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１． はじめに  

本会会員には、技術士、放射線取扱主任者、医学物理士など専門資格有資格者が多く在

籍している。学会の活動とこれらの会員の活動とを結びつけ、各種情報交換や、政府や関

連業界への提言、共同の活動、さらに各種勉強会、講習会などを視野にいれ、会員各位の

専門的知見の向上を目指す委員会として設置された。 

本報告書では、設置までの経緯も含め 2014 年度までの活動を纏めた。 

 

２．設置までの経緯 

専門資格委員会の設置までの経緯を以下に示す。 

（１）2012 年 3月 6日の執行理事会で「職能資格懇談会（仮称）」の設置の方向が確認

された。 

（２）2013 年 6月 25 日に専門資格委員会準備会をホテル・ポートプラザ千葉で開催し、

設置の趣旨、委員、活動項目について議論した。設置に向けて規則・委員構成案を準

備することとなった。 

（３）2013 年 7月 25 日の執行理事会に専門資格委員会運営細則（案）と委員構成案を提

出。委員の拡充を行うようコメントが出された。 

（４）2013 年 11 月 5日の通常理事会で設置準備状況の説明を行い、2014 年 5月 28 日の

通常理事会で設置が決定した。 

 

３．委員会の開催 

  2014 年度には 4回の委員会を開催した。 

（１）第 1回専門資格委員会 

   2014 年 7月 7日(月)10：30～12：30、日本保健物理学会事務局 セミナー室 

   主要議題： 

・委員会設置経緯と委員構成、運営細則、活動案説明 

   ・社内での資格取得体制等についての各委員の意見交換 

   ・ワーキンググループ設置と活動項目決定 

（２）第 2回専門資格委員会 

   2014 年 10 月 28 日(火)15：00～17：00、日本原子力発電株式会社 本店 

   主要議題： 

   ・ワーキンググループ（放射線取扱主任者 WG、技術士 WG）での議論の中間報告 

・資格アンケートの実施を決定 

   ・技術士制度・試験講習会の日本保健物理学会共催 

（３）第 3回専門資格委員会 
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   2015 年 2月 2日(月)10：30～12：30、日本原子力発電株式会社 本店 

   主要議題： 

   ・資格アンケート結果のまとめ報告と議論 

   ・第 48 回研究発表会での、アンケート結果の発表の実施 

・専門資格委員会の紹介ポスター作製について 

・2014 年度活動報告書作成計画 

（４）第 4回専門資格委員会 

   2015 年 6月 8日(月)10：30～12：30、日本原燃株式会社 東京支社 

   主要議題： 

   ・専門資格委員会の紹介ポスター 

   ・第 48 回研究発表会での活動紹介（ランチョンセミナー） 

   ・2014 年度活動報告書（案）の確認 

   ・次期体制（案）の検討 

 

４．活動の概要 

（１）専門資格取得支援 

  技術士、放射線取扱主任者、医学物理士などの専門資格取得支援をおこなう。初年度

は技術士資格取得支援として以下の活動を行った。 

・日本原子力学会と共催し、「技術士制度・試験講習会」を実施 

   第 4回：2014 年 2月 1日、東京都市大学 渋谷サテライトクラス 

   第 5回：2015 年 2月 21 日、東海大学 高輪キャンパス 

・日本技術士会と共催し、合格者にむけた新技術士講習会を実施 

   2015 年 4月 17 日、日本技術士会 会議室 

・日本保健物理学会ウェブサイトの「技術士のページ」管理 

（２）専門資格に関する検討 

  専門資格に関するアンケートを実施した。 

  詳細は「５．専門資格の現状認識」に記載する。 

（３）関連団体との連絡協議 

  日本原子力学会や日本技術士会との行事共催の連絡協議を実施した。 

（４）活動の広報 

  ・ニュースレターNo.71、No.72、No.73、No.74 に専門資格委員会の報告 

  ・「保物学会メール」にて、技術士制度・試験講習会、新技術士講習会の開催案内 

  ・第 48 回研究発表会で専門資格委員会の活動報告（ランチョンセミナー） 

  ・専門資格委員会のポスターによる広報 
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5．専門資格の現状認識 

 2012 年 3 月 6 日の執行理事会にて学会活動の一環として放射線利用、原子力利用に必須の

専門資格である放射線取扱主任者及び技術士などの資格取得を支援する専門職能資格懇談会

（仮称）設置の方向が確認され、その後の準備活動を踏まえて 2014 年 7 月 7日に第 1回専門

資格委員会が発足した。 

 委員会では、上記の活動が真に効果的となるようまず現時点で各組織・機関における支援

状況をアンケート調査により取り纏め、活動の底上げを図るべき活動分野、内容を提案する

こととした。 

第 2回専門資格委員会（2014 年 10 月 28 日）にて、放射線取扱主任者、若しくは技術士資

格を有する、又は同資格取得を目指しているものが、各組織の中でどのように位置付けられ

ているのか実態を調査するためのアンケート内容とすることが決まった。 

アンケートの調査対象は委員が所属する各組織内で実態を把握できる範囲とし、必ずしも

所属する組織全体の状況把握を求めるものとはしないこととした。 

アンケートは 2014 年 12 月から 2015 年 1 月にかけて回答を得てその結果は、委員の所属組

織の一部であるなど限定的な調査範囲から得られたものではあるが、両資格に係る現状認識

として専門資格委員会報告書として取りまとめた。 

 

5.1 専門資格に関する法人・機関の現状 

 

5.1.1 法人・機関を対象としたアンケート調査の実施要領  

 

第 2 回専門資格委員会（2014 年 10 月 28 日）にて、放射線取扱主任者、若しくは技術士

資格を有する、又は同資格取得を目指しているものが、各組織の中でどのように位置付け

られているのか実態を調査するために、アンケートを実施することとなった。 

アンケートの調査対象は委員が所属する各組織内で実態を把握できる範囲とし、必ずし

も所属する組織全体の状況把握を求めるものとはしないこととした。 

アンケートは以下の項目について行った。 

（１） 組織としての実態把握等について 

①社内の放射線取扱主任者／有資格者数を把握しているか【把握している場合、何名か】 

②社内の技術士会登録者の人数を把握しているか【把握している場合、何名か】 

③社内の IPEA（旧 EMF)国際エンジニアの登録人数を把握しているか【把握している場合、

何名か】 

④社内の APEC エンジニアの登録人数を把握しているか【把握している場合、何名か】 

（２）組織内において資格保有者の目的・位置付けが文書等により明確化されているか 

①人事制度上の社内要求となっているか、いる場合どのような要求か【明確化されてい
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る場合、どのような目的・位置づけか】 

②取得推奨資格となっているか 

③放射線取扱主任者／技術士に限定した業務はあるか【ある場合、どのような業務か】 

④部会等の活動（主任者部会／日本技術士会）を業務として認めているか 

⑤新規採用時に有資格者のメリットはあるか【ある場合、どのようなメリットか】 

⑥有資格者への雇用の延長等のメリットはあるか【ある場合、どのようなメリットか】 

（３）賃金関係において優遇措置はあるか 

①資格給はあるか【ある場合、（差支えなければ）例示】 

②資格取得時に一時金（合格祝金）はあるか【ある場合、（差支えなければ）例示】 

③受験費用、登録費用の給付はあるか 

④日本技術士会への入会費用、年会費の給付はあるか 

⑤CPD(継続研鑽）費用の給付はあるか 

（４）有資格者の組織内コミュニケーションについて 

①自社内で受験講習会/勉強会を開催しているか 

②社内における有資格者団体（技術士会など）はあるか 

③有資格者同士の交流の場はあるか 

④有資格者と受験を志すものの交流の場はあるか 

⑤交流の場がある場合、どのような媒体か（会合、HP、イントラ） 

 

5.1.2 アンケート調査の結果               

 法人・機関を対象としたアンケート調査の結果を表１にまとめた。 

  



表１　日本保健物理学会専門資格委員会　放射線取扱主任者および技術士資格に係る実態調査アンケート結果（法人・機関対象）（8/2）

1 2 3 4 5 6
【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】 【技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】

① 社内の放射線取扱主任者／有資格者数を把握している
か【把握している場合、何名か】

放射線取扱主任者／有資格者数：第1種（約40
名）、第2種（約60名）

総務部が人事のために把握している。（約65名） 放射線取扱主任者は、事業所ごとに正・代理の
各1名が選任されている。2つの事業所があるの
で、計4名である。
また、有資格者数は社として教育部門が把握し
ており、資格試験への合格者は第1種が201名、
第2種が119名である。なお、指定講習の修了に
よる資格取得者数は把握していなし。

― 放射線取扱主任者：把握していない
技術士：社内技術士会が分かる範囲で把握して
いる

把握していない

② 社内の技術士会登録者の人数を把握しているか【把握し
ている場合、何名か】

技術士登録者数：約100名 把握していない。 有資格者数は社として教育部門が把握してお
り、技術士が8名、技術士補が46名である。
また、技術士交流会があり、その名簿登録され
ている交流会会員数は、H26年12月8日現在で
40名である（資格取得を目指している者を含

いいえ（個々人の資格取得状況を上長は把握し
ているが、周知されていない）

社内技術士会が分かる範囲で把握している 把握していない

③ 社内のIPEA（旧EMF)国際エンジニアの登録人数を把握
しているか【把握している場合、何名か】

不明 把握していない。 把握していない。 いいえ（個々人の資格取得状況を上長は把握し
ているが、周知されていない）

把握していない 把握していない

④ 社内のAPECエンジニアの登録人数を把握しているか
【把握している場合、何名か】

不明 把握していない。 把握していない。 いいえ（個々人の資格取得状況を上長は把握し
ているが、周知されていない）

把握していない 把握していない

⑤ 人事制度上の社内要求となっているか、いる場合どのよ
うな要求か【明確化されている場合、どのような目的・位
置づけか】

人事に関して明文化はされていない 社内要求とはなっていない。 人事制度上の要求事項とはなっていない。 いる。役職者への昇格の定量評価の１項目とし
て、資格の保有があり、その評価対象資格に位
置づけられている。

放射線取扱主任者：なっていない
技術士：なっていない

放射線取扱主任者：なっていない
技術士：なっていない

⑥ 取得推奨資格となっているか 取得推奨資格となっており明文化されている。 奨励している。 技術士は、総合技術を駆使した原子燃料サイク
ル技術に必要な資格の中の筆頭的存在。その
報奨として社内規定における最高額の合格祝
い金がある。
放射線取扱主任者も、技術・技能の向上のた
め、入社後、早期に取得するべき資格とされて
いる。

いる 放射線取扱主任者：なっている　（インセンティブ
制度で取得を推奨している）
技術士：なっている　（インセンティブ制度で取得
を推奨している）

放射線取扱主任者：なっていない
技術士：なっていない

⑦ 放射線取扱主任者／技術士に限定した業務はあるか
【ある場合、どのような業務か】

放射線取扱主任者：自社事業所内のNDI施設な
どの法令上必置資格として。原子力発電所等の
サイト現地の放射線管理責任者としての自社の
規準と電力会社からの資格要求の資格として。
技術士：デザインレビュー開催時のベリファイア
資格として。

放射線取扱主任者としての放射線管理業務。 技術士に限定した業務はない。
放射線取扱主任者については、RI法に基づき
第１種放射線取扱主任者の資格保有者から、
RI事業所ごとに正・副の放射線取扱主任者を選
任して届け出ている。他の業務として放射線取
扱主任者に限定したものはない。

ない 放射線取扱主任者：ある（ＲＩ使用施設主任者、
ＲＩ販売所主任者及び客先の求めによるもの）
技術士：なし

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑧ 部会等の活動（主任者部会／日本技術士会）を業務とし
て認めているか

委嘱状添付し上覧・承認にてその期間の活動
が業務として認められる。

業務に支障のない範囲で認めている。 技術士交流会は技術士取得を支援する任意団
体であり、公的活動として認められてはいない。
放射線取扱主任者については、社内で活動して
いる団体はない。
なお、放射線取扱主任者に選任されている者が
日本アイソトープ協会の放射線安全取扱部会に
参加する場合は、業務として、通常の出張と同
じ旅費（交通費・宿泊費・日当）が支給される。

いる 主任者部会：業務として認めている
日本技術士会：業務として認めている

主任者部会：業務として認められていない
日本技術士会：業務として認められている

⑨ 新規採用時に有資格者のメリットはあるか【ある場合、ど
のようなメリットか】

放射線取扱主任者：持っていれば該当部署で
は勘案されると思う（明文化はない）
技術士：新卒では技術士資格所持者はいない
（業務経験が足りないため第二次試験は受験で
きないため）。新卒者は採用後全員第一次試験
を受けさせる（JABEEコース卒業者は任意）が、
第一次試験合格者は免除。採用時には問わな
い。

面接時に有利かもしれないが、特にメリットとし
てはいない。

通常新規採用者は年齢が若く技術経験要素が
少ないため、技術士資格を所有していない。
放射線取扱主任者についても、新規採用時に
特に優遇されることはない。

どちらともいえない。採用条件として明示されて
いない。ないよりはあった方がよいという程度。

放射線取扱主任者：ある（選考の際、資格保有
者が有利になる部課がある）
技術士：なし

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑩ 有資格者への雇用の延長等のメリットはあるか【ある場
合、どのようなメリットか】

明文化されたものはない。 メリットなない。 特にない。 特段ない 放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑪ 資格給はあるか【ある場合、（差支えなければ）例示】 なし 正放射線取扱主任者5,000円、副放射線取扱主
任者4,000円：いずれも任命された場合に支給。

資格給はない。 ない 放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑫ 資格取得時に一時金（合格祝金）はあるか【ある場合、
（差支えなければ）例示】

技術士：資格取得報奨金（10万円）
放射線取扱主任者：なし

第１種放射線取扱主任者300,000円、第２種放
射線取扱主任者150,000円

合格祝金あり。（放射線取扱主任者について
は、資格取得時ではなく、試験合格時に支給）
技術士資格（原子力・放射線部門）：20万円、
技術士資格（その他の部門）：10万円、技術士
補：３万円
第１種放射線取扱主任者試験合格：10万円、
第２種放射線取扱主任者試験合格：３万円

ない 放射線取扱主任者：ある　（インセンティブ制度）
技術士：ある　（インセンティブ制度）

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑬ 受験費用、登録費用の給付はあるか 技術士：申請により原則2回まで受験費用（受験
料＋旅費）、登録費用を会社負担
放射線取扱主任者：自社の放射線施設管理部
署、サイトの放射線管理責任者所属部署等の
必要部署においては受験費用、講習費用を会

ある。（全額協会が負担。ただし、受験費用の給
付は3回まで。）

受験費用、受験等のための旅費、登録費用及
び放射線取扱主任者指定講習費用の支給あ
り。（ただし上司が認めた場合）

受験費用の給付あり、登録費用の給付なし。 放射線取扱主任者：ある　（業務上必要がある
部署のみ）
技術士：ある　（業務上必要がある部署のみ）

放射線取扱主任者：場合による
技術士：場合による

⑭ 日本技術士会への入会費用、年会費の給付はあるか なし ない。 入会費用、年会費の給付はない。 ない なし　（入会費用、年会費とも各自持ち） なし
⑮ CPD(継続研鑽）費用の給付はあるか 全体の教育予算の中で上長判断 ない。 給付はない。 ある 条件付きであり

（業務上必要な講演会、シンポジウムへの参加
費用は会社負担、これをCPDに当てる場合はあ
り）

なし

⑯ 自社内で受験講習会/勉強会を開催しているか している 上司が個別指導はするが、組織としては行って
いない。

技術士については、自主的に、受験講習用の
「傾向と対策」を整備、製本して会員に配布した
ことがある。放射線取扱主任者については、当
社関連の研修施設で毎年（年に１回）、第１種放
射線取扱主任者受験対策講習として法令、物
理、化学、生物及び管理技術の各科目につい
て２日間ずつ開催している。

いる。受験のための全社的な研修講座や小集
団での勉強会がある。

放射線取扱主任者：開催していない
技術士：開催している　（社内技術士会で開催）

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑰ 社内における有資格者団体（技術士会など）はあるか ある ない。 技術士交流会がある。全社幹事と事業部幹事
で全社を網羅している。
放射線取扱主任者ついては有資格者団体はな

全社的な技術士会がある。 放射線取扱主任者：なし
技術士：社内技術士会がある

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑱ 有資格者同士の交流の場はあるか 社内技術士会の講演会、見学会後に交流会や
懇親会あり

ない。 技術士について、過去には交流の場（会合）が
あったが、最近は低調。
放射線取扱主任者については特に交流の場は
ない。

ある。社内技術士会の会合。 放射線取扱主任者：なし
技術士：社内技術士会に交流の場がある

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑲ 有資格者と受験を志すものの交流の場はあるか 受験者があつまった自主勉強会への有資格者
の支援など

ない。 技術士について、過去には交流の場があった
が、最近は低調。
放射線取扱主任者については特に交流の場は
ない。

研修会や勉強会の場で交流がある。 放射線取扱主任者：なし
技術士：社内技術士会に交流の場がある

放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

⑳ 交流の場がある場合、どのような媒体か（会合、HP、イン
トラ）

会合、イントラ（グループウェア） 技術士については、技術士交流会の会合及び
メ－ル配信を行っている。また、イントラネットに
情報を掲載している。

会合 会合、社内ホームページ なし

(4)   有資格者の組織内コミュニケーションについて

(3)   賃金関係において優遇措置はあるか

(1)   組織としての実態把握等について

(2)   組織内において資格保有者の目的・位置付けが文書等により

調査項目
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表１　日本保健物理学会専門資格委員会　放射線取扱主任者および技術士資格に係る実態調査アンケート結果（法人・機関対象）（9/2）

7 8 9 10 11 12 13
【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者】 【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者、技術士】 【放射線取扱主任者】 【放射線取扱主任者、技術士】

把握している。 把握している。 専攻教員13名中12名取得 はい。（１８人中５名） はい。（○名） 把握している（37名）。 718名（第１種）

登録者は把握していないが、資格取得者数は
把握している。

把握している。 していない はい。（１８人中１名） はい。（○名） 把握していない。 58名

把握している。 把握している。 していない いいえ。 いいえ。 把握していない。 ―

把握している。 把握している。 していない いいえ。 いいえ。 把握していない。 ―

なっていない。 放射線取扱主任者：なっていない
技術士：なっていない

保健学科放射線技術学専攻の場合、採用人事
で応募資格の中に「第一種放射線取扱主任者
免状を取得」とされている場合が多い

いいえ。 いいえ。 事業所の放射線取扱主任者として選任し法令
要求事項等の業務を予防規程に定めている。

なし。

放射線取扱主任者、技術士は、全社推奨資格
となっている。

放射線取扱主任者：なっている
技術士：なっていない

なっている はい。（祝金の制度がある） はい。（祝金の制度がある） なっている。 なっている。

放射線取扱主任者　：　あり　（放射線管理責任
者業務）
技術士　：　なし

放射線取扱主任者：ある（放射線管理責任者業
務）
技術士：なし

放射線管理区域の管理業務 いいえ。 放射線取扱主任者：RI取扱事業所の放射線取
扱主任者（職務と兼務発令）
技術士：なし。

放射線取扱主任者として予防規程に定めた業
務はあるが業務の兼任として実施している。

なし。

不明　（該当業務が無い模様） 主任者部会：参加していないが、参加する場合
は業務として認める予定
日本技術士会：業務として認めている

認めていない はい。（原子力･放射線部会幹事への参加、例
会･後援会費用支給、旅費支給）

はい。（原子力･放射線部会行事への参加、旅
費支給）

認めている。 必要に応じ認める。

なし 放射線取扱主任者：ある（資格保有を採用条件
としている部課がある）
技術士：なし

応募資格に含まれることが多い。持っていない
と応募できない。

いいえ。 いいえ。 場合によっては採用条件としている。 客観的な評価が確認できる。

なし 放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

ない いいえ。 いいえ。 特になし。 なし

なし 放射線取扱主任者：なし
技術士：なし

ない いいえ。 いいえ。 なし。 なし

あり 放射線取扱主任者：ある
技術士：ある

ない はい。 はい。 なし。 なし

あり ある ない はい。 はい。 ある。 ある

なし ない はい。 はい。 なし。 なし
なし 会社が業務上必要と認めれば社外教育等を会

社負担で受講できる。また、「自己啓発援助制
度」で費用の一部を会社負担とすることもでき
る。
ただし、「技術士のCDP」用に設けられたもので

ない いいえ。 いいえ。 なし。 なし

なし 放射線取扱主任者：開催していない　（先輩、同
僚による受験希望者への指導は個別に実施し
ている）
技術士：開催していない　（先輩、同僚による受
験希望者への指導は個別に実施している）

ない いいえ。ただし、社外研修会等への参加を支援
している。

はい。毎年、社内研修機関にて受験講習会を開
催し受験予定者の底上げを図っている。

なし。 あり

なし 放射線取扱主任者：なし
技術士：ある（社内技術士会）

ない いいえ。 いいえ。 なし。 なし

なし 放射線取扱主任者：なし　（定められた場はない
が、有資格者同士で個別の交流はある）
技術士：ある（社内技術士会）

ない いいえ。 社内イントラネット上に社員全員が閲覧できる交
流の場を設けている。

特になし。 なし

なし 放射線取扱主任者：なし　（定められた場はない
が、⑯の個別指導などがある）
技術士：ある（社内技術士会）

ない いいえ。 いいえ。 特になし。 なし

― 放射線取扱主任者：個別受験指導、有資格者
同士の打ち合わせ等
技術士：社内技術士会、会合、社内ホームペー

なし。 社内イントラネット上に社員全員が閲覧できる交
流の場を設けている。

なし。 ―

9
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5.1.3 法人・機関の現状と今後の活動に向けた重要事項 

 

（１）放射線取扱主任者  

放射線取扱主任者に関しては、12 の法人・機関から回答を得られた。 

放射線取扱主任者免状が人事制度上の社内要求となっている法人・機関は 1つだけであっ

たが、5つの法人・機関は新規採用にあたって有資格者が有利であると回答した他、11 の法

人・機関で採用後に取得することが推奨されていた。また、11 の法人・機関で受験費用の給

付、8の法人・機関で合格祝金の支給がある。したがって、放射線取扱主任者免状に対する

需要は非常に高いといえる。この理由のひとつは、放射線管理等の特定の業務を放射線主任

者に限定していることであり、そのような法人・機関が 9つあった。以上より、放射線取扱

主任者は、業務に直接必要とされている資格であり、ある程度その立場を確立していると考

えられる。 

一方で、放射線取扱主任者のコミュニケーションの場はほとんど設けられていないことが

明らかとなった。そこで、本学会を通じて、さまざまな分野で活躍している放射線取扱主任

者同士がコミュニケーションを図ることのできる場を提供することができれば、放射線取扱

主任者全体のレベルアップに貢献できる可能性がある。特に、あらゆる状況に対して柔軟な

放射線管理を実現するためには、多くのコミュニケーションの中で多角的な視点を持つこと

が重要である。 

 

（２） 技術士  

委員が所属する法人・機関向け（14機関）と学友会メンバーである学部生・大学院生向け

（17 名）にアンケート調査を行い、法人向けでは資格の認知度、取得推奨、資格者数の把握、

待遇、活用、組織内資格者コミュニケーションなど、また学部生・大学院生向けには資格の

認知度、資格取得希望度、学内での資格紹介の有無、講習会の希望などについて回答を得た。 

組織内の技術士会登録者の人数を 14社中 9社が把握していた。しかしながら、技術士に相当

する国際的な資格である IPEA（旧 EMF)国際エンジニア及び APEC エンジニアについては両資

格共に 14社中 2社のみの把握に留まり、資格取得目的が国内業務に軸足があることが推定さ

れる。 

また、組織内において技術士資格を有することが要求される業務については、1社のみデザ

インレビュー時のベリファイア資格として要求しているに過ぎず、技術士の組織内における

必要度が低いことも推察される。 

資格取得報奨金・祝金の給付では、ほとんどの法人・機関では資格取得が推奨されている

ものの一部に取得報奨金・祝金がある程度であった。また、組織内講習会、受験予定者間の

交流会等は一部にあるものの活発な活動ではなかった。 

技術士は組織の技術力の高さを示すバロメータのひとつであることから資格取得が推奨さ
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れるものの、技術士のみが担務可能な業務が確立されている組織は少なく、資格取得の必要

性が具体的でないことが分かった。 

以上のことから、学会として技術士を増やす方策としては、資格取得者のみが担務するこ

とができる（要求される）組織内手続きを確立するよう組織に働きかけるほか、許認可等の

公的な手続きを具体化する活動などが考えられる。技術士のみが実施できる業務が確立すれ

ば、各組織も取得を推奨する程度に留めるのではなく、より積極的な資格取得に向けた活動

も生まれ、資格取得を目指すものも増加すると考えられる。 
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5.2 専門資格に関する学生の現状  

 ここでは、学生を対象として実施したアンケート調査の実施要領とその結果を記述すると

ともに、今後の活動に向けた重要事項を整理する。 

 

5.2.1 学生を対象としたアンケート調査の実施要領 

アンケート調査の対象は、原子力・放射線分野に所属する学生とした。しかし、関連する

分野の学生を網羅的に抽出できたわけではなく、特に保健物理に関係の深い学生が多かった。

したがって、ここで調査した結果が必ずしも原子力・放射線分野全体の現状と一致するとは

限らないことには留意が必要である。調査した項目を以下に示す。 

 

① 回答者の所属（大学、学科／専攻、学年） 

② 放射線取扱主任者／技術士を知っているか 

③ 放射線取扱主任者試験を受けたいと思うか 

④ 技術士第一次試験を受けたいと思うか 

⑤ 【女性の方のみ】専門資格が結婚又は出産後の再就職等に役立つと思うか 

⑥ 学内での受験率及び合格率はどの程度か 

⑦ 学内で放射線取扱主任者／技術士について紹介される機会はあったか 

⑧ 学内で放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験の受験を推奨されているか 

⑨ 学内で放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に向けた講習会等が開催され

たことがあるか 

⑩ 放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に合格することで、単位取得等の優

遇はあるか 

⑪ 学生・若手を対象とした専門資格に関する説明会があれば参加したいか 

⑫ 専門資格を活かせるキャリアパスの提示が資格取得のモチベーションの向上に

つながると思うか 

⑬ 学生・若手を対象とした放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に向けた講

習会が開催されたら参加したいか 

⑭ 専門資格に関する日本保健物理学会の取り組みに対する要望・期待 

 

5.2.2 アンケート調査の結果 

 アンケート調査の項目ごとに、集計結果を整理する。 

 

① 回答者の所属（大学、学科／専攻、学年） 

 今回の調査に協力いただいた学生の所属及び人数を表 2にまとめる。協力いただいた学生
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の人数は 17 名であった。このうち、学部生が 5名（3大学 3学科）、大学院生が 12 名（6大

学院 7専攻）であった。 

 

表 2 調査に協力いただいた学生の所属及び人数 

大学（50 音順） 学科／専攻 学年 人数 

九州大学 保健学科 学部 4年 4 

九州大学大学院 保健学専攻 修士 1年 1 

〃 〃 修士 2年 1 

京都大学大学院 地域環境科学専攻 修士 2年 1 

東京大学大学院 原子力国際専攻 修士 2年 1 

東邦大学大学院 物理学専攻 修士 1年 1 

〃 〃 修士 2年 1 

〃 生物分子科学専攻 〃 1 

名古屋大学大学院 エネルギー理工学専攻 修士 1年 2 

新潟大学 化学システム工学科 学部 4年 1 

新潟大学大学院 材料生産システム専攻 修士 2年 1 

〃 〃 博士 3年 1 

弘前大学 保健学科 学部 4年 1 

 

② 放射線取扱主任者／技術士を知っているか 

 放射線取扱主任者については、17 名全員が「知っている」と回答した。技術士については

7名が「知っている」と回答し、10 名が「知らない」と回答した。 

 

③ 放射線取扱主任者試験を受けたいと思うか 

第 1種放射線取扱主任者試験に合格していた学生は 9名であったが、第 2種放射線取扱主

任者試験にのみに合格している学生はいなかった。本項目は、既に放射線取扱主任者試験に

合格している学生を除く 8名を対象とした。 

第 1種放射線取扱主任者試験については、7名が「受けたい」、1名が「わからない」と回

答した。第 2種放射線取扱主任者試験については、2名が「受けたい」、5名が「受けたいと

思わない」、1名が「わからない」と回答した。「受けたい」に対する理由として、以下の

ような回答があった。 

 

 勉強する良い機会となるため 

 専門知識が研究に役立つため 
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 資格の習得が就職に有利であるため 

 有資格者の需要があるため 

 取れる資格は取っておきたい 

 放射線について学んだ証となるため 

 

また、「受けたいと思わない」に対する理由として、必要性を感じないため、という回答が

あった。 

 

④ 技術士第一次試験を受けたいと思うか 

技術士第一次試験に既に合格している学生はいなかった。 

技術士第一次試験ついて、2名が「受けたい」、5名が「受けたいと思わない」、10 名が

「わからない」と回答した。「受けたいと思わない」に対する理由として、専門分野が異な

るため、との回答があった。また、「わからない」に対する理由として、資格の存在を知ら

ないため、との回答が多くあった。 

 

⑤ 【女性の方のみ】専門資格が結婚又は出産後の再就職等に役立つと思うか 

 回答いただいた学生のうち、5名は女性であった。 

再就職時に専門資格を有していることについて、4名が「役立つと思う」、1名が「わから

ない」と回答した。「役立つと思う」に対する理由として、以下のような回答があった。 

 

 採用を決める要因のひとつとなるため 

 関連する知識を有する証明となるため 

 

⑥ 学内での受験率及び合格率はどの程度か 

 第 1 種放射線取扱主任者試験及び技術士第一次試験のそれぞれについて、学年ごとの受験

率と受験者に対する合格率を調査したが、技術士第一試験に関する回答は得られなかった。

第 1種放射線取扱主任者試験に関しては、学部 2-4 年及び修士 1, 2 年について回答が得られ

た。結果を表 3にまとめる。学科／専攻によって受験率及び合格率には大きな差があるが、

概ね学年が高いほど受験率及び合格率が高い傾向であった。 
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表 3 第 1 種放射線取扱主任者試験の受験率及び合格率 

学年 受験率（％） 受験者に対する合格率（％） 

学部 2年 10 20 

学部 3年 10-75 5-60 

学部 4年 10-95 5-50 

修士 1年 10-100 10-100 

修士 2年 5-100 20-100 

 

⑦ 学内で放射線取扱主任者／技術士について紹介される機会はあったか 

 放射線取扱主任者について、16 名が「紹介された」、1名が「紹介されたことはない」と

回答した。技術士については、1名が「紹介された」、16 名が「紹介されたことはない」と

回答した。 

 

⑧ 学内で放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験の受験を推奨されているか 

 第 1 種放射線取扱主任者試験について、11 名が「推奨されている」、6名が「特に推奨さ

れていない」と回答した。第 2種放射線取扱主任者試験については、3名が「推奨されてい

る」、14 名が「特に推奨されていない」と回答した。また、技術士第一次試験については、

1名が「推奨されている」、16 名が「特に推奨されていない」と回答した。 

 

⑨ 学内で放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に向けた講習会等が開催されたことが

あるか 

 放射線取扱主任者試験に向けた講習会等について、4名が「開催されたことがある」、13

名が「開催されたことはない」と回答した。技術士第一次試験に向けた講習会等については、

17 名全員が「開催されたことはない」と回答した。 

 

⑩ 放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に合格することで、単位取得等の優遇はある

か 

 放射線取扱主任者試験に合格することにより、不合格科目の再試が免除されるケースが 1

件あったが、その他の優遇はなかった。 

 

⑪ 学生・若手を対象とした専門資格に関する説明会があれば参加したいか 

専門資格に関する説明会について、13 名が「参加したいと思う」、4名が「特に参加した

いと思わない」と回答した。「参加したいと思う」に対する理由として、以下のような回答
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があった。 

 

 専門資格についての説明を受ける機会がないため 

 関係のある分野の専門資格の存在を知っておきたいから 

 技術士を知らないため 

 勉強時間が確保できる学生のうちに専門資格を取得しておきたいため 

 

⑫ 専門資格を活かせるキャリアパスの提示が資格取得のモチベーションの向上につながる

と思うか 

 専門資格を活かせるキャリアパスの提示について、17 名全員が「資格取得のモチベーショ

ンの向上につながる」と回答した。この理由として、以下のような回答があった。 

 

 資格取得の目的が明確になるため 

 有資格者どのような仕事に就けるかを知ることができるため 

 専門資格の取得が将来につながることを実感できるため 

 

⑬ 学生・若手を対象とした放射線取扱主任者試験／技術士第一次試験に向けた講習会が開

催されたら参加したいか 

 放射線取扱主任者試験に向けた講習会については、既に第 1種放射線取扱主任者試験に合

格している 9名の学生を除く 8名を対象とした。このうち、7名が「参加したいと思う」、1

名が「特に参加したいと思わない」と回答した。「参加したいと思う」に対する理由として、

以下のような回答があった。 

 

 試験範囲が広く、どのように勉強すれば良いかわからないため 

 資格取得を目指す学生が集まる機会が良い刺激になるため 

 

技術士第一次試験に向けた講習会については、既に合格している学生がいなかったため、

17 名全員を対象とした。このうち、7名が「参加したいと思う」、9名が「特に参加したい

と思わない」、1名が「わからない」と回答した。 

 

⑭ 専門資格に関する日本保健物理学会の取り組みに対する要望・期待 

 日本保健物理学会の今後の取り組みに対する要望・希望として、以下のような意見があっ

た。 
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 資格取得の利点やキャリアパスについて紹介してほしい 

 日本保健物理学会に限らず、他学会に向けても活動してほしい 

 

5.2.3 学生の現状と今後の活動に向けた重要事項 

 本アンケート調査によって明らかとなった専門資格に関する学生の現状として、特筆すべ

き点を表 4 にまとめる。放射線取扱主任者と技術士とには、学生の現状に大きな差があった。

しかし、いずれの資格についても、学内等ではほとんど講習会や勉強会を開催していない点

は共通であった。 

表 4にまとめた現状を踏まえ、今後の活動に向けた重要事項を表 5に整理する。放射線取

扱主任者試験に向けた講習会に関しては、第 1種には需要があるが、第 2種にはほとんど需

要がないと予測される。一方、技術士第一次試験に向けた講習会に関しては、ほとんどの学

生が技術士を知らないため、現時点ではほとんど需要はないと予測される。今後、技術士の

説明会に併せて、それを活かせるキャリアパスを提示することにより、需要の向上が見込ま

れる。また、女性の学生の多くが、専門資格の取得が結婚又は出産後の再就職等に役立つと

考えていることから、再就職にあたって技術士であることを実際に役立てた経験を示すこと

も効果的であると思われる。 

 

表 4 放射線取扱主任者試験及び技術士に関する現状の比較 

放射線取扱主任者 技術士 

 ほぼ全ての学科／専攻で放射線取扱主

任者について紹介しており、学生も放

射線取扱主任者を知っている 

 技術士を紹介している学科／専攻は非

常に稀で、学生の半数以上は技術士を

知らない状態である 

 第 1種放射線取扱主任者試験に合格し

ていない学生のほとんどが受けたいと

思っている。ただし、第 2種を受けた

いと思っている学生は少ない 

 技術士第一次試験に合格している学生

はおらず、受けたいと思っている学生

も少ない 

 講習会や勉強会を開催したことのある

学科／専攻は少なく、学年を問わず合

格率の低い学科／専攻もある 

 講習会や勉強会を開催したことのある

学科／専攻はない 

 第 1種放射線取扱主任者試験に合格し

ていない学生のほぼ全てが講習会に参

加したいと思っている 

 学生の半数以上は講習会に参加したい

と思っていない 
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表 5 今後の活動に向けた重要事項  

放射線取扱主任者 技術士 

 単に放射線取扱主任者が何であるかを

説明する必要はない 

 そもそも技術士が何であるかという説

明が必要である 

 第 1種放射線取扱主任者試験を受け

て、合格できなかった学生も多い 

 現時点では講習会の需要はほとんどな

い 

 第 1種放射線取扱主任者試験に向けた

講習会には需要があるが、第 2種につ

いてはほとんどない 

 キャリアパスの提示等により、需要の

向上が見込まれる 

 

 

 

 

 

5.3 女性と職業と資格 

中田よしみ 

私自身の経験から、資格を持っているのと持っていないのとでは、職業の選択肢が大きく

広がる、または勤務しやすさが異なるのではないかと考えている。 

 

初めて勤めた企業において、経営状態悪化と結婚が重なった。結婚を期に退職も考えたが、

子どもができるまで、と働き続けることを決めた。そして妊娠。子育てと両立できなくなる

までは、とやはり働き続けることを選んだ。そして何度かの転職、二度の出産もあったが、

周りの理解と協力もあり、現在も続けて働いている。決して順風満帆だったわけではない。

いろいろな問題も抱えながら「勤続」できている。 

 

女性は「出産」があり、出産したら次は「子育て」がある。「子育て」はパートナーや周

りの人と、協力しながら行えるが、「出産」はそうはいかない。 

産前産後の休みも含め、働きながらの子育ては容易ではなく、多くの「想定外」が待ってい

る。学校行事等への参加などは事前に休む予定がわかるため、業務調整が可能であるが発熱

など、たいていの場合は「急な出来事」である。家族と協力しながら休んで対応するが、我

が家の場合は「母親」つまり私の出番が多かった。 

 突然の「早退」「年休」など発生する。決して「よい勤務状態」ではなかったと思う。そ

のような状況の中、何社目かの勤務先で「早期退職者の募集」があった。勤務の状況など人

事担当から見て応募を促された人もいたようだが、私には打診などなかった。その後、関係

会社への転職など、実力を買われて（と本人は思っている）の異動もあった。これも、人事
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関係者は人選の理由について、何も言わないが「資格」があることにより「業務上必要な知

識があること」が担保されていたからだと思っている。 

これからは、子育てだけではなく、介護も考えていかないといけなくなるだろう。 いろい

ろと自分を取り巻く環境が変化しても、働き続けることができているのは今もっている資格

のおかげだと思っている。 

 自分の子どもには、実体験をふまえ、「何か資格を取りなさい。直接その仕事に役に立た

ないからと思っても、必ずあなたの『糧』になるから。直接必要な資格でなくても「評価」

されているものなのよ。」と話している。 

 いろいろな状況になっても、社会で働くためには、直接業務に必要でない資格であっても、

取得は有効な手段のひとつだと思っている。 

 

 

5.4 まとめ  

専門資格とは業務の独占度合が高いほど会員及び組織における資格取得のインセンティブ

が高くなると考えられる。よって、学会として専門資格保有者が実施することが望ましい、

或いは必須な業務事例を公開し、関連する組織に働きかけるほか、許認可等の公的な手続き

を具体化する活動に繋げることが両専門資格取得者を増加させる機会と考える。 

また、当学会が両資格の取得支援策を支援することは、ひいては学会活動を担う会員の力

量を向上させることになり学会活動全体の質の向上につながるものと考える。 
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６．今後の予定 
 
2014 年度に引き続き以下の活動を行う予定である。 
 

（１）専門資格取得支援 

  技術士、放射線取扱主任者、医学物理士などの専門資格取得支援をおこなう。 

・日本原子力学会と共催し、「第 6回技術士制度・試験講習会」を実施 

   2016 年 2月、場所未定 

・日本技術士会と共催し、合格者にむけた新技術士講習会を実施 

   2016 年 4月、日本技術士会 会議室 

・日本保健物理学会ウェブサイトの「技術士のページ」管理 

・放射線取扱主任者試験に関しての資格取得支援を検討・実施する。 

（２）専門資格に関する検討 

  専門資格に関するアンケートの結果を踏まえ、必要な活動項目を検討する。 

  また IRPA の Guideline on Certification of Radiation Safety Specialists に関す

る検討を進める。 

（３）関連団体との連絡協議 

  日本技術士会と「継続研鑚の実施に係る相互連携に関する覚書」（2012 年 2月 1日）

以降の連携活動や、日本アイソトープ協会などとの連携活動を検討する。 

（４）活動の広報 

  ・ニュースレターに専門資格委員会の報告 

  ・「保物学会メール」にて、技術士制度・試験講習会、新技術士講習会の開催案内 

  ・第 49 回研究発表会で専門資格に関する検討の報告 

  ・専門資格委員会のポスターによる広報 

 

 
  



21  

 
 
 
 
 
 
 

付録資料  
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付録１ 
委員会等運営に関する細則 

細則 C-2 
 

専門資格委員会運営細則 
細則第 C-2-7 号 

平成 26 年 5 月 28 日 
 
（目 的） 
第1条 「規則 B-1-5」の臨時委員会の位置づけとなる専門資格委員会（以下「本委員会」と

いう）は，放射線防護分野に関連した専門資格に関して、その改善検討や提言、ま

た資格取得支援などを通じて公益と本学会活性化を図ることを目的とする。 
（構 成） 

本委員会には，委員長１名及び委員 15 名以内をおく。委員長は委員の中から副委員

長 2 名以内、幹事 2 名以内を指名する。幹事のうち 1 名は予算管理担当および有形

資産管理担当も兼務する。委員長、副委員長及び幹事の任期は原則として 2 年とす

る。 
（運 営） 
第2条 本委員会は，主として以下の事項を行う。 

(1) 専門資格に関する各種情報交換 
(2) 専門資格の問題点の検討 
(3) 政府や関連業界への提言 
(4) 専門資格の取得支援 
(5) 関連団体との専門資格に関する共同の事業 
(6) その他、本委員会の目的を達成するための事項 
2 委員長は、組織運営に伴い、必要と認める数の協力者をおくことができる。 

（有形資産の管理） 
第3条 有形資産管理担当者は，運営によって取得した有形資産について管理台帳を用いて

管理すると共に、年度末に物品の所在を確認しなければならない。 
（予算管理） 
第4条 予算管理担当者は、予算管理帳簿を管理し、年度末に常務理事（財務担当）に報告

しなければならない。 
 
付則 この規則は，平成 26 年 5 月 28 日から施行する。 
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付録２ 
日本保健物理学会 第１回 専門資格委員会議事録 

 
【開催日時】 2014 年 7 月 7 日(月) 10：30～12：30 
【開催場所】 日本保健物理学会事務局（寺田ビル）3 階セミナー室 
【出席者】小佐古会長 林委員長 伊藤副委員長 日暮副委員長 藤原幹事 近江委員 

 栗原委員 岡村委員 阿部委員 谷委員 中田委員（文責） （順不同） 
 

【配布資料】 
 1-0 日本保健物理学会 第１回専門資格委員会 議事次第 
 1-1 専門資格委員会出欠表 
 1-2-1 専門資格委員会準備会 報告 
 1-2-2 専門資格委員会運営細則 
 1-2-3 専門資格委員会 委員構成案 
 1-3 専門資格委員会 名簿 
 1-4-1 第 4 回技術士制度・試験講習会実施報告 
 1-4-2 （参考資料）技術者教育の国際的動向と日本の課題 
 1-4-3 （参考資料）平成 26 年度技術士第二次試験、第一次試験実施案内（日本技術士会） 
 1-5-1 （参考資料）第 1 種主任者育成講習会、RI 安全取扱講習会（RI 協会） 
 1-5-2 （参考資料）放射線取扱主任者受験講座（JAEA） 
 1-5-3 （参考資料）放射線取扱主任者試験（第 1 種、第 2 種）試験の実施（原安技） 
          
【議事内容】 
 
Ⅰ）委員会設置経緯と委員構成、運営細則、活動案説明（林委員長） 

1.運営細則（配布資料 1-2-2） 
 運営細則について、配布資料に基づき説明があった。 
 
2.委員追加（配布資料 1-2-3） 
これから資格を取る年代の若手会との強力な連携が必要であり、2014/5/28 の理事会

のあと、谷さんを委員として追加。メーリング理事会で承認いただく予定。 
 

3.名簿について(配布資料 1-3) 
 3-1 委員活動の目的外利用等のないように。 
 3-2 資料訂正 電話番号 近江委員の電話番号の末尾が 7741 から 7703 に変更 
今後、資料の変更等が発生した時は連絡を。 
 

4.旅費について 
 都内在勤、在住者は学会からの旅費の支給なし（往復 500 円以上の場合は支給）。 
委員会はできるたけシンポジウムなどの学会行事に合わせて行う予定。所属組織から

支給いただける場合はそうしていただき、学会経費の軽減に努めてほしい。 
 

5.技術士講習（配布資料 1-4-1） 
 保健物理学会が共催して過去 4 回実施。首都圏で原子力関連の学科がある大学で場所

等、持ち回りで実施している。技術士資格を有する者が、ボランティアで講師等つとめ

ている。 
 資料訂正 1-4-1 平成 24 年⇒平成 26 年 
 
6.工学教育と技術資格について （配布資料 1-4-2） 
 参考資料。各自内容確認のこと。 
 
7. 技術士第二次試験、第一次試験実施案内（配布資料 1-4-3） 
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 参考資料。 
 
8.放射線取扱主任者試験講習と試験実施の案内（配布資料 1-5-1、1-5-2、1-5-3） 
 参考資料。 

 
Ⅱ）自己紹介および社内での資格取得体制等についての各委員の意見 
 
【岡村】社内でＲＩ取扱施設があるため、主任者の選任が必要。 

技術士は業務上必要ないが、取得は支援している。取得のための講習会・勉強会は最近下

火になってきている。放射線取扱主任者取得講習は、所属企業が開催している講習会があ

る。協力会社にも有資格者が必要。 
 
【近江】原子炉主任者・放射線取扱主任者は業務上必要。技術士は業務上不要。    

第１種放射線取扱主任者・技術士補・技術士取得者は奨励金あり。 
社内学習会は特にないが、技術士名簿を作成、アドバイス等を実施。取得しようとする者

は年々減ってきている。 
 
【藤原】放射線取扱主任者及び技術士資格取得推奨はしている。合格者には受験料が支払わ

れる。業務上は、原則、放射線管理責任者、管理員に放射線取扱主任者資格が必要。技術

士資格が必須となる業務はない。 
 
【阿部】社内対応は近江さんと同じ。キャリア形成のためには２０歳代で第１種放射線取扱

主任者、３０歳代で技術士取得がモデル。なお、２０歳代で放射線取扱主任者資格を取得

すると、報奨金が２倍となる。 
 
【中田】放射線取扱主任者・技術士とも報奨金はある。社内学習会はないが、親会社の講習

会に参加は可能。両資格は、放射線管理教育の講師、現地放管責任者等の要件となってい

る。また、放射線取扱主任者は、除染作業の応札に必要のため、社内で受験を推奨してい

る。 
 
【栗原】２０歳代で２種取得、入社後第１種放射線取扱主任者取得。 
 
【谷】若手とのかけはしとして活動していきたい。どういう資格があるのかを知らない人が

多いので、提示していってはどうか。キャリアパス（キャリアモデル）提示など行えば、

取得希望者や学会員が増えるのではないか。また、第１種放射線取扱主任者の取得を医療

関係者に働きかけてはどうか。 
 
【日暮】放射線取扱主任者・技術士とも、社内は現場での放射線管理、資格は必要。その他

は、遮蔽設計の部署等が自己研鑽の一環として勉強を実施している。社内では、推奨はす

るが支援体制はない。受験料のみ企業が負担。 
 
【小佐古】約１年前、専門委員会の立ち上げを林さんに依頼した。日本アイソトープ協会で

は、公益社団法人化に伴い定款に定められていない事業について活動を行うことが難しく

なり、主任者部会等にて意見交換等ができなくなった。また、技術士は多部門あるが、業

務上必要なのは土木関係事業のみである。除染等業務で必要な資格については、国会でも

新たに審議されているが、有資格者が、線量管理の線量計画デザインにあたるなど、各資

格の法的ポジション築ける体制が必要である。 
 この専門員会では、1.資格に関しての啓蒙、情報交換 2.取得に向けた講習や勉強会、3.発

展した活動を行い、技術士、放射線取扱主任者を中心に、医学物理士の有資格者が社会に

対して有効に活用されることを期待する。 
 さらに今後、各国放射線管理体制に差はあるが、資格の国際化も視野に行動することも大

切である。社内や業界内、国内だけでなく、グローバルに、エキスパートとして、活動し
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ていけるよう、また各自のキャリアパスにつながるように活動してほしい。 
 
【伊藤】以前勤めていた施設では、放射線取扱主任者の選任が必要であったが、金銭的な支

援はない。かつては、200 名以上の放射線業務従事者の管理を実施していた。健診の管理

等の業務に追われてした。医療物理士の取得もできるようにしたい。 
 
Ⅲ）活動と体制 
1.専門委員会での当面の活動 

① 専門資格の受験情報の発信 
② 講習会 
③ キャリアパス（キャリアモデル）の提示 
④ 資格の問題点の洗い出し 

 
2.幹事 
 幹事は会議の日程調整、旅費について事務局との対応、議事進行などを行う。 
藤原氏が就任。 
会議場所については、なるべく費用がかからないように開催したいので、各自利用できる

施設があれば紹介ください。 
 会議は、旅費の支払いを軽減できるよう、各種シンポジウム等の開催に合わせて行うこと

も考えている。 
 
3.ワーキンググループ 

委員を資格ごとに 2 つのワーキンググループを定め、リーダーを決定した。 
 

放射線取扱主任者 技術士（原子力・放射線）

リーダー 栗原 近江 
伊藤 山外 
藤淵 日暮 
岡村 藤原 
阿部 川辺 
谷 中田 

 
4.次回委員会 
委員会は、4 回/年を開催予定。次回は 10 月 6 日 10：30～12：30 場所は日本原子力発

電株式会社 本店 ２階第４会議室を予定。 
次回までに、各ワーキンググループで以下についてメール議論を行い、委員会全体で議論す

るための資料を用意する。 
① 専門資格の受験情報の発信 
② 講習会 
③ キャリアパス（キャリアモデル）の提示 
④ 資格の問題点の洗い出し。資格を生かす仕組みの検討。 

 
病院関係の情報があれば、議論の中で紹介してほしい。 
旅費については、藤原幹事から別途連絡があるので、該当者は連絡を。 
 
****************************************************************** 
≪今後の活動についてのフリーディスカッション≫ 
 
キャリアパスキャンペーンを行ってはどうか。 
 
ＲＩ取得のための講習会は数機関行っているが、各電力では、取り扱い施設があるため、主

任者は必須。そのため自社で教育を行っている。 
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社内で講習を行っているが、基礎課程が１~3 月。6・7 月にＲＩ試験対策を行っている。その

ため、4 月入社の者は、1 年以上かけて試験対策をとることになっている。 
 
この委員会で個別の（勉強についての）質問に答えるのか。 
 
勉強会と、講習会、どちらのスタイルがいいのか。 
 
まずは勉強会の場を設定しては。そのうち、お互い教え合うようになったり、モチベーショ

ンの維持にもつながるのでは。 
 
開催場所が問題。社内ならともかく、わざわざ出かけてまで勉強会に参加するのか。 
開催内容が自習の延長なら、参加しなくなるのではないのか。 
 
保健物理学会ならではの内容でないといけないのでは。 
 
損傷したＤＮＡが実際見れる、線量計の作成などを通じ、物を見る場を設定してはどうか。 
 
それでは、（資格取得のための）試験対応とは異なるのではないのか。 
 
資格取得のための講習なら、他機関で行っている。保健物理学会に特化したものにして、ペ

ーパードライバーでなく、実際に『使える有資格者』に育てていくことが大切なのではない

か。 
 
それは、主任者のレベルアップということ？資格の取得に特化しないで活動したほうがいい

のではないのか。 
 
有資格者のコミュニティーをまずは作り、その活動サポート部隊を作ってはどうか。 
 
資格を持っている人は仕事にどう活用しているのかアピールしてはどうか。キャリア講習認

定制度などはどうか。 
 
まずは、主任者コミュニティーの高度化をめざし活動してはどうか。 
 
技術士についてはどう活動していくか。 
技術士（原子力・放射線）では、技術士の活用について議論が行われている。 
 
技術士（原子力・放射線部門）ができてから 10 年たつ。たとえば、2013 年の J-PARC 施設内

での漏えい事故時、技術士がどのように行動していたか調べてみてはどうか。技術士がその

事象についてどう対応して、どう行動したかなど。 
 
主任者としての責任、技術者としての行動などから検討してみてはどうか。 
 
当時、対応した人に話が聞けるか打診してみる。 
 
技術士試験について、1 次試験は自学等で対応できるが、二次試験は（論文・面接があるた

め）難しい。講習をしても、同じ回答となるのでは。また、他メーカー（技術士）の人に相

談することは不可能に近い。 
 
論文等についてのアドバイスは、一般的な意見なら他企業の人に聞くことができる。それで、

アドバイスをもらってはどうか。 
以上 
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付録３ 

日本保健物理学会 第 2 回 専門資格委員会議事録 
 
【開催日時】2014 年 10 月 28 日（火）１５：００～１７：００ 
【開催場所】日本原子力発電株式会社 本店 7 階 7-B 会議室 
【出席者】林委員長 藤原幹事 近江委員 栗原委員 岡村委員 谷委員 中田委員  

藤淵委員（文責）（順不同） 
 
【配布資料】 
2-0 日本保健物理学会 第 2 回専門資格委員会 議事次第 
2-1 専門資格委員会出欠表 
2-2 平成 26 年度 日本保健物理学会 専門資格委員会 名簿 
2-3 日本保健物理学会 第 2 回専門資格委員会 議事次第 
2-4-1 主任者資格に関する検討事項 
2-4-2 専門資格取得支援に向けた技術士 WG からの提案について（案） 
2-5 第 5 回 技術士制度・試験講習会案内 
2-6-1 専門資格に関する IRPA WG(荻野氏からの E メール) 
2-6-2 Re:専門資格委員会の委員構成と運営細則（荻野氏からの E メール） 
2-6-3 IRPA RP Certification and Qualification（Web サイト） 
2-6-4 IRPA Guidance on Certification of Radiation Protection Expert（Web サイト） 
2-6-5 The 2013 CHP Salary Survey（CHP News） 
2-7 専門資格委員会 報告（案３ｘｘ） 
 
【議事内容】 
Ⅰ）配布資料の確認 
  上記配布資料の確認 
 
Ⅱ）第１回委員会 議事録内容確認（林委員長） 
１．第 1 回委員会議事録（資料 2-3）はメールでも確認したということで委員の了承を受

けた。 
２．名簿（資料 2-2）は当初予定していた第 2 回委員会が台風で急きょ中止になった際に

出席者の携帯への連絡に役立った。 
 
Ⅲ）ワーキンググループ（WG）での議論の中間報告 
 １．放射線取扱主任者 WG より資料 2-4-1 に基づき説明。 
 委員からの意見 

・対象を誰にするか。保健物理学会の現会員を対象とするのか、保健物理学会の裾野を広

げることを考慮するのか。 
・単に資格合格を目指すだけでなく、有資格者にも知識を高める、サポートする。 
・WG を二つに分けるが、全体としてまずマップを作るとわかりやすいのではないか。そ

の中で、保健物理学会として何をするかを検討する。 
・スケジュールをどのくらいにするかにもよる。数回で終わる委員会なら広げすぎないほ

うがよいのでは。 
・主任者資格は保物で行うのもあるし、他団体を巻き込み、保物学会で全体をまとめて、

スケジュールを作ることも考えられる。 
・今年の委員会はあと 1 回であり、そこで答申をまとめる必要がある。第 2 回委員会では

状況の整理をする。 
・今年は、企業や団体がどのような処遇、サポートをしているか調査して、そこに保物が

何をサポートできるかを考える。 
・委員会の活動として現状調査、問題点を洗い出し、報告書では、委員会設置の経緯、各

資格に必要な技能、プログラム、現在足りないことを洗い出し、提言する。 
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２．技術士 WG より資料 2-4-2 に基づき説明 
・専門資格、統計情報が少なく、学会の情報、統計情報をモチベーションにつなげる。 
・社内ニーズ、就職について具体的になっていないところがある。 
・技術士の責務が漠然としている。どう生かしていけるか、研究会等で交流の場を設けて

アピールできればよいのではないか。（技術士セッション等） 
・講習会については範囲が広すぎて学会だけですべて対応は難しい。 
・継続研鑽制度の有用性、フォローしていく必要がある。 
・学会としてコンサルティング、RI のトラブルについて技術士として協力できる場がある

とよい。 
・キャリアパスについて資格を生かす仕組みの検討をする。 
・経営陣と実務者（技術士）との懇親の場を設ける。 
・社内外で PR が必要であり、例として、社内ホームページで資格取得情報があり、受験

情報発信や公開している。 
 

・若手会から提言をまとめるとよいのでは。 
・若手はどんな資格があるかからわからない。原子力分野を専攻する修士課程の学生でも、

半分以上の人は放射線と関係ない職種に就くこともあるため、今学んでいることを資格

に生かせるなど、情報を伝える。学友会で放射線や原子力について企業 PR をしてもら

っているが、そのような場で資格の説明アピールをするとよい。（これらのことを現状

認識にまとめる。） 
・この分野に残ってほしいということと、資格取得がつながる。 
・資格を取得していることで就職、転職がしやすいメリットもある。 
・ＲＩ一種、技術士の資格を持つ人の人数が企業のステイタスになっている社もある。 
・女性の場合、産休、育休後も資格が大きな力を示した実例もある。 

 
・各資格のこうあるべきという考え方について、委員長がまず提案し、委員で補足、議論

する。 
・専門委員会の提言としてはシャープな方がよいのではないか。それと将来的な提案 
・現状調査について、主任者と技術士で近い項目でアンケートをした方がよい。 
・委員の所属機関や関連機関を対象にアンケート調査を実施する。 

 
以上の議論から、委員会の報告書は下記のようにまとめることとした。 
１．目的 
２．現状認識（WG のまとめ） 
  問題点の洗い出し、産業・研究・医療の３分野の実態、など 
３．各資格のこうあるべき姿のさわり、考え方（海外の状況も参考にする。） 
４．次のステップ（提言） 

 
委員会の今後のスケジュールを以下のように検討した。 
11 月 10 日 アンケート案を作成（近江委員） 
11 月 14 日 委員内で項目等議論、コメント集め 
11 月 20 日 アンケート完成、委員へ配布 
12 月末   アンケート回収、集計、各委員に配布 
1 月末   アンケート分析を入れ現状認識（案）を作成 

第 3 回委員会を実施 
来年度の研究発表会にできれば報告することを検討する。 

 
 
Ⅳ）IRPA WG 関連 
資料 2-6-1～4 について説明があった。 
資料 2-6-5 について、資格を持った人がどういう仕事をしているかという調査で、アメリカ

保物学会のニュース・レターで、毎年の給料等が紹介された資料である旨説明された。 



29  

日本でもいろいろな職種の平均給料が調査（ダイヤモンド社）されている。その中に 2 度

技術士もあり 4～500 万円であった（おそらく会社員でなく独立した人）。 
 
Ⅴ） 技術士制度試験講習会 
資料 14-2-5 に基づき、技術士制度試験講習会の説明があった。 
試験のポイント解説、個別相談、今年度は東海大学で開催。 
保健物理学会は毎年共催しているので、今回も共催することを専門資格委員会から提案し、

理事会の承認を受けることとした。 
講習会アンケートをみると、原子力学会 HP から講習会を知った受講生がほとんどという現

状である。 
多くの学生に触れてほしいため毎年会場を変えている。 
今までは原子力学会から一人、共催の大学から一人が最初に挨拶していたが、保物も共催

であることもあり、挨拶に近江委員を派遣することとした。 
講習会の担当は中田委員に決定した。 

 
 
Ⅵ）第 11 回通常理事会 専門資格委員会報告資料案について 

資料 14-2-7 に基づき第 11 回通常理事会 専門資格委員会報告資料案の説明があった。 
これまでの活動概要について報告する。 

なお、活動報告のうち、(２)の３番目、IRPA の Radiation Safety Specialist の紹介については報

告から削除する。 
Ⅶ）その他 
保物のニュースレターに紹介、活動報告を文章にして提出する（林委員長） 

 
 
次回委員会 
1 月 30 日 15:30～17:30、または 2 月 2 日 10:30～12:30、会場は日本原子力発電株式会社 本店 
7 階 7-B 会議室、会場が押さえられない場合は他の日を検討する。 
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付録４ 
日本保健物理学会 第 3 回 専門資格委員会議事録 

 
【開催日時】 2015 年 2 月 2 日(月) 10：30～12：30 
【開催場所】 日本原子力発電株式会社 本店 2 階第 4 会議室 
【出席者】小佐古会長 林委員長 藤原幹事 山外委員 近江委員 藤淵委員 岡村委員 

阿部委員 谷委員 二ツ川監事 日暮（文責） （順不同） 
 
【配布資料】 
3-0 第 3 回委員会議事次第 
3-1 第 3 回委員会出欠表 
3-2 第 2 回委員会議事録、第 2 回委員会ホワイトボード写真 
3-3 第 11 回通常理事会 活動報告結果（岡村様のメール） 
3-4-1 資格アンケート報告（一般） 
3-4-2 資格アンケート報告（学生） 
3-4-3 アンケート回答（JAEA 原子力科学研究所） 
3-6 新技術士講習会資料（技術士会、原子力学会、保健物理学会 共催） 
3-7 IRPA-WG 資料（IRPA から小佐古先生に送られた関連資料） 
 
【議事内容】 
Ⅰ）配布資料の確認 

上記配布資料の確認 
 

Ⅱ）第 2 回委員会 議事録内容の確認（藤原幹事） 
  第 2 回委員会議事録内容を確認し、委員の了承を受けた。 
 
Ⅲ）第 11 回通常理事会 活動報告結果（岡村委員） 
  第 11 回通常理事会にて活動内容を報告し、以下のとおりとなった。①第 5 回技術士制

度・試験講習会への本学会の共催が承認された。②次回研究発表会（＠首都大）での医学

物理士向けの参加証明書発行を決めた。③次回研究発表会での講習会開催や RI 主任者試験

講習会での RI 協会への支援方法を検討してはどうか、とのコメントがあった。 
 
Ⅳ）資格アンケート報告関連 
  配布資料 3-4-1、3-4-2、3-4-3 に基づき、アンケート結果の報告があった。 
 ・学生向けアンケートの結果で、RI 主任者に比べて技術士の認知度が低い理由は、工学系

学生の参加が少ないからではないか。報告書の考察に記載した方がよい。 
 ・学生向けアンケートの結果は、予想どおりの現実を突き付けられた感がある。次のステ

ップへのきっかけになる。 
 ・一般向けアンケートの結果も母集団に依存しており、報告書にて参加した会社・団体を

記載すべき。 
 ・学生にとっては、技術士は実務経験を必要とする 2 次試験があるので、RI 主任者よりも

興味が薄いと思われる。これは両資格の性格・構造の違いである。 
 ・RI 協会の取り組みの紹介としては、概ね以下のとおりである。 
  ①まず、受験者数の減少はない。 
  ②資格取得後の講習に力点を置いているが、取得対策講習会も東京にて年１回実施して

いる。１種は５日間で５万円（会員 4.5 万円）、30 名程度（定員 60 名）の参加で、２種

は４日間で 4.3 万円（会員 3.8 万円）、20 名程度（定員 40 名）の参加である。参加者を増

やしたいと思っている。参加者の大半は中小企業社員である。 
 ・学会の支援については、講師の派遣といったお手伝いではなく、ニーズの掘り起こしや

裾野を広げるような活動に注力すべきである。役割は RI 協会と協力して、許認可業務の範

疇を越えて、資格の用途を企業等へ勧告するなどがあげられる。例えば、福島第一での除

染作業の資格のニーズを掘り起こすとか。 
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 ・福島の作業員は下請け会社員で、専門知識が十分でない。クオリティを高める方策をそ

の会社で担うのはコスト的に無理があるし、現実的には資格を求めると作業が進まないと

思われる。 
 ・大企業の傘下にある会社は技術教育が届く可能性があるので、そうでない小規模の会社

にニーズがあると思われる。利益を追求しない学会であれば支援が可能である。 
 ・以上は本質的な議論であり、次回以降も継続して考えていく。 
 
Ⅴ）第 48 回研究発表会関連 
 ・医学物理士向けに参加証明書を発行する。医学物理士の資格取得要件の中に、研究会・

講習会への参加によるポイント数がある。医学分野への裾野を広げる意味がある。 
 ・講習会開催について、技術士は試験申し込み時期との兼ね合いで実施しないが、RI 主任

者についてはどうか？との意見があった。当学会単独で実施するのは時期早尚なので RI 協
会からの要請に協力する形になる。 

 ・当委員会の活動紹介については、ポスターセッションと口頭発表とする。ポスターは林

委員長と中田委員で作成頂き、レビューにかける。口頭発表は一般向けと学生向けのアン

ケート結果の紹介をする（2/6 までにエントリー）。 
 
Ⅵ）新技術士講習会 
 ・メールにて委員の確認及び執行理事会の承認を取ったので、配布資料 3-6 のとおり、技

術士会及び原子力学会と共催する旨の報告があった。 
 
Ⅶ）委員会報告書 
 ・第２回議事録に記載された項目に従い、５月を目途にまとめる。目的は林委員長が記載

し、資格アンケート結果の両資格の比較については近江委員と栗原委員にて相談して記載

する。各資格のあるべき姿のさわり、考え方については、今後、米国の認証制度等を参考

にする旨の記述とする。 
 
次回委員会 
５月のゴールデンウィーク後の予定 
日時および開催場所については、委員の都合を確認して別途連絡の予定。 
                                     以上 
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付録５ 
日本保健物理学会 第 4回 専門資格委員会議事録 

 

【開催日時】 2015 年 6 月 8 日(月) 10：30～12：30 

【開催場所】 日本原燃株式会社 東京支社 

【出席者】小佐古会長 林委員長 藤原幹事 伊藤委員 近江委員 岡村委員 谷委員  

中田委員 日暮委員 二ツ川監事 山外（文責） （順不同） 

 

【配布資料】 

4-0 第 4 回委員会議事次第 

4-1 第 4 回委員会出欠表 

4-2 第 3 回委員会議事録 

4-3 第 48 回保物学会発表ポスター 

4-4 2014 年度専門資格委員会報告書 

4-5-1 理事会提出資料（専門資格委員会報告）  

4-5-2 （添付 1）平成 26 年度新技術士講習会ご案内 

4-5-3 （添付 2）平成 26 年度新技術士講習会報告 

 

【議事内容】 

Ⅰ）配布資料の確認 

上記配布資料の確認 

 

Ⅱ）第 3回委員会 議事録内容の確認（日暮委員） 

  第 3 回委員会議事録内容を確認し、委員の了承を受けた。 

 

Ⅲ）第 48 回保物学会での活動報告 

・配布資料 4－3 に基づき、日本保健物理学会第 48 回研究発表会用の発表ポスターを確認し、

委員の了承を受けた。研究発表会におけるポスターの説明は、研究発表会に出席する委員

で担当することとなった。 

・ランチョンセミナーにおいて、専門資格委員会活動状況報告の枠が確保でき、その報告は

近江委員から行われることとなった。 

 

Ⅳ）2014 年度専門資格委員会報告書 

・配布資料 4－4に基づき、前年度の報告書の概要の確認が行われた。報告書中、今後の予定

について、山外委員から、日本技術士会原子力・放射線部会（第 45 回技術士の夕べ、平成

27 年 7 月 24 日開催）において、日本保健物理学会提言「福島第一原子力発電所事故に関

する放射線防護上の課題と提言」に係る講演が実施される旨、報告があった。 

・関係団体との連絡協議では、日本アイソトープ協会との連携活動について、放射線取扱主

任者の養成などの講座で協賛という形で関与できる可能性がある。 

 

Ⅴ）第 48 回研究発表会での医学物理士向け参加証明 

・医学物理士向けの参加証明書の発行について、医学物理士が証明書の記載事項として必要

とする項目についての情報収集を伊藤委員が担当することとなった。伊藤委員から、日本

保健物理学会は医学物理士更新単位取得制度のクラス２の学術集会として既に認定されて

いるとの報告があった。 

・医学物理士向けの参加証明書の様式は、第 48 回研究発表会までに委員会で案を作成し、執

行理事会で決定し、印刷準備は事務局で行う。参加証明書の案内や運用方法について、専

門資格委員会がその受け皿として活動することとなる。 

 

Ⅵ）その他、連絡事項 

・林委員長が日本技術士会の監事への就任が決定したことから、6月 12 日（予定）に専門資
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格委員会を退任することとなった。岡村委員を次期委員長として理事会に諮ることとなっ

た。 

・第 48 回研究発表会に参加委員で集まれる場を設け、そこで日本医学物理士会関係者（福士

政広氏）を含めた意見交換を行うこととなった。 

 

 

次回委員会 

・８月３１日 10:30～12:30 の開催を第一候補とする。 

 

                                     以上 
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付録６ 
 

 第４回技術士制度・試験講習会実施報告 
 
今年も技術士資格取得を目指す受験生を対象として「第４回技術士制度・試験講習会」を

開催した。当日は２２名の受講者の参加があり、最後まで熱心に受講して頂いた。開催にあ

たりご協力頂いた皆様に感謝申し上げるとともに、当日の概要を以下の通り報告する。 

 

1. 日時：平成２６年２月１日（土）１３：１０～１７：００ 

2. 場所：東京都市大学 渋谷サテライトクラス 

3. 主催：日本原子力学会、共催：東京都市大学・早稲田大学共同原子力専攻、日本保健物

理学会 

4. 参加受講者：２２名 

 

5. 講習内容（総合司会：佐々木聡氏） 

(1)講習会開催にあたって 

講習会の開催にあたり、「学生への技術

士資格取得に向けたメッセージ」として東

京都市大学大学院工学研究科共同原子力専

攻主任教授 松本哲男先生から、また「技術

士資格取得の勧め、原子力学会における技

術士制度への期待」として日本原子力学会

教育委員会技術者教育小委員会委員長 浜崎

学様からそれぞれご挨拶頂いた。 

 

(2)技術士制度・試験の紹介：和田隆太郎氏 

和田氏から技術士制度と技術士試験につ

いて、平成 25 年度より改正された試験制

度のポイントについて自身の経験を交えて

紹介された。 

 

(3)技術士試験の心構え・体験談 

（3-1）第一次試験向け：西村丹子氏、丸

下元治氏 

西村氏からは、自身の受験動機、1次試

験対策、参考書、参照WEBサイト、合格後

のメリットについて紹介された。 

丸下氏からは、受験科目ごとの経験、原

子力・放射線部門の受験者数などを話された。 

両名とも過去問と日本原子力学会が発行し

ている「原子力が開く世紀」で試験対策を行

うことが重要であると話された。 

 

（3-2）第二次試験向け：天田佳孝氏、乗物

丈巳氏 

天田氏からは、ご自身が受験された2012年

度試験の経験と2013年度の試験傾向と対策に

ついて解説があった。また、自身の受験スケ

ジュールを経験談を交えながら具体的に熱く

講演された。 

乗物氏からは、2次試験の内容と対策を体
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系的に解説され、ご自身の専門である放射線防護の試験傾向も紹介された。 

 

(4)全体質問： 内田剛志氏、天田佳孝氏、乗物丈巳氏、和田隆太郎氏、西村丹子氏、丸下元

治氏 

内田氏から、H25年度試験を中心に最近の出題傾向と対策について解説があった。また、こ

れまでの講義を聞いての質疑応答があり、質疑では、選択科目の選定の仕方、試験問題の傾

向、試験対策でのキーワード分類の仕方、経歴書の書き方、口頭試験への対応、試験テクニ

ック等の質問があった。 

 

(5)閉会挨拶：丸下元治氏 

講師を担当した技術士を代表して挨拶した。 

 

(6)個別質問、相談コーナー 

各講義者に加え、伊藤晴夫氏、佐々木聡氏、

井口幸弘氏、勝田昌冶氏、大門清氏、根岸孝

行氏、市川禎和氏、横堀仁氏、伊藤友加里氏

が担当した。 

受講生と講師が、概要質問、一次試験・若

年層向け、設計・建設、運転・保守、核燃料

サイクル、放射線利用、放射線防護の各ブー

スに分かれ、個別の質疑応答を行った。全体

質問の場では聞きづらい個人的な相談ができるため、終了時間いっぱいまで質疑応答が続い

た。各ブースで出された主な質問は以下の通りである。 

 

※概要質問ブース 

選択科目の選定、職歴の一貫した業務経歴票を書き方、技術経験の積み方 

※一次試験・若年層向けブース 

今回該当者なし 

※原子炉システムの設計及び建設ブース 

技術士の考えるモチベーション維持法、解答用紙への記載方法 

※原子炉システムの運転及び保守ブース 

選択科目の選定 

※核燃料サイクルブース 

今回該当者なし 

※放射線利用ブース 

今回該当者なし 

※放射線防護ブース 

苦手な科目への対応方法、トピクスについてどういったものを参照すべきか、テクニック

について、自己意見の記述、想定問題のイメージ 
 
6.次回実施時のフィードバック事項 

 実施後、以下の要望があった。 

・専門ブースの時間をもっと増やした方が良い。 
・受講者にアンケートをとり、フィードバックしてはどうか。 

・業務経歴書の書き方、口頭試験対応、筆記試験対応といった切り口で講師が説明して

はどうか。 

 
以上 
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付録７ 
 第５回技術士制度・試験講習会実施報告 

 

今年も技術士資格取得を目指す受験生を対象として「第５回技術士制度・試験講習会」を

開催した。当日は１９名の受講者の参加があり、最後まで熱心に受講して頂いた。開催にあ

たりご協力頂いた皆様に感謝申し上げるとともに、当日の概要を以下の通り報告する。 

 

1. 日時：平成２7年２月２１日（土）１３：３０～１７：３０ 

2. 場所：東海大学 高輪キャンパス4号館4102教室 

3. 主催：日本原子力学会、共催：東海大学、日本保健物理学会 

4. 参加受講者：１９名（内、伊藤主任教授の声掛けにより学生 2名参加） 

 

5. 講習内容（総合司会：佐々木聡氏） 

(1)講習会開催にあたって 

講習会の開催にあたり、「学生への技術士資格取得に向けたメッセージ」として東海大学工

学部原子力工学科 伊藤主任教授から大学の原子力教育の状況と技術資格が教育の延長上に位

置する旨、次世代の技術士が育つことを願っ

ている旨のご挨拶を、また「技術士資格取得

の勧め、原子力学会における技術士制度への

期待」として日本原子力学会 教育委員会技術

者教育小委員会 浜崎学委員長から、「技術士

資格取得の勧め、保健物理学会における技術

士制度への期待」として日本保健物理学会 専

門資格委員会技術士ＷＧ 近江正リーダーから

それぞれ技術士試験にチャレンジし技術士に

なることに期待する旨のご挨拶頂いた。 

 

(2)技術士制度・試験の紹介：丸下元治氏 

丸下氏から技術士制度と技術士試験につい

て、平成 25 年度より改正された試験制度のポ

イントと来年度の変更点を紹介された。 

 

(3)技術士試験への心構え・体験談 

（3-1）試験受験申込書、業務経歴書[証明書]

への心構え・体験談：井上明氏 

井上氏からは、試験受験申込書、業務経歴

書[証明書]には、技術士としてふさわしい項

目を記載することや公印を取得する場合時間

の余裕を持って取得する等自身の経験等を紹

介された。 

（3-2）択一試験への心構え・体験談：河野繁宏氏 

河野氏からは、1次試験、2次試験の合格率の推移や年齢別合格率の分析結果に基づき、1次

試験、2次試験の択一試験の心構えを紹介された。 

（3-3）記述試験への心構え・体験談：神谷栄世氏 

神谷氏からは、ご自身が受験された経験から自身の具体的な勉強方法（情報収集、方向付

け、実施）について紹介された。 

（3-4）口頭試験への心構え・体験談：萩原利宣氏 

萩原氏からは、ご自身が受験された口頭試験の具体的対策（試験復元、想定Q&A）や実際の

試問（あなただったらどうしますか等）について紹介された。 

 

(4)全体質問： 内田剛志氏、井上明氏、河野繁宏氏、神谷栄世氏、萩原利宣氏、丸下元治氏 
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内田氏から、昨年の試験を中心に最近の出

題傾向と対策について解説があった。また、

これまでの講義を聞いての質疑応答があり、

質疑では、名称独占について、予想問題、資

格取得のメリット、良いテキスト、業務の詳

細の書き方等の質問があった。主なものを以

下に示す。 

Ｑ 資格取得によるメリットはあるか？ 

Ａ1 パブコメや雑誌投稿等、意見発信の際に職業を敢えて「技術士」と表記することで、採

用する側の見る目が変わるようである。 

A2 転職・再就職の際の評価の指標となると考える、または実際なった。 

Ｑ ２次試験の択一試験の参考になる問題はあるか？ 

Ａ 原子力学会のＨＰに模擬試験が公開されているので活用してほしい。 

Ｑ 2 次試験の回答内容について、業務経験を説明する際の情報の取り扱いはどうなってい

るのか？ 

Ａ 試験官には守秘義務が課せられており、試験を通じて得た情報を他用してはならないこ

とになっている。したがって会社の業務に基づいて回答しても構わない。 

Ｑ 試験勉強に参考になる書籍は？ 

Ａ 本日の神谷技術士のプレゼン中の紹介文献の他では、石川迪夫氏の『考証・福島原子力

事故-炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』が参考になる。 

 

(5)閉会挨拶：丸下元治氏 

講師を担当した技術士を代表して挨拶した。 

 

(6)個別質問、相談コーナー 

各講義者に加え、乗物丈巳氏、亀山雅司氏、勝田昌冶氏、大門清氏、根岸孝行氏、佐々木

聡氏、川上尚志氏、伊藤友加里氏が担当した。 

受講生と講師が、概要質問、一次試験・若年層向け、設計・建設、運転・保守、核燃料サ

イクル、放射線利用、放射線防護の各ブースに分かれ、個別の質疑応答を行った。全体質問

の場では聞きづらい個人的な相談ができるため、終了時間いっぱいまで質疑応答が続いた。

各ブースで出された主な質問は以下の通りである。 

※概要質問ブース 

1次試験を他部門で受験しても2次で原子力・放射線で受験可能か、選択科目の選定、受験

申込での経験記述、論文の訓練や記述の仕方、経歴書の記載方法 

※一次試験・若年層向けブース 

過去問の情報源、2次試験勉強法、技術士補の

登録のメリット 

※原子炉システムの設計及び建設ブース 

専門用語の記載の仕方、回答の仕方、勉強方法 

※原子炉システムの運転及び保守ブース 

選択科目の選定、択一問題用産参考書 

※核燃料サイクルブース 

勉強方法 

※放射線利用ブース 

今回該当者なし 

※放射線防護ブース 

選択科目の選定、資格取得の意義、長時間の勉強は必要か 

 

6.次回実施時のフィードバック事項 

 実施後、以下の要望があった。 

・試験制度が変更となっているため、講師は、新しい経験を持った経験者で選定した方
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が良い。                                以上 
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付録８ 
平成 26 年度合格新技術士講習会 実施報告 

 
１．日時：平成 27 年 4 月 17 日（金）13：00～17：00 
２．場所：日本技術士会 葺手第二ビル５階会議室 C,D 会議室 
３．主催：公益社団法人 日本技術士会 原子力・放射線部会 

共催：一般社団法人 日本原子力学会 教育委員会技術者教育小委員会 
一般社団法人 日本保健物理学会 専門資格委員会 

４ 出席者 
  【来賓】日本技術士会 高木専務理事、九州大学 工藤教授、筑波大学 成合名誉教授、

JAEA 柴田客員研究員 
  【合格者】佐々木隆博（2 次）、井上賢紀（1 次）、大平智章（2 次）、八幡秀胤（2

次）、正岡秀章（2 次）、天田佳孝（総監） 
  【技術士】桑江、浜崎、佐々木、中野、雨谷、伊藤（元）、青木、和田、川辺、中田、

亀山、伊藤（晴） 
５．配布資料 
   ①技術士登録（CPD 登録、APEC および IPEA エンジニア登録含む）について 
   ②日本技術士会の活動 
   ③平成２６年度技術士二次試験について（一次合格者向け） 
   ④原子力・放射線部会の活動 
 
６．内容 
 １）開会挨拶（桑江部会長） 
 
 ２）来賓からの合格者への祝辞 
  【高木専務理事】 

     福島の現況はまだまだ厳しい状況であるが、人材育成面では地についた話し合いが

できるようになってきた感がある。3、4 年前から技術士会と最高裁事務当局との間で

協議を行っていたが、昨年 12 月に終了し、民事局と行政局の統括官が連名で高裁、地

裁の長官に対し、技術的な専門訴訟については技術士を活用せよと言う通達が出され

たと聞いている。名称独占から業務独占の仕事ができるかも知れない。技術士会とし

ても皆さんの能力が発揮できる場を作るために努力したい。皆さんも今日がスタート

と考え頑張って欲しい。 
  【工藤先生】 

     10 年前にこの制度の発足に携わり、当時は 10 年後には 1000 人の資格者が生まれる

ことを期待していたが、現状はまだそこまで到達していない。3 月の原子力学会春の

年会では、まずは福島復興、そして再稼働及び国際的協力が重要で、これらを成し遂

げるためには専門技術の裏付けのある専門技術者の養成、協力が必須で有る旨の話が

あった。また原産協会の人材育成ネットワークでも人的面を含めたロードマップ（10
年）を策定し動き出しているし、昨年から原産セミナー参加者も増えてきた。今後技

術士の重要性は高まると思うので皆さんの活躍を期待したい。 
  【成合先生】 

     原子力学会の副会長時代に、技術士制度の設立に関わってきた。80 年代の大きな原子

力事故で技術者倫理が問われるようになり、90 年代に原子力技術士の必要性について

原子力学会から要望書を出した。専門技術能力の資格を持った人が必要な世の中にな

ってきているので、皆さんの責任も重くなるが、努力をお願いしたい。 
  【柴田先生】 

     先ほどの裁判の話では技術士の責任も重たくなるが、一般の人から信頼されるには、

専門技術のみならず他の人以上の教養を求められるため、これを高める努力も必要で

ある（教養を身につけるための先生のいくつかの経験談が披露された）。長く努力を

続ければいつかそれが身につくので、色々な努力をして幅を広げ、一般の人から技術
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士はすごいと言われる存在になって欲しい。 
３）新技術士のための講習 
 ①技術士登録（CPD 登録、APEC および IPEA エンジニア登録含むについて（伊藤元） 
 ②日本技術士会の活動（青木） 
   日本技術士会の特徴、仕組み、登録人数等について説明。 
 ③平成 26 年度技術士二次試験について（中田） 
 ④原子力・放射線部会の活動（亀山） 
 
４）技術士合格者の自己紹介 

司会者の質問に答える形で、新技術士の方々の自己紹介がなされ、先輩技術士との活発

な意見交換がなされた。 
 

５）写真撮影（平成 26 年度合格新技術士講習会記念写真） 

 
 
６）閉会挨拶（原子力学会 教育委員会 技術者教育小委員会委員長 浜崎氏） 

以上   
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付録９ 
 
 
 日本保健物理学会 専門資格委員会 

(2014 年度） 

林 克己 委員長

日立 
小佐古 敏荘 会長 

東大 
藤原 宏伸 幹事

東芝 
近江 正 WG リーダ

原電 
日暮 浩一 

MFBR 

藤淵 俊王 
九大 

阿部 歩 
原電 

谷 幸太郎 
放医研 

山外 功太郎

原子力機構 
岡村 泰治

日本原燃 
二ツ川 章二 

オブザーバー 

栗原 治 

WG リーダ 

放医研 

伊藤 照生 
東邦大 

川辺 睦

岡山大 

中田よしみ 

日立プラン

ト 

専門資格委員会の設置目的 活動 2：資格説明会 

活動項目 

会員への活動報告 

活動４：その他の活動 

活動 3：合格者への講習会

本会会員には、技術士、放射線取扱主任

者、医学物理士など専門資格有資格者が多

く在籍している。学会の活動とこれらの会

員の活動とを結びつけ、資格の現状分析、

講習会等の共同の活動の企画、各種情報交

換、さらに政府や関連業界への提言などを

視野にいれ、会員および有資格者を広げる

活動を行っている。 

活動１：専門資格アンケート 

法人向け（14 機関）と学部生・大学院生向

け（17 名）それぞれにアンケートを行い、

法人向けでは資格の認知度、取得推奨、資

格者数の把握、待遇、活用、組織内資格者

コミュニケーションなど、また学部生・大

学院生向けには資格の認知度、資格取得希

望度、学内での資格紹介の有無、講習会の

希望などについて回答を得た。この結果の

分析も含めて、委員会報告書として、専門

資格の現状、今後の検討項目と提言を纏め

た。 

2015 年 2 月 21 日に技術士資格を取得した

い方に向けた「第 5 回技術士制度・試験講

習会」を日本原子力学会・東海大学と当会

で共催した。19 名の受講生が参加し、全体

講習後に講師を含む 16 名の技術士による個

別受験相談会も開いた。 

2015 年 4 月 17 日に技術士試験に合格され

た方に向けた「平成 26 年度新技術士講習

会」を日本技術士会、日本原子力学会と当

会で共催した。7 名の受講生が参加し、講

習後に講師を含む 18 名で合格祝賀会も開い

た。 

当面の活動項目 
① 専門資格の受験情報の発信 
② 講習会（資格説明、合格者講習） 
③ キャリアパス（キャリアモデル）の提

示 
④ 資格の現状と取得上の問題点の分析 

今後、技術士以外の資格についても説明会

等を企画する予定。また、IRPA の

Certification of Radiation Safety Specialists の
議論にも参加していく。 

会員メーリングリスト、ニュースレター、

研究発表会、会誌などを通じて、受験情

報、講習会情報、活動報告を行う。 


