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中期目標、中期計画の変更（案） 

中期目標 中期計画 理由 

Ⅲ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   

Ａ．検査等に関する業務 Ａ．検査等に関する業務  

Ａ２．法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業） Ａ２．法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業）  

（１）原子炉等規制法及び電気事業法に基づく検査等業務 

 検査又はこれに類する業務の実施に当たっては、標準処理期間を定め、的確に

これを行い、その結果を速やかに経済産業大臣に報告する。 

① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、原子炉等規

制法という。）第１６条の３第１項、第２８条第１項、第４３条の９第１項、

第４６条第１項及び第５１条の８第１項に規定する使用前検査に関する事務

の一部 

② 原子炉等規制法第１６条の５第１項、第２９条第１項、第４３条の１１第１

項、第４６条の２の２第１項、第５１条の１０第１項に規定する施設定期検

査に関する事務の一部 

③ 原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する確認に関する事務の一部 

④ 原子炉等規制法第６１条の２第１項に規定する確認に関する事務の一部 

⑤ 電気事業法第４９条第１項に規定する使用前検査に関する事務の一部 

⑥ 電気事業法第５１条第１項及び第３項に規定する燃料体検査に関する事務の

一部 

⑦ 電気事業法第５４条第１項に規定する定期検査に関する事務の一部 

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、原子炉等規制法及び電気事業法に規定される以下の検査等について、

経済産業大臣の指示が有った日以降、当該検査等を行う検査員の指定、検査要領

書の策定等を機構において定める標準処理期間内に適切に処理し、事業者の検査

工程に合わせ厳格に実施することとする。また、その結果は検査等の終了後速や

かに経済産業大臣に報告する。 

① 原子炉等規制法第１６条の３第１項、第２８条第１項、第４３条の９第１項、

第４６条第１項及び第５１条の８第１項に規定する使用前検査に関する事務

の一部 

② 原子炉等規制法第１６条の５第１項、第２９条第１項、第４３条の１１第１

項、第４６条の２の２第１項、第５１条の１０第１項に規定する施設定期検

査に関する事務の一部 

③ 原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する確認に関する事務の一部 

④ 原子炉等規制法第６１条の２第１項に規定する確認に関する事務の一部 

⑤ 電気事業法第４９条第１項に規定する使用前検査に関する事務の一部 

⑥ 電気事業法第５１条第１項及び第３項に規定する燃料体検査に関する事務の

一部 

⑦ 電気事業法第５４条第１項に規定する定期検査に関する事務の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉等規制法」が改正されクリアラン

ス確認制度が導入され、この業務の一部を

ＪＮＥＳが実施することと法定委任され

たため。 

Ａ３．機構が行う検査等業務（一般勘定業務） Ａ３．機構が行う検査等業務（一般勘定業務）  

 原子炉等規制法又は電気事業法に基づく検査又はこれに類する業務の実施に当た

っては、標準処理期間を定め、これを的確に行い、その結果を速やかに経済産業大臣

に報告する。 

 

① 原子炉等規制法第６１条の２４第１項に規定する溶接検査 

② 原子炉等規制法第６１条の２５第１項に規定する廃棄確認 

③ 原子炉等規制法第６１条の２６第１項に規定する運搬物確認 

④ 電気事業法第５２条第３項に規定する溶接安全管理審査 

⑤ 電気事業法第５５条第４項に規定する定期安全管理審査 

 

原子炉等規制法又は電気事業法の規定に基づき機構が行う以下の検査等につい

て、事業者より申請のあった日以降、当該検査等を行う検査員の指定、検査要領書

の策定等を機構において定める標準処理期間内に適切に処理し、事業者の検査工程

に合わせ厳格に実施することとする。 

① 原子炉等規制法第６１条の２４第１項に規定する溶接検査 

② 原子炉等規制法第６１条の２５第１項に規定する廃棄確認 

③ 原子炉等規制法第６１条の２６第１項に規定する運搬物確認 

④ 電気事業法第５２条第３項に規定する溶接安全管理審査 

⑤ 電気事業法第５５条第４項に規定する定期安全管理審査 

 

 

原案間違いのため修正するもの。 

 

Ｃ．原子力防災支援業務 

 万一原子炉施設等で原子力災害等が発生した場合には、住民や環境への影響を

最小限に抑えるために、国、自治体、原子力事業者が一体となって迅速かつ適切

に対処することが必要である。このため、日頃から、緊急時に関係者が行う措置

の手順を実地に確認するための訓練を行うほか、緊急時に必要となる施設、設備

Ｃ．原子力防災支援業務 

 

 

 

「国民保護法」に基づく指定公共機関と

しての指定がなされたことから、「武力

攻撃事態」による武力攻撃原子力災害も

対象となったため、表現を修正したも

資料２－４
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中期目標 中期計画 理由 

を整備し、適切に維持管理しておくことが重要である。 

機構は、原子力防災対策に関し、防災訓練の計画立案、関係機関の調整等の事

務を原子力安全・保安院と協力して実施する。また、新たな原子炉施設等立地地

域における緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）の整備を行うほか、

オフサイトセンターや緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）が適切に利用できる

ようにその維持・管理を行うとともに、万一の事態に備えた対応体制を整備する。

さらに、原子力防災に関する調査研究及び関係者の研修を実施する。 

また、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）及び武力攻撃原子力災

害が発生した場合には関係法令等の定めるところにより、必要な業務を行う。 

 

の。 

これまでは、原因でとらえていたが、異

なる原因となったことから、現象面でと

らえ、原災法における「原子力災害」と

国民保護法における「武力攻撃原子力災

害」を合わせ「原子力災害等」としたも

の。 

原災法における原子力災害が発生した

場合への対応規定がこれまで抜けてい

たため、「原災法」及び「国民保護法」

に基づく災害対応規定を明記したもの。

Ｃ１．原子力防災支援業務（電源立地勘定業務） Ｃ１．原子力防災支援業務（電源立地勘定業務）  

（１）原子力防災訓練の支援等 

原子力災害対策特別措置法に基づき､毎年度実施される原子力総合防災訓練に

参画し、当該訓練に関する中期計画及び年度計画の計画立案並びに総合的な調整

に係る業務を行う｡また地方公共団体や原子力事業者等が実施する原子力防災訓

練に対する協力、支援を行う。 

さらに、国民保護法に基づく武力攻撃事態等における国民保護のための措置に

ついて対応体制を検討するとともに、国及び地方公共団体と協力し、訓練を実施

するよう努める。 

（１）原子力防災訓練の支援業務 

① 国が毎年度実施する原子力総合防災訓練に関し、国の訓練計画策定にあたっ

ての基礎資料を整備するとともに、訓練進行計画や訓練シナリオ等を作成する。

また実際の訓練に参画し、訓練結果をとりまとめるとともに、参加者を対象に

アンケート調査等を行い、今後の訓練に反映するための事項を整理する。 

② 地方公共団体及び原子力事業者等が定期的に実施する防災訓練の際に、訓練

進行状況に応じた事故状況、予測等の情報提供や防災訓練支援を行う。 

③ 指定公共機関としての業務計画を策定するとともに、国民保護法に基づき国

及び地方公共団体と協力し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

について訓練を実施する。 

 

 
 
 
地方自治法で定める正式用語に統一した。

 

「国民保護法」に基づく指定公共機関の

指定に伴い、国民保護のための措置につ

いての対応体制の検討（業務計画の策

定）や基本方針に基づき国及び地方公共

団体と協力して訓練を実施することが

求められたことから追加したもの。 

（２）緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）設備の整備及び維持管理 

全国の原子炉施設等の立地地域に設置されたオフサイトセンターの各設備につ

いて、緊急事態発生時に円滑に使用することができるように、維持管理を行うと

ともに、原子炉施設等の新規立地地域に必要となるオフサイトセンターの設備の

整備を行う｡ 

 

（２）緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）設備の維持管理及び改善 

オフサイトセンター、経済産業省庁舎及び地方自治体庁舎等に設置した原子力

防災設備を緊急事態発生時等に迅速かつ的確に使用できるよう、防災訓練等にお

ける運用経験を反映した設備の改善を行うとともに、その維持管理を行う。また、

設備の中長期更新計画を立案する。 

（略） 

 

 

表現を適正化するもの。 

左記の他、内閣府の原子力安全委員会、

ＪＮＥＳ自体に設置されているため。 
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中期目標 中期計画 理由 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及び支援 

原子力施設等に係る核物質防護対策に資するため、海外の動向等も踏まえ、妨

害破壊行為等による施設への影響の技術的評価等を行うとともに、平成１７年度

から原子炉等規制法に基づき国が実施する核物質防護検査等に係る必要な情報提

供等を行い、国が行う核物質防護対策への支援を行う。 

 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及び支援 

原子炉施設等に対する核物質防護対策について、海外の規制動向、特に米国で

発生した同時多発テロ（2001 年９月１１日）以降の防護対策強化の状況を把握す

るとともに、防護すべき重要設備・機器の選定、妨害破壊行為等による重大事態

を想定した影響評価・影響緩和策等に関する調査研究を行い、我が国において関

連の基準・指針等を策定するための情報提供を国に対して行う。また、原子炉等

規制法に基づき国が実施する核物質防護の審査・検査に係る防護措置の妥当性評

価（ハード面・ソフト面）に関する情報等の提供を行い、国が行う核物質防護対

策への支援を行う。 

 

 

表現の適正化のため 

規制のみならず、民間を含めた対応状況

を調査することが必要であるが、現状で

は明確となっていないため。 

 

平成１７年度拡充：原子力発電施設等核

物質防護対策 

「原子炉等規制法」が改正され、国が核

物質防護規定の検査を行うこととなっ

たことから、このための審査・検査マニ

ュアルの整備、審査・検査基準の策定等

を支援するため、必要な情報の提供等を

行うべく追加するもの 

（６）武力攻撃原子力災害に関する調査 

   国が実施する武力攻撃原子力災害時における国民の保護のための措置に資する

ため、海外の動向等も踏まえ、武力攻撃事態等による施設への影響の技術的評価

等の支援を行う。 

（６）武力攻撃原子力災害に関する調査 

 国が実施する武力攻撃原子力災害時における国民の保護のための措置に資する

ため、海外の動向や核物質防護対策で想定する脅威を超える武力攻撃事態等によ

る原子炉施設等への影響評価等に関する調査研究及び技術的評価等の支援を行

う。 

 

「国民保護法」の施行に伴い、国が実施

する国民の保護のための措置の検討の

支援のため、海外の動向や武力攻撃事態

等による施設への影響検討、技術的評価

関連調査研究等を行うため追加したも

の。 

Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 
 

Ｄ１．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務） Ｄ１．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務）  

Ｄ１Ｂ． 原子炉施設等の安全性確認に関する調査、試験及び研究 Ｄ１Ｂ． 原子炉施設等の安全性確認に関する試験等  

（１）原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

原子炉施設等の機器、配管等の経年変化についての評価技術の検討を行うため、

機器等の耐久性、き裂進展特性､欠陥検出・測定性等に関する試験、解析等を行う。

また、原子炉施設等の構造健全性に関する評価手法の妥当性を確認する。 

 

（１）原子力施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

①  原子力発電施設検査技術実証 

（略） 

②  原子力用機械材料の非破壊検査技術実証事業 

 低炭素ステンレス鋼等溶接継ぎ手部の応力腐食割れ（SCC）による溶接金属部

内欠陥や微小の欠陥について、その検出・サイジングに関する改良型超音波探傷

（UT）、電磁気探傷（ECT）技術の実証を行うとともに、同検出技術による欠陥の

検出、寸法測定試験要領（案）を策定する。 

（③以下略） 

 

 

 

 

本件は、利用勘定事業の D2B(1)炉内構造

物特殊材料溶接検査技術調査を立地勘

定へ移管し、シュラウド等の非破壊検査

技術実証事業と、１７年度予算（内容拡

充）化の容器貫通部狭隘部の非破壊検査

技術を併せ、中期計画上、原子力機器材

料の非破壊検査技術実証事業と一本化

したもの 

 

Ｄ２．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務） Ｄ２．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務）  

Ｄ２Ａ．原子炉施設等の基準・指針等の整備のための調査、試験及び研究 Ｄ２Ａ．原子炉施設等の基準・指針等の整備のための調査、試験及び研究  
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中期目標 中期計画 理由 

（３）使用済燃料中間貯蔵施設の安全性、信頼性に関する調査及び試験 

使用済燃料中間貯蔵施設に供される乾式キャスク等について、貯蔵中及び貯蔵後

輸送の健全性、安全性に係る審査基準等の整備のために必要なデータ等を収集する

ため、密閉性等に関する調査、試験、解析・評価を行うとともに、基準、指針等の

整備業務に係る支援を行う。 

 

（３）使用済燃料中間貯蔵施設の安全性、信頼性に関する調査及び試験 

（略） 

 

 

記載の適正化 

体系的には原子力安全委員会が定める

審査指針、規制行政庁が定める審査基

準、民間が定める規格となる。本事業の

成果は全てに活用出来ると考えるが、一

義的には審査基準への反映を目的とし

ていることからその旨変更するもの。 

 

（４）廃止措置の安全性に関する調査 

廃止措置を安全に実施するために、解体工事による周辺環境への影響についての

調査を実施するとともに、廃止措置に伴い発生する諸課題及びその対策等について

検討を行い、廃止措置に係る安全性の評価手法を構築する。 

 

（４）廃止措置の安全性に関する調査 

  ①  解体工事による周辺環境への影響に係る調査 

   （略） 
 ②  廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検討 

廃止措置に伴って大量に発生する解体廃棄物の分別・管理を行う際に確保すべ

き安全事項の審査に資するため、解体廃棄物に関する海外の最新状況及び国内の

取組状況を調査し、測定単位、測定時期等の測定方法及び管理する単位や定期的

測定の有無等の分別・管理の確保すべき安全事項について調査・検討を行う。 

また、改正原子炉等規制法の施行に必要な技術基準、審査基準等の整備のため

に必要となる国内外のリスクレベルに応じた運用実績等について調査、検討を行

い、その成果を原子力安全・保安院へ提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉等規制法の改正により、原子炉等

を廃止しようとする事業者に対して、廃

止措置の計画の認可を受けることを義

務付けるとともに、終了時に主務大臣の

確認を受けることが義務づけられたこ

とから、これらの、施行に向けて。早急

に廃止措置規制の整備を行うことが必

要であり、そのための対応として技術基

準整備のための調査、検討を行うもので

ある。（現在進められている日本原子力

発電㈱東海発電所の廃止措置工事が平

成１８年度以降本格化する予定。） 

（５）クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 

クリアランス制度の信頼性、効率性の一層の向上を図るため、クリアランスレベ

ルの測定が正確にできていることを確認するための手法等に関する調査を実施する

とともに、クリアランスレベル以下であることが確認された物に疑義が生じた場合

などにおける対応策等について検討を行う。 

 

（５）クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 

クリアランスレベルの測定が正確にできていることを確認するため、事業者にお

けるクリアランス確認手法等を検証するとともに、汚染や放射化等によりクリアラ

ンス確認対象資材中に含まれる放射性物質の核種、濃度等を抜取等により正確に測

定評価する手法を調査する。また、クリアランスレベル以下であることを確認され

た物に不法に放射性物質が混入する等による疑義が生じた場合などの事業者及び規

制側における対応のため、環境放射線の測定法や必要な管理措置等について調査、

検討を行う。今後クリアランス制度の対象となることが見込まれる核燃料サイクル

施設から発生するクリアランス確認対象資材に対する確認手法等について調査、検

討を行う。 

 

 

原子炉等規制法の改正によりクリアラ

ンス確認制度が導入され、解体廃棄物等

のうち極めて放射性濃度が低いものに

ついては、一般産業廃棄物として廃棄又

はリサイクルされることとなった。 

すでに、日本原子力発電㈱東海発電所の

廃止措置工事により、クリアランスレベ

ル以下となる物が大量に発生しつつあ

る状況にあり、法施行以降直ちにクリア

ランス制度の運用が開始される予定で

あることから、制度運用のための具体的

な対策の整備のためＪＮＥＳにおいて

検討をさせるべく追加したもの。 

１７年度新規予算事業：クリアランス制

度の整備に係る調査 

（６）放射性廃棄物の処分に関する調査 

（以下略） 

 

（６）放射性廃棄物の処分に関する調査 

（以下略） 

新規項目挿入に伴う番号繰り下げ 



 

5/5 

中期目標 中期計画 理由 

（７）放射性物質の輸送に関する調査 

ＩＡＥＡの放射性物質の国際輸送規則に係る調査、改訂作業への対応を行うとと

もに、改訂された国際輸送規則を我が国規制基準へ取り入れるための課題の抽出及

び対処方針について検討を行う。併せて、国内輸送規則改定のための作業支援を行

う。 

 

（７）放射性物質の輸送に関する調査 

機構は、ＩＡＥＡで２年毎に改訂が検討されている放射性物質の国際輸送規則

に係る調査及び改訂作業への対応を行うとともに、改訂された国際輸送規則を我

が国の規制基準へ取り入れるための課題の抽出及び対処方針について検討を行

う。併せて、改訂に伴って検討される国内輸送規則改定のための支援及び国内外

の放射性物質輸送に係る規制制度等の調査を行う。 

また、ＩＡＥＡが実施を予定している我が国の輸送安全評価（TranSAS）への

対応を支援する。 

挿入に伴う番号繰り下げ 

改訂については後段にあるように２年

毎に行われていることから、表現を適正

化するもの。 

支援のための関連調査等の実施を明確

化するため、表現を適正化するもの。 

IAEA が 2005 年に我が国に対して実施す

る放射性物質の輸送に関する安全規制

評価に関し、その運営及び評価活動への

対応等に係る原子力安全・保安院の支援

を行うため、追加するもの。 

 

 Ⅷ．その他経済産業省令で定められた記載事項 

１．人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む）。 

(1)方針 

中期目標に基づく新規業務及び業務量の増加に対しては、既存業務の合理化を

図ることにより可能なかぎり配置転換による人員を充てるとともに、外部人材の

積極的活用により、総事業費に対して常勤職員の人件費が占める割合の抑制に努

める。 

 

(2)人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期初の計画数を上回らないものとする。 

  内、予算措置手当職員数 ３６４人 （役員数６人）   

 

（参考１） 

 Ⅰ(4)の一般管理費及び事業費削減目標に応じ、人件費に係る削減額相当につ

いて、職員数の削減により吸収した場合の期末職員数見通しは、以下の通り。 

１）期初の計画職員数     ４６０人 

２）期末の常勤職員数の見込み ４５６人 

・一般勘定により手当される職員については、検査需要に応じて必要人員の増

減が有り得る。 

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

   中期目標期間中の人件費総額見込み ２１，６２３百万円 

  （Ⅲ．１の見積もりに、手数料事業に係る人件費を加えたもの。） 

    内、予算措置手当職員分 １７，２７３百万円 

 但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、

法定厚生費、退職引当金、休職者給与等に相当する範囲の費用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉等規制法の改正に伴い、導入され

るクリアランス確認業務（６人）、核物

質防護体制の強化のため評価業務（５

人）への対応のため、平成１７年度予算

要求において認められた、計１１人の増

員に伴う修正。 

１７年度予算実績まで反映したことに

よるもの 

 


