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マネジメントのモニタリングに関する調査票 

 

法人名：原子力安全基盤機構 

 

項目 法人の見解 

（１）戦略の策定と展開 

(i)各事務・事業ごとの国との

役割分担はどのようになって

いるか。法人の裁量により決定

されるべき事項は何か。 

【ＪＮＥＳは中期目標に６分野の業務が指示されており、それぞれの業務の国との役割分担及

び法人の裁量により決定されるべき事項については、概要、以下のとおり。】 

①原子炉施設等の検査等 

    ＜役割分担＞ 

   検査等業務に係る国とＪＮＥＳの役割分担については、原子炉等規制法及び電気事業法に

おいて、ＪＮＥＳの実施する範囲が規定されている。 

    ＜裁量＞ 

  検査等の実施に係る部分がＪＮＥＳにおける裁量、検査の枠組みや合格基準等については

国が規定。 

 

②原子炉施設等の安全性解析及び評価 

    ＜役割分担＞ 

   原子炉施設等の設置、建設工事等に係る原子炉等規制法及び電気事業法による許認可処分

等のため、行政庁が行う安全審査等に係る安全性解析及び評価をＪＮＥＳが実施。併せて、

当該解析評価のための、ツールである計算解析コードの開発等を実施。 

    ＜裁量＞ 

  解析評価については申請書記載の事業者評価の検証という性格から、技術的な条件等の設

定等に係るもの。 

  計算解析コードの開発等については、その対象施設や対象事象に応じた開発仕様の設定等。 

資料３ 
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③原子力災害の予防等 

    ＜役割分担＞ 

   原子力防災業務については、災害対策基本法に基づき国が定める防災基本計画において、

ＪＮＥＳは、緊急事態応急対策拠点施設及び緊急時対策支援システム（ERSS）の整備、維持・

管理。また、原子力災害対策特別措置法に基づき国、地方自治体、事業者等が実施する防災

訓練に対する支援及びこれらの防災実施主体に対する防災研修等を実施。 

    ＜裁量＞ 

  緊急事態応急対策拠点施設については維持計画等の策定。 

  防災訓練については国、地方自治体、事業主等の定める防災訓練計画の策定に当たっての

情報提供、資料整備。 

  防災研修等については主体的に計画を立案、実施。 

 

④原子力の安全確保のための調査、試験、研究及び研修 

    ＜役割分担＞ 

   原子力安全規制の実施に当たっては、最新の知見を反映するとともに、規制実態の安全動

向に適切に対処していくために、国においては、規制制度の見直し、安全基準の合理性の確

保、事業者における新技術採用への対応等を行っているところである。 ＪＮＥＳにおいて

は、これらの検討、整備に必要なデータ、情報を適切に提供するため、その収集又は必要な

試験研究等を実施。 

    ＜裁量＞ 

  事業実施に当たって原子力安全・保安院と連携をとりつつ、規制行政上のニーズに対応し

た適切な情報の収集、試験研究計画の策定等について、主体的に実施。 
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⑤原子力の安全確保のための情報の収集、整理及び提供 

    ＜役割分担＞ 

   安全規制行政において利用する総合的なデータベース作成のため、各種情報の収集、整備

及び分析、評価を実施。また、国民、地方自治体等へ原子力安全情報を提供。 

    ＜裁量＞ 

  事業実施に当たって原子力安全・保安院と連携をとりつつ、実施計画等の策定については

主体的に実施。 

 

⑥安全規制に係る国際協力 

    ＜役割分担＞ 

   国が締結する二国間、多国間国際協力の遂行に当たって、必要な情報の提供、収集を実施。

各種専門家会合への対応、国際研修、セミナーの実施。 

    ＜裁量＞ 

  事業実施に当たって原子力安全・保安院と連携をとりつつ、実施計画等の策定については

主体的に実施。 

 

(ii)各事務・事業ごとに参照す

べき政府全体の決定事項は何

か。これを年度計画策定の際に

どのように反映しているか。 

 原子力安全規制行政の技術的基盤を担う機関であることから、中期目標においてその指示が明

確になっており、直接的に従うべき政府決定（独立行政法人制度に係るもの、作用法の改正事由

による事項等）を除き、その事業実施に当たり参照すべき政府決定は現時点では無い。 

 

(iii)戦略を策定するプロセス

において、国との役割分担や経

済産業政策全体との整合性を

どのように図っているか。 

原子力安全規制行政については、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会において、

今後の安全確保上の課題、これに対応する規制制度のあり方や、規制技術、規制基準等について

の検討がなされている。 

原子力安全・保安院においては、これを踏まえた制度改正を適宜行っているところであるが、
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規制行政の実施に当たって、ＪＮＥＳは原子力安全・保安院と連携を図りつつ、一体として行わ

れることが不可欠である。このため、これらの制度改正等においてはＪＮＥＳが実施すべき業務

について、その役割を明確にしているところであり、ＪＮＥＳはこれを踏まえその業務を立案、

実施している。 
 

(iv)戦略課題の抽出に際して、

どのような情報を用いている

か。（諸外国の類似機関などと

の比較、ベンチマーキングの活

用を含む） 

個々の事業における今後の課題の検討や実施計画の策定等に当たっては、原子力安全委員会に

おける検討結果、米国原子力安全規制委員会（ＮＲＣ）における規制動向、安全情報、国際原子

力機関（ＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）における安全指針、安全情報等を調査し、我が国の安全

実態を踏まえ、その反映が必要なものについて抽出している。 

 

（２）政策目標達成のプロセス 

(i)主要な事務・事業のプロセ

スを構成する主な活動を確実

かつ効率的に実施するために

どのような方法を用いている

か。 

中期計画、年度計画の策定に当たっては、個々の業務の実施計画を定めこれを踏まえたものと

している。この計画策定のためには、原子力安全・保安院のニーズ適合を踏まえるプロセスとし

て様々なレベルにおける定期的な会合により意見交換等を行い連携を図るとともに、ＪＮＥＳ内

においては、事業進捗管理プロセスとして定期的に幹部等によるチェックを行い確実な業務実施

を図っている。 

また、各部の横断的な連携を図り、個々の業務の実施内容についてその相互調整を行うことに

より効率的な事業実施を図るとともに、試験研究業務及び解析評価業務については、その事業内

容の策定等に当たり、第三者評価委員会におけるチェックを受けることにより専門性の観点から

有効性を高めることとしている。 
具体的には、調査、試験及び研究並びに解析評価に係る業務について、テーマ選定、事業計画

策定、進捗管理、成果及び成果の活用の客観的評価のために、外部の有識者、専門家 11 名からな

る第三者評価委員会（名称：試験研究等外部評価委員会）を設置し、ＪＮＥＳの実施した調査、

試験及び研究並びに解析評価、54 事業についての評価を行った。 
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なお、原子力安全・保安院とＪＮＥＳとの間では、幹部クラスの連絡会を 8 回、業務実施に係

る実務者レベルでも以下に示すような定期的な連絡会を開き、原子力安全・保安院のニーズの把

握に努めている。この他必要に応じて原子力・保安院と打合せを随時行い、詳細についての確認

を行っている。また、企画管理部門においては、年度末に平成 16 年度の実績、17 年度の業務計画、

18 年度の新規事業等について、原子力安全・保安院の担当部署と意見交換を行っている。 

   

検査関連連絡会 9 回開催 

解析関連連絡会 12 回開催

防災関連連絡会 9 回開催 

規格基準関連連絡会 226 回開催

安全情報関連連絡会 34 回開催 
(ii)事務・事業プロセスの進捗

を管理するためにどのような

方法を用いているか。 

平成 16 年度の取組としては、幹部により定期的に各部門の進捗状況を確認するとともに、各事

業についても役員がその重要度に応じ、適宜又は定期的にヒアリングを実施し、業務の進捗を管

理している。 

具体的には、役員と各部の部長・本部長を構成メンバーとする幹部会を月 1～2回開催し、重要

事項の審議を行うとともに、機構の業務実施状況等に関する情報の共有を図っている（計 14 回開

催）。また、理事長と幹部との情報交換会（毎週 1 回，計 38 回開催）及び各部の筆頭グループ長

（企画グループ長と各部の計画グループ長等）による会合（隔週，計 19 回開催）により、業務の

実施状況や課題等の情報を共有し、業務の進捗を管理している。 

 

(iii)個別事務・事業への予算

配分を適切に実施するために

どのような方法を用いている

か。 

年度事業計画の策定に当たり、各事業ごとに予算配分を行うため執行予算額を定めている。執

行予算額制定に際しては、原子力安全・保安院のニーズ、各部門からのヒアリング結果等を基に

予算配分を実施している。また、一定額を留保することにより、計画外の費用発生に対応可能と

なるようにしており、予算配分及びその執行管理については適切に行っている。 



 6

項目 法人の見解 

 

(iv)関係機関との連携の状況

はどのようなものか。どのよう

にして連携対象を決定してい

るか。 

個々の事業については、当該事業に不可欠な（人的、施設的）研究ポテンシャルを有する機関

が国内外にあることから、当該事業の内容に応じ、共同研究等により実施することによって、よ

り多くの成果を得られると見込まれるものについては、実施計画、成果の帰属等について明確に

した上で当該機関と連携し共同研究等として実施している。 

①海外機関との連携実績 26 件、米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）、仏国原子力安全放射線防護研

究所（ＩＲＳＮ）、ＩＡＥＡ等 

②国内機関との連携実績例  

・日本原子力研究所及びサイクル機構（安全解析コードに関する協力） 

・学協会（規格基準策定のための委員会等への参画） 

 

(v)主な委託の状況はどのよう

なものか。どのようにして委託

先を決定しているか。 

  基本的には、事業実施に当たっては請負業務として発注し、業務請負先を決定。 

原子力関係の試験研究や調査等に当たっては、入札が可能なものは一般競争入札を原則として

いる。しかしながら、当該業務に関する高度な業務遂行能力が要求され、関係機関等が限られて

いる場合には、その請負先の選定に当たって当該業務の実施に必要な能力が最も高いと認められ

るメーカ等に対し随意契約としている。発注に当たり、引き合い仕様書に対する見積仕様書等を

提出させ、その内容及び技術的能力をその部門の部長等を中心にして審査し、契約を締結してい

る。 

 また、ＪＮＥＳが交わした契約全体で見ると、一般競争入札及び複数の見積書の徴取（見積合

わせ）を実施し（６７５件／１７３１件）、費用の低減化に一定の成果を見ている。 

 

（３）個人と組織の能力向上 

(i)各職種ごとに、人材採用の

基本的な方針はどのようなも

ＪＮＥＳは、原子力安全規制行政の技術的基盤を担うものであることから、その職員の能力に

拠るところが大きく、要求される専門性は６分野の業務遂行に必要な高度なものとなっている。
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のか。 このため、職員の採用に当たってはそれぞれの専門分野に係る知識経験等を踏まえ行うこととな

る。 

また、将来に向けた専門性のある人材を確保するため、役員等から構成される人事委員会にお

いて、人事全般に関する基本的事項等について検討を行っており、今後は退職に伴う人員減に対

し、ＪＮＥＳ内での人材育成も勘案しながら新卒者の採用、中途採用、出向等を適切に組み合わ

せて人材確保を図っていくこととしている。 

 

(ii)各職種ごとに、人員配置の

基本的な方針はどのようなも

のか。 

ＪＮＥＳは職種別の採用はしていないが、業務分野ごとに必要とされる専門性が異なることか

ら、これを踏まえた適材適所の人員配置を原則としている。また、原子力安全規制行政上の要請

に的確に答えられるよう、随時業務内容、人員配置及び組織体制を見直し、リソースの適切な配

分を図るよう努めている。 

 なお、直接的な規制業務に携わるものにあってはプロパー職員及び国よりの出向者を充てるこ

ととし、試験研究等の極めて専門性の高い分野及び一定期間で終了する特定のプロジェクトへの

対応としては、適切な人材を確保するため必要に応じ、他の研究機関、メーカ等外部の専門家を

出向により受け入れ活用している。 

 

(iii)各職種ごとに、組織内外

の関係者との協力及び交流を

どのようにしているか。 

ＪＮＥＳ業務は各分野が密接に関連を有していることから、各部の個別事業の実施に当たって

は、関係者間において事業計画の調整を行い成果の相互活用が図れるようにすることが効率的な

事業実施に不可欠である。 

このためＪＮＥＳ内の組織的対応として、組織横断的に各部からの職員参加によるこれらに関

する検討を行うための体制を整備。 

組織外との協力については、原子力安全・保安院と密接に連携を保っているほか、日本原子力

学会、日本機械学会等の学協会における基準、規格策定のため情報、データ等事業の成果を提供

するとともに、事務局に参加しその策定に寄与している。 
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また、試験研究関連業務及び解析評価業務等を実施するに当たり、技術的な助言を受けるため、

外部の専門家からなる 31 の検討会と 12 の分科会、2つの技術研究会を設置し、技術的な助言を受

けながら、平成 16 年度内に、検討会等を延べ 129 回開催している。 

この他、国際協力、安全情報の提供等をＪＮＥＳは業務として行っており、これらの実施を通

し各種協力及び交流を行っている。 
 

(iv)各職種ごとに、求められる

能力要件は何か。また、能力要

件を達成するためにどのよう

な人材育成プログラムが実施

されているか。 

検査業務に従事する者は、省令においてその資格要件が定まっており、一定の学歴（履修学科）、

実務経験及び研修受講が必要となっている。採用時には、これらに合致する学歴、経験を有する

ものを採用しており、法令に定められた研修を実施し検査員として認定している。 

省令による資格要件の一例 

（定期安全管理審査を実施する者）  

①大学において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業し

た者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、実務に通算して二年以上従事

した経験を有し、かつ、研修を修了したもの  

②短期大学又は高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関す

る学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、実務に

通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、研修を修了したもの  

③原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者であって、研修を修

了したもの  

④電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者であって、研修を修

了したもの  

⑤溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して六年

以上従事した経験を有し、かつ、研修を修了した者  

⑥使用前安全管理審査又は定期安全管理審査を実施した経験を有し、かつ、研修を修了した者  
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⑦溶接安全管理審査を実施した経験を有し、かつ、研修を修了した者  

⑧前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると認める者  

 

試験研究等の他の業務についても、各分野ごとの専門性が求められており、その対象としては

原子炉、核燃料サイクル、放射性廃棄物、原子力防災等に分かれており、技術分野としては原子

力工学、機械工学、電気工学、材料・化学工学、土木工学等に係る知識経験が不可欠となってい

る。 

このため、これらの専門性を有する職員について、解析評価や規格基準の検討等実際の業務を

通じてその能力の維持向上を図っている。また、各部の専門業務に係る外部セミナー等への参加

を促す専門実務研修制度を設けるとともに、学位の取得、学会参加等を奨励し、その能力の維持

向上を図っている。 

 

(v)各職種ごとに、どのような

基準で業績評価を行い、どのよ

うにインセンティブシステム

を構築しているか。 

業績評価制度を含めた人事制度全体の整備を進めるため、平成 16 年度は、主として次のような

検討等を行った。 

①各部室長へのインタビューを基に、人材体系の整理等を実施。 

②部室長及びグループ長を対象に業績評価のための目標管理に関する研修及び一部試行を実施。 

 

(vi)職員の満足度向上のため

に、どのような方策が採られて

いるか。 

①個別の面談を実施し、各自の職務や職場に対する要望等を聴取している。 

②職員が明るく健康的に働ける職場環境の改善として、休養室、会議室等の整備を図った。 
 

（４）幹部のリーダーシップの機能状況 

(i)役員が、組織の基本的な理

念をどのように示し、理念を共

有するために組織内外の関係

①組織内においては、安全規制行政の技術的基盤を担うという公共性が極めて高い性格から、職

員に対しその使命、活動に係る方針を明確に示すため、「行動規範」を定め職員へ徹底を図ると

ともに、公表を行っている。 
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者とどのようにコミュニケー

ションを取っているか。 

行動規範の職員への浸透については、平成 15 年度に引き続きイントラネットのトップページに

常時掲載するとともに、額装して各役員室及び各部に配布し、周知徹底を図っている。また、Ｊ

ＮＥＳのホームページに公表している。 

②平成16 年度の組織及び業務運営については、理事長自らが機構の取組むべき重点課題としてⅰ）機

構内外の連携の拡充強化、ⅱ）業務の高度化と継続的改善の徹底、ⅲ）専門家集団として、外部へのわ

かりやすい説明の強化の３点を挙げて職員訓示等を通じて、その徹底を図っている。 

③原子力安全・保安院との間には、幹部による定例会を設置し、原子力安全行政を取り巻く状況

等に関する意見交換を行っている。 

 
(ii)役員が、戦略上重要な目標

の達成度の確認を、どのような

方法で実施しているか。 

総括的には、各部門の長及び役員による幹部会を設置、月 1～2回開催して業務進捗状況、目標

達成度について定期的に確認を行っている。（計 14 回開催）また、個別事業についても役員によ

るヒアリングを定期的に実施しており、特に重要案件については、この他適宜ヒアリングを行い

目標の達成度等について確認している。 

 

(iii)役員が、重大なリスク要

因の把握を、どのような方法で

実施しているか。 

リスクマネジメントシステムの構築活動を推進しており、役員と各部署において優先対応すべ

きリスクを選定し、アクションプランの作成及び個別リスク対策の整備を進めている。 

監事による監査、監査室による内部監査をＪＮＥＳ関連規程類等に基づき、適宜実施しており、

改善点、リスク要因等を抽出し、適切な対策を施すことによりリスク回避に努めている。 

（５）施策ターゲットの把握 

(i)各事務・事業ごとに施策の

ターゲットとなる顧客をどの

ように設定しているか。 

ＪＮＥＳの業務については、原子力安全の確保という観点からその最終的な顧客は、国民、社

会であるが、直接的には原子力施設に対する検査、解析評価、各種規格基準策定のための調査、

試験研究、国際条約履行のための情報提供等原子力安全・保安院における安全規制行政の技術的

基盤を担っていることから、原子力安全・保安院が主要な顧客となる。検査等業務に関しては、

法定検査受検者（事業者）も顧客と考えることができる。 
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また、安全情報提供、防災研修等業務においては立地地域住民、地方自治体等が直接的な顧客

と考えている。 
 

(ii)既存顧客の要求・期待は何

か。それをどのような方法で把

握しているか。 

①上記から、原子力安全・保安院の施策を実施するために、ＪＮＥＳに指示する中期目標自体が

その要求となる。 

②業務の遂行に当たっては、(4)(i)の幹部会の他、原子力安全・保安院の各施策担当原課とＪＮ

ＥＳ業務実施部門の長との間で連絡会を定期的に開催し、個々の事業実施に係るニーズを把握し

ている。 

③連絡を密接に行う連絡窓口（原子力安全・保安院は企画調整課機構業務班、ＪＮＥＳ側は企画

部企画グループ）を定めている。 

④事業者からの要望については、フリーコメント制度を設けるなどその把握に努めている。国民、

地方自治体等の要求、期待については、その把握のため当該業務に関するアンケート調査等を行

っている。 

 

(iii)潜在顧客の要求・期待は

何か。それをどのような方法で

把握しているか。 

ＪＮＥＳ業務は、基本的に原子力安全規制業務であることから、独法の取組による潜在顧客の

顕在化が行われることはなく、安全実態の動向等を踏まえた原子力安全・保安院の施策動向によ

り新たな安全確保に係る業務が加わるものと考えられる。 

なお、これらの施策は、原子力の開発導入動向、事業者の保安実態、国際的な規制動向等を踏

まえ取られることとなることから、これらに係る新規技術の導入見通し、トラブル原因動向、規

制技術の開発動向等に関し先行的な調査を行い、潜在的業務の顕在化に合わせ適切に業務実施が

図れるよう対応している。 
 

(iv)顧客満足度向上のために

どのような取り組みを行って

組織的には、幹部間、実務担当者間における定期的な会合により、ＪＮＥＳの組織運営、業務

実施に係る意見交換を行い、ＪＮＥＳ業務の成果が原子力安全・保安院ニーズにより適切に整合
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いるか。 するよう取り組んでいる。 

個々の実施業務のうち検査等については、事業者の要望に応じ夜間休日対応等を行っている。 

また、広報業務においては、パンフレット、ニュースレター等の配布に際し情報の提供先であ

る立地地域住民へのアンケート調査、防災支援業務における地方自治体職員向けの研修等におい

ては、実施結果についてアンケート調査等を実施することにより、対象者の要望の取入れ、方法

の改善等今後の計画をより適切にするための取組みを行っている。 
 

（６）ナレッジマネジメント 

(i)主な共有すべき情報・デー

タ及びその共有範囲（経済産業

省や関係機関も含む）はどのよ

うなものか。共有すべき情報・

データ及びその共有範囲の選

定はどのような方法で行って

いるか。 

ＪＮＥＳ内の情報は、基本的には、一部の機微情報等を除き、できるだけ役職員全員が共有できるよ

う、機構の共有サーバー、イントラネット等の活用を図っている。 

特に、ＪＮＥＳ業務は各分野が密接に関連しているものが多いことから、成果等の相互活用を促進する

ためデータベース化等を図り、ＪＮＥＳ各部門における執務の利用に供するとともに原子力安全・保安院

とも情報を共有している。一例として、安全情報検討会の検討内容、ＮＲＣから発行される通達等の情

報についての原子力安全・保安院及びＪＮＥＳの検討会メンバー間のホームページの運営による

情報共有がある。 

また、ＪＮＥＳの業務成果等については、その成果の有効活用を積極的に図るべく外部関連機関との

連携を強化するとの基本方針に基づき学協会、海外規制機関等への発表、データベースの公開等によ

り情報共有を図っている。 

 
(ii)情報・データの適時性・信

頼性・正確性・機密性を担保す

る方法はどのようなものか。 

適時性については、情報共有サーバを導入して機構内の関係者が情報を適切に共有できるよう

にするとともに、用途において適切なタイミングで情報・データを提供できるよう相互に業務の

進捗状況、情報内容等に関する連絡を図っている。 

信頼性・正確性・機密性等については、情報漏洩や不正アクセス等情報セキュリティに係るリ

スク回避の観点から、新たに「電子情報セキュリティ規程」を制定し、当該規程に基づいて各部



 13

項目 法人の見解 

における情報セキュリティ管理体制を整えている。 

また、セキュリティ確保のため、ファイアウォールの設定を適切化するとともにウィルス検出

ソフトのパターンファイルなどを最新状態にアップデートしている。 
さらに、各役職員のＰＣのウィルス検出ソフトのアップデート、ネットワークのトラフィック

の異常監視等、セキュリティの確保に努めている。 
 

(iii)業務を執行するプロセス

において、現場の着想で成功又

は失敗したことの経験をどの

ようにフィードバックしてい

るか。 

○幹部会、各部筆頭グループ長会合等により各部門間の情報の共有を図っており、必要に応じ各

部門へのフィードバックを実施している。 

（事例） 

・美浜の事故発生時の対応に関し、緊急時の初期動作、各部門間の連携等について各部門から実

経験に基づく、改善意見があり、マニュアル等の見直しなどに反映し、フィードバックを図っ

ている。 

 

○各部門においては、部内会議等により、情報の共有が図られている。 

検査業務部の例として、検査業務等は、チーム長をヘッドとする５人一組の検査チームを編成

して、業務を実施しており、発電所等の現場における検査等の結果等に関する判断については担

当チーム長が法令、規程、マニュアル等に基づいて判断することとなっている。 

担当チーム長が判断に迷うような場合には、技術的にスーパーヴァイズする審議役に連絡・相

談して判断することとしており、更に審議役が判断に迷う場合には部長、理事等に連絡・相談し

て判断する体制を整備している。 

また、毎週一回部内連絡会議を開催して、各チーム長間の情報交換、連絡を密にしており、事

例を含めて各チームが担当した検査等案件の処理等に関してトピックスがあれば情報を共有でき

るようにしている。また、毎月二回技術連絡会議を開催して、検査等業務の執行に係る技術的事

項の検討を行うとともに、各チーム間の情報の共有を推進している。 
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また、規格基準部の例として、各グループの業務状況等について定期的に開催(1 回/月)する部

内会議で情報の共有化を図るとともに、不適合事例の防止あるいは円滑な業務推進のために、業

務上必要となるプロセスを文書化し、部職員への周知を図るなど、業務プロセスの整備を実施し

ている。 

 

（７）資源配分の状況 

(i)各事務・事業ごとの収支・

人員配分・組織体制はどのよう

になっているか。それぞれの経

年変化の状況はどうか。 

○収支実績 

 平成 16 年度のＪＮＥＳの勘定区分毎の収支実績を添付表－１に示す。 

  

○組織体制及び人員配置 

平成 16 年度末時点での組織体制及び人員配置を添付図－１に示す。 
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添付表－１ ＪＮＥＳ平成１６年度勘定区分毎の収支実績（千円） 

 

平成１６年度 平成１５年度下期（参考） 
勘定区分 区分 

収入 支出 収入 支出 

運営費交付金 15,068,792  7,662,442 

受託収入    378,781         0 電源立地勘定 

その他の収入        686 

15,022,945 

        58 

  

 

7,381,608 

運営費交付金 9,016,906  4,557,419 

受託収入 164,574     30,092 電源利用勘定 

その他収入     502 

8,005,410 

        53 

 4,368,344 

受託収入    15,164     18,782 

検査手数料収入 1,546,551     491,546 その他の勘定 

その他収入        142 

1,193,750 

         7 

    250,954 

合計 26,192,098 24,222,105 12,760,399 12,000,906 

 

 



 

添付図－１ ＪＮＥＳの組織体制及び人員配置（平成１６年度末：役員６名、職員４３３名） 

 

 

  

 監事補佐、内部監査に関する業務 

 

重要事項の企画立案、関係事務の総括整理 

  

企画、情報システム管理、広報等組織全体の運営管理に関する業務 

  

人事、財務、会計、職員研修等に関する業務 

  

炉等規制法及び電気事業法に基づく検査、安全管理審査、確認等の業務 

  

炉施設等の安全性の解析、評価に関する業務 

 

 

           

理事長 (1) 

 
監事 (2) 

総括参事 (4) 

総務部 (27) 

 
検査業務部(112) 

解析評価部 (81)

規格基準部 (94)

安全情報部 (45)

核燃料サイクル施設検

監査室 (3) 

防災支援部 (30)

理事 (3) 

企画部 (27) 

 

原子

原子
16

 

原子炉施設等に係る防災業務に係る訓練、研修の実施、防災対策設備の整備、 

維持管理 

原子炉施設等に係る規格、基準等を策定するなど安全規制行政に必要となる 

データ、情報を収集するための調査、試験、研究の実施 

国内外の原子炉施設等に関する安全情報の収集、整理、分析及び提供及び 

二国間、多国間の国際協力に関する業務 

核燃料サイクル施設に係る原子炉等規制法に基づく検査等 

業務及び防災訓練等 

  注）括弧内は人員数を示す。      

査本部 (10)


	この他、国際協力、安全情報の提供等をＪＮＥＳは業務として行っており、これらの実施を通し各種協力及び交流を行っている。

