの約束」上映』
参加者 27 名
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例年
通り

NPO に関連した勉強会 1.『日本立地センター支援事業』
の開催

(受託事業: ３か所で実施)
○第 1 回 H27.10.14(火)13：00～16：00
場所：福井工業大
対象：原子力工学科 2 年生（16 名参加）
テーマ：
『2030 年のエネルギーミックス』
講師：秋元 圭吾(東京大学大学院
客員教授)
ファシリテータ：坂元 晶子
(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ講師)

○第 2 回 H27.10.24(土)13：00～16：00
場所：神奈川大学付属中・高等学校

例年

対象：学生等 （21 名参加）

通り

テーマ：
『我が国の目指すエネルギー』
講師：中岡 章
(法政大学デザイン工学科 講師)
ファシリテータ：坂元 晶子
○第 3 回 H27.11.19(木) 13：30～16：30
場所：大阪中央電気クラブ
対象：一般市民 （18 名参加）
テーマ：
『我が国の目指すエネルギー』
講師： 中岡 章
(法政大学デザイン工学科 講師)
ファシリテータ：坂元 晶子
4) e ラーニング通信 X 線作業主任者受験準 X 線作業主任者受験準備講習広報活動
教育による国家 備講習等を準備・推進

・ダイレクトメールの発送

試験等準備講習

9/10 検査会社 38 件、

の開催

9/14 検査会社 15 件、製鉄所関係 24 件

種々広

1/21 検査会社 82 件、製鉄所関係 24 件

報活動

・機関紙への掲載
検査機器ニュース 11 月 5 日付発行号

を行い
推進中

非破壊検査 64 巻 10 号（2015）
・申込状況：今年度 6 件の申し込みあり
5) 外部研究助成へ 昨年度は
の応募

日本立地センターから 1 件受託

原子力文化財団から

3)項目の講演会／勉強会での勉強会として

1 件の助成を受けた。

「これでいいのか？未来のエネルギー

昨年同

～ みんなで考えよう my ﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽ ～」

様1件

福井・神奈川・大阪で、それぞれ 1 回開催

の受託

参加者合計：55 名
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7) 保 物 セ ミ ナ ー 保物セミナー2015
NPO の共催事業と

2015 の共催

して推進する。

保物セミナー2015
時期：H27.12.18（金）9：30～20：00
場所：大阪科学技術センター
共催：電子科学研究所､大阪科学技術ｾﾝﾀｰ
日本保健物理学会で実施

例年
通り

参加者： 150 名
詳細は NPO の HP 参照
8) 原子力・RI 放射 放射線管理員に教育・ 実施無し
線管理責任者の 指導等を防災教育まで
防災教育

要望が
なかっ

拡大して、実施する

た

安全安心科学アカデミー ホームページ現況報告
平成 27 年度の安全安心科学アカデミーホームページ広報の概要
＜今年度のホームページへのアクセス概要＞

・平均 47 アクセス/日

（昨年：40 アクセス/日 一昨年:64 アクセス/日）

＜閲覧者数＞
～H28.3.31 までの 1 年間のアクセス 17,003（平成 15 年 HP 開設以来累計 168,463 件）

＜掲載項目＞
○放射線被ばくの健康影響 ○放射線防護の議論 ○リスクコミュニケーション ○医療放射線
○放射線照射利用 ○ICRP 放射線規制法令 ○トリチウム ○地球環境 ○放射線教育
○原子力災害への対応 ○放射線管理 ○放射線の単位用語・測定 ○エネルギー問題
○環境放射線 ○原子力と環境問題 ○おすすめの本 ○トピックス ○スクラップ記事
○アスベスト問題 ○放射線・原発報道の解説＆論評 ○廃棄物 ○放射線事故
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○電磁界（電磁波問題）

〇安全安心科学アカデミーの案内

○「放射線・エネルギー・環境・サイエンスに関する情報と議論（他サイト情報リンク）」

＜執筆者＞
27 年度延べ 13 名 （累計延べ 379 名）
＜論文数＞
27 年度 13 編（累計 419 編）
＜広報・案内＞
・保物セミナー 勉強会の案内 お知らせなど 8 件
・外部サイトリンク情報 16 件
＜NPO 事業の広報＞
e ラーニングによるエックス線作業主任者 受験準備講習をホームページで案内を開始した。

1.2 地域安全活動
平成 27 年度当初計画

項 目

実 績

評価

1) メールマガジン NPO 会員及び関係者、 4/20 平成 27 年度第 1 回講演会案内
による広報

団 体 に 対 し い て 随 時 8/3

エックス線作業主任者試験 e ラーニン

E ﾒｰﾙによる情報発信を

グによる受験準備講習会のお知らせ

行う。

9/2 「保物セミナー2015」の案内

例年

11/16「保物セミナー2015」

通り

Youtube(広報動画公開)のお知らせ

2/5
2) 交流会・懇親会

交流会・懇親会を隋時

平成 27 年度第 2 回講演会案内

１.吉岡・守屋先生を囲む会
5/22（金）15 名

開催する
3) 委託研究の受託

委託研究の受託

例年
通り

１.安全性向上原子力人材育成委託事業
（経済産業省資源エネルギー庁）
２.英知を結集した原子力科学技術・人材育
成事推進事業

不採択

（文科省）

1.3 国際協力の活動
1) 台湾・中国との交流活動

台湾の大学へ資料提供及び朱先生と情報

例年

交換（9/3）

通り

1.4 他団体と運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動
1) 他団体と協賛・協力して市民活動を行う。

保物セミナー2015 を開催及び事務局業務

例年

2) NPO 諸団体と連絡・調整を行う。

を行った。

通り

Ⅲ．会員総会等の開催状況
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1) 平成 27 年度 第 1 回理事会

H27.5.22 （金） 出席者 9 名
下記 3 件が提案され原案通り決議された。
1. 平成 26 年度事業報告と活動決算書告
の承認
2．平成 27 年度事業計画と活動予算書の

例年
通り

承認
3. 理事の一部変更の承認
2) 平成 27 年度 通常総会

3） 平成 27 年度 第 2 回理事会

H27.5.22（金） 出席者 16 名
上記第 1 回理事会決議事項同上 1～3 につ

例年

いて討議、原案通り決議された。

通り

H28.3.22（火） 出席者 11 名
1.平成 27 年度事業報告等
2.平成 28 年度暫定予算案
上記について討議、原案通り決議された。

２．収益事業
なし
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例年
通り

