
　　　　　　　　　　　

１．総合評価 Ｂ （Ａ、Ｂ、Ｃ）
（Ａ：１、Ｂ：６、Ｃ：０）

（評価Ｂ）

（評価Ｂ）

（評価Ｂ）

（評価Ａ）

（評価Ｂ）

（評価Ｂ）

（評価Ｂ）

２．項目別評価

　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

１．業務運営の効率化に関する事項

・そもそも平成１５年度途中からスタートした組織であり、「以前と比べて」業務内容の効率化を評価するにはなじまない。一番大切
なのが人材の確保であるが、まだ当面のことに追われて将来を見据えた設計ができていないように感じられる。人材は数だけを確
保すれば良いという訳でなく、質が重要である。そのためには、もっと民間並みに定員や給与体系なども自由に機構自身で決める
ことができるようにすべきである。すなわち非常に優秀な人材を高給で迎えることなどができるようになってもらいたい。例えばであ
るが、ＮＲＣの検査官経験者の外国人を高給で引き抜くことぐらいまで考えていただきたい。なお、保安院との人事交流をどのように
考えるかも今のうちからしっかり検討しておいていただきたい。個人的意見ではあるが、機構は保安院とセットで機能を果たすもの
なので、一定の人事交流は必要である。しかし人事交流が機構のメンバーの専門性と相容れないようなものとなってはならない。
しっかりした制度設計が望まれる。

・H16年度は、新組織としての立ち上げ段階にあり基礎固めをする時期ととらえ、そのための努力がなされた。改善の余
地はあるものの、放射性廃棄物、高経年化、核物質防護に関連して柔軟な対応が見られた。

・人材の育成確保が機構にとっての不可欠の課題として取り組みを開始している点は評価できる。人材確保を実質的に
推進していくためには、まず機構にとって必要な人材を再確認、定義していくことが肝要と考える。

・規制当局等との連携を強化する目的でアンケート調査を行い、その結果を共有する活動を行っている点は事業効率化
に取り組む姿勢を明確に示すもので大いに評価できる。アンケートは継続的に行い評価することで真価が発揮されるの
で、今後も定例的に実施していくことが望ましい。

・美浜事故対応は迅速適切に行われ、機構の、機動的弾力的組織運営における好見本となるものであったと評価する。

・国民生活の安全性にかかわる過ちの許されない業務であり、そうした業務で何事の大きなミスも特に発生しなかったという点は、
目立つ点は少ないが、評価してよいと思われる。またガラス固化体貯蔵建屋の除熱性能確認の設計ミスの発見や美浜発電所の事
故の解析などで専門家からも高い評価を得られる成果をあげているのは、通常業務に上乗せして、評価すべきである。

資料５－２

平成１６年度 業務実績の評価表

新組織の立ち上げ後半年を経過した段階で、未だ組織運営が固まっていない状況にあったが、ともかく一年間、安全確保のための業務が着実に実施された。美浜発電所3号機事故に対しても迅速に対応し、原因究明等の点で貢献をする
ことができた。

機構への組織変更に伴い、従来より確立したとも言える研究機能等については満足すべき状況にあると評価できるが、新規に業務設計し、業務プロセスを確立しなければならない検査等の領域については、業務システム確立に向けて引き続きさらなる
取り組みが必要であると判断される。

安全確保のための業務が着実に実施されたことは大いに評価できる。一方、安全確保規制の高度化及び国民の信頼確保推進については、着実な取り組みが進行中であることは確認できたが、機構の能力を一層発揮しその目標を達成するためには、
中期計画の枠、NISAとの位置づけ上の枠を再整理しつつ、今一歩踏み込んだ施策の推進に取り組むことが望まれる。安全確保が優先されつつ機構運営の効率化がはかられている点は評価できる。リソースが限られた中での、今後の効率化の推進に
あたっては、現行業務の要否再評価およびそれに基づくリソース再配置の検討を一層進めることが求められる。基本的業務を達成しつつ適切に緊急時対応を実施する等、中期目標を十分に達成した。分野も多いが、原子力安全確保に対する社会的期
待の大きさも考慮し、自己評価を妥当と判断し総合評価はＢとする。

事業の性格上、派手な実績・成果を出すことは容易ではないことから、定量的に評価をすることが困難ななか、通常業務の基本動作をおろそかにすることなく、業務刷新を常に心がけないと重大なミスを防げない業務の性格において、そうした重大な欠
陥が発生しなかったことは地味ではあるものの評価すべきと思われる。１年間通期としての初年度としては、できる限りの内部での努力は十分に認められる。アウトカムである成果・成果の活用については、外部評価委員会の指摘もあるとおり今後の課
題であろう。それらに加え今後は、そうした定量的な成果を反映する上で収益計上基準及び特定剰余金の積み立て等の会計インフラも活用することも検討していただきたい。

（　　Ｂ　　）
（Ａ：１）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

組織発足から日が浅い上に、原子力検査制度の変革期に当たるなど多難な環境のなかにあって、期待される業務をまずまず円滑に行っている。その努力は多とするが、原子力安全・保安院の満足度調査結果にもみられるように、まだ改善すべき点が
あり、総合的にはＢとしたい。

平成１５年度途中からの急な立ち上げであったにも拘らず、総体的には順調であり、よくやっていると評価できる。

各評価項目に関する法人による自己点検・自己評価を検証し、適切に行われていると判断し、その結果を総合評価を行う上で重要な要素として参考にした。独立行政法人として基礎固めをする時期において、継承的な事業分野における改善の努力や
新たな分野での取り組みが積極的に行われていることを高く評価する。その多くは継続的な取り組みを必要とする経営課題であり、今年度においては中期目標の達成にむけて概ね適切に業務が行われ、計画に沿って着実な成果があったものと評価す
る。



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

１）【科学的・合理的判断に基づく業務の実施】
（評価指標）

２）【責任の明確化と的確な業務処理】
（評価指標）

３）【部門間の情報の共有】
（評価指標）

４）【機動的かつ弾力的な組織運営】
（評価指標）

５）【公正な業務執行】
（評価指標）

６）【機構業務の質の向上】
（評価指標）

（評価指標）

・ナレッジマネジメントとしてどのような取組みをしているか。

１）【第三者評価の導入】
（評価指標）

２）【規制当局等との連携】
（評価指標）

３）【外部ポテンシャルの活用】

・調査、試験及び研究のテーマ選定、事業計画策定、進捗管理、成果評価等は適切
に行われているか。政策ニーズ等を勘案した計画の適切な見直しを行っているか。
これらの適切性を確保するために、どのような取組みをしているか。

・効率的な事業実施を図るため、国内外の施設、外部人材の活用について、どのよ
うな取組みをしているか。

・事業実施計画の策定、実施に当たり、原子力安全・保安院と十分な連携を取るた
めに、どのような取組みをしているか。

・科学的・合理的な判断及び判断根拠に係る情報の積極的公開、発信のために、ど
のような取組みをしているか。また、実際に公開、発信されているか。

・原子力安全・保安院のニーズを適切に把握するために、どのような取組みをして
いるか。

・役員は組織の理念をどのように示し、共有するために職員、関係者とどのような
コミュニケーションを取っているか。

・業務品質の向上のため、認証機関要件への適合に向け、どのような取組みをして
いるか。また、リスクマネジメントシステムの構築に向け、どのような取組みをし
ているか。

・役員は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。

・直接的な規制行政に係る業務にはプロパーを充てているか。業務の中立、公正な
実施、規律の維持のために、どのような取組みをしているか。独立した組織による
内部監査を行っているか。

・原子炉規制法改正等に伴うニーズの変化に柔軟な対応がなされたことは評価される。

・JNES設立時主として既存の各組織の出身者で構成されたが、出身組織の風土、慣習をなお引きづっている感がある。
新しい組織としての運営管理、人材配置・確保等の面でなお改善の余地がある。

・機構内の部門間における情報共有、有効活用できる仕組みの構築に向けてどのよ
うな取組みをしているか

【制度Ｇ報告書から引用】

・調査、試験及び研究の業務に加えて、解析及び評価に関する業務に第３者評価が導入され、また評価方法等の見直し
も行われていることは評価できる。ただし、外部評価と自己評価の関係に一部わかりづらい部分があり、評価を受ける
単位のくくり方等に再考の余地がある。

・安全確保に関する調査、試験及び研究の業務について、JNESはハードの施設をもたないので外部ポテンシャルを活用
しているが、規制支援機関である立場から、その活用に関して透明性を確保することが重要である

・アウトソーシング等で独立行政法人前に比べて30%人員減しその反動で今期は人員を10名ほど増やしているといった部
署もあるが、業務遂行に最適な人材を確保することは前提条件であるので、業務の質の維持とコストのバランスを考慮
すべきである。

・第三者評価および外部ポテンシャルの活用についてほぼ計画に沿って行われていると評価できる。今後、解析業務等に関してア
ウトソーシングの可能性などを考慮すると、なお一層の効率化に向けた柔軟な対応に期待したい。

・第三者評価および外部ポテンシャルの活用についてほぼ計画に沿って行われていると評価できる。今後、解析業務等に関してア
ウトソーシングの可能性などを考慮すると、なお一層の効率化に向けた柔軟な対応に期待したい。

・組織の基礎固めの時期という観点から、左記の１）～６）の課題について、計画に沿った組織運営が行われていると
評価できる。積極的な組織拡充の試みが、着実に組織風土として根付くための継続的な取り組みに期待したい。特に社
会的・行政ニーズに対応して、放射性廃棄物評価室や高経年化評価室の設置、リスク情報を活用した解析評価関連組織
の拡充、核物質防護グル-プの設置準備など、こうした柔軟な組織対応がもたらす今後の成果は大きいと評価できる。

・組織は、簡潔にして意志決定ラインを短縮しているか。指揮命令系統及び責任の
所在を明確化しているか。人材配置は職員の能力及び実績を勘案し適切なものとす
るために、どのような取組みをしているか。

（１）組織運営

（２）事業の効率化

・ISO 9001のシステムモデルに基づく品質マネジメントシステム構築（計画、実施、改善）を軸として、機構の運営全
体の有効性及び効率向上を進めることが一つの方法であろう。何を目的としてQMS構築に取り組むのか、いま一度機構全
体で確認し、ゆめ巷に氾濫する形式的QMSにならぬよう、お願いしたい。

・保安院との緊密なコミュニケーションを図り、業務上の緊急度の見極め、適切な人材等の資源の配分を図っており、
またこれらに加え、有事に対する対応も美浜発電所等の経済産業省からの要請に組織的に取り組み成果をあげたと思わ
れる。



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

（評価指標）

１）【専門的能力の確保】
（評価指標）

（評価指標）

３）【勤労意欲の向上】
（評価指標）
・業績評価制度を確立し、その結果を処遇に反映しているか。

（評価指標）
・職員の満足度向上のために、どのような方策がとられているか。

１）【情報化の推進】
（４）業務効率化 （評価指標）

２）【調達等の効率化】
（評価指標）

３）【業務経費の削減】
（評価指標）

・一般競争入札等の活用など調達コストの低減化を図るために、どのような取組み
をしているか。

・経済産業省の策定するオンライン実施方策の提示等の条件整備を受け、業務の最
適化計画を策定しているか。

【制度Ｇ報告書から引用】

（３）人材の確保育成

・専門知識及び経験に富んだ人材を集めるために、中途採用等どのような取組みを
しているか。

・顧客満足度向上のためにどのような取組みを行っているか。

【制度Ｇ報告書から引用】

・職員の能力開発のため、どのような取組みをしているか。計画的な職員研修を実
施しているか。研修により検査等業務の有資格者は増えているか。研修受講時間は
業務従事時間の５％以上となっているか。国内外の規制機関等と人事交流等が行わ
れているか。検査関連資格の取得、学位の取得、学会活動への参加を推奨している
か。

・運営費交付金の削減目標の達成に向けて、どのような取組みをしているか。

・業務の効率化のため、事務の電子化、イントラネットの構築等どのような取組を
しているか。外部からの不正アクセス等防止策を講じているか。

・技術専門機関として人材確保・人材育成が経営戦略において最重要課題という認識の下で、中途採用や人員配置の変更など積
極的に取り組んでいることは評価できる。今後は中・長期の経営戦略課題として継続的な取り組みが一層重要になるとともに、組織
内リスクマネジメントの観点から、組織効率の改善がそのまま検査員など専門技術スタッフの心的ストレスの負担増加にならないよ
うな制度対応が必要と思考する。

・今後、業務の増大が予想されるバックエンド（廃棄物、核燃料サイクル等）分野の人材が希薄であり、今後更に人材
確保に努めることが重要である。
・この分野の人材は、日本全体としても厚くなく、長期的に若手人材の育成が必要である。大学や大学院への派遣など
も考えられるのではないか。

・業務の効率化について概ね計画に沿った改善が行われていると評価できる。イントラネットの活用による管理業務の
省力化・迅速化、あるいは競争入札の活性化など、概ね中期目標の達成に向け計画に沿ったコスト削減の成果があった
と評価できる。

・イントラネットの整備、会計システムの導入、機構内部の情報共有化等の情報化を通じた効率化を積極的に行ってい
る。また外部調達コストに関しても一般競争入札等の活用で大幅な低減を行っており、交付金の縮減の国家目的に合致
した動きを示している。

・JNESにとって、在籍者の平均年齢が50歳を超えていること、その担い手となる若い人材の母集団が圧倒的に少ないこと、などは
今後専門的な質の維持、経験の組織内への蓄積等、組織の継続的運営に当たっての課題が山積していると思われるが、そのため
の具体的な行動指針・計画・予算策定等の取り組みが、いまだ中期計画に具現化していない（できない？）と思われる。中長期的な
極めて重要な経営課題であるため、必要に応じてその財源を年度予算の中で確保していく必要がある。

・人材育成、能力開発に関わる経営機能を表するために、そのための活動の実施に関わる実績だけでなく、その結果と
して得られる効果、すなわち「能力」と称するものを展開した「能力要素」のレベル、さらにはその結果としての、そ
の能力に依るとしている「業務の質」のレベルを把握することに取り組んでほしい。とくに、検査に携わる要員の能力
向上には多大な努力が払われているが、検査業務にどのようなレベルアップがあったのか、今後どのような能力向上策
を講じなければならないのか、明確になっていない。

・顧客満足度向上にむけた関係主体に対するアンケート調査の実施など、今後その取り組みが組織・事業運営に具体的
に活かされることを期待したい。



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

・機構の自己評価は妥当なものと判断する。

立地（Ｂ）

（Ａ：０）
（Ｂ：７）
（Ｃ：０）

利用（Ｂ）

（Ａ：２）
（Ｂ：５）
（Ｃ：０）

一般（Ｂ）

（Ａ：０）
（Ｂ：７）
（Ｃ：０）

（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

（Ａ）検査等に関する業務

２．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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象事業
（A）～（F)

　全　体

　注　法人における以下の視点からの自己評価結果を検証しつつ活用。
　　　　　　　　①事業の規制上のニーズ適合
　　　　　　　　②試験研究等マネジメント（計画の妥当性、進捗管理等）
　　　　　　　　③成果（計画の達成度、費用対効果）
　　　　　　　　④成果活用（規制、基準等への活用）

対象事業
（A),(B),(D)

対象事業
(A)

Ａ１）【検査等に関する業務（電源立地勘定事業）】

・こうした枠組みのもとで、把握できた現状の評価、その状況をもたらした要因の分析、改善策などが語られてしかる
べきだが、いまだに管理の基本的枠組みが確立していない。昨年度の評価の際に課題として挙げられていたにもかかわ
らず、実質的な取り組みはなかったと言ってよい。
・ヒヤリングの機会を作っていただいたが、長時間の説明を聞かされることとなり、評価者の視点から現場の実情を知
り課題を明確にしつつ改善の機会を探るための懇談・建設的議論・共同研究の形態にならず、この形態は有効ではない
と思う。もし次に機会をいただけるなら、別途、方法についてご提案申し上げたい。

・増加する検査量にも確実に対応したことは大いに評価できる。また、検査業務の改善に向け、適正化調査委員会等での検討を進
めている点も流れを捉えた適切な取り組みである。検査結果の公表は大変前向きの取り組みで効果が期待できるが、事業者側で
の活用を一層深める取り組み、例えばこれまでの検査結果を総括的にリビューしその傾向をまとめて提示するなど、を進め、相互
理解をはかることによる検査の効率化に資することも検討して頂たい。

検査制度変更による現場の混乱があったことは問題ではあるが、これは準備期間が極端に短かったためで、機構の責任ではな
い。検査業務適正化調査委員会を設置し混乱をなるべく早く収拾するように努めたことは、ＰＤＣＡサイクルをきちんと回していると
いう意味で評価できる。また、検査の実効性を上げるためには機構のみならず保安院や事業者の理解も必要であり、検査制度運
用改善ＰＴ・ＷＧを設置、検討を進めていることも評価できる。すなわち、検査はただ決められたとおりに実施すればいいのではな
く、検査によって原子力施設の安全性が向上するようにしなければならない。現状はこのための基本的枠組みだけができた段階で
ある。今後もＰＤＣＡサイクルをしっかり回し、検査制度そのものを優れたものにしていっていただきたい。ＰＤＣＡサイクルが回ってい
るということも所定の目標に含まれると考え、厳しいようであるがＢと評価する。究極のゴールは、確かに原子力施設の安全性向上
に有効に作用したと国民の多くが納得するような検査官のコメントが出だすことである。誰でもできるようなコメントをしてくるだけで
はいけない。検査官の能力は最低限必要なものが身についているだけではいけない。特別に優れている専門分野を併せ持ってい
ることが望ましい。今後は検査官の能力向上でもそのような点まで考えるべきではないかと思う。

・保安院の満足度調査及び試験研究等外部評価委員会のアンケート結果なども総合的に判断すると、事業の規制上のニーズに適
合して徐々に存在感を発揮していると思われる。

・「検査」に関わる国民に対して提供するサービスその他の業務の質の定義に対する取り組みの遅れが気になる。「～
の質の向上」に関する事項を自己評価するにあたり、いまだに「検査の質」とは何か、どのような事項から構成される
か、それらを評価するための尺度（管理項目）に何を用いるかを本格的に検討することなく、実施している。実施した
こと自体の評価から目的達成への貢献の視点からの評価へ転換すべきである。

・検査等に関する業務について、全体としては体制整備の引き続き実施と新規導入の「定期安全管理審査」の着実な立ち上げ、そ
して検査業務に携わる専門員の質的向上という主要課題に対して、今年度着実な成果があったものと評価できる。情報共有化、業
務支援システム化、検査員の研修充実、そして緊急時対応など、法人化をきっかけに検査業務の改善策が積極的に行われている
ことを高く評価できる。今後も社会的・行政ニーズから、また法人の経営課題としても、検査員全体の質的向上と検査員間の質的ば
らつきの最小化などは引き続き重要な目標である。

・個別業務については期待される水準にあるとみられるが、そうしたことを通して原子力安全に貢献しているということが、国民に見
えているかという点で今後に期待したい。

立地（Ｂ）

・検査業務、解析及び評価業務、調査試験及び研究業務と膨大な量の業務を新しいニーズにも対応しながら着実にこなした。



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

・美浜事故対応の評価は高い。

・美浜事故対応の評価は高い。

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）】
　①【規格基準類に関する調査、整備】

　②【原子炉施設等の安全性確認に関する調査、試験及び研究】

（Ｄ）安全確保に関する調査、試験及び
研究

立地（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：５）
（Ｃ：０）

【原子力防災支援業務（電源立地勘定業務）】

立地（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

（Ｃ）原子力防災支援業務

・新検査システムが確立していないこともあろうが、事業者の検査対応の負担が過大に過ぎるとの声を聞く。適正化委
員会の発足はこの点で評価できるが、事業者の声も取り入れて、適正な検査となるよう進めて欲しい。

・今年度より、この業務についても一部を除き、第３者評価が導入されたが、数多くの課題に分れて評価されており、
第３者評価結果とそれにもとづく自己評価の関係が分りにくい。評価を受ける課題のくくり方等見直しの余地がある。

・リスク情報の活用は検査制度の改革の基本となるもので、その議論が地震ＰＳＡで始まったことは画期的なことであ
り、それを支援したことは評価できる。ただ、リスク情報の活用は米国ではＲＯＰなどの形ですでにはるかに浸透して
おり、まだまだ一層の努力を要する。ＰＳＡについては国民の理解をどのようにして得ていくかや、事業者内に専門家
をどのように育てるかなど課題が山積しており、今後の見通しが立ったとまでは言い切れない。したがってこの部分だ
け切り出すとＡ評価は若干甘いようにも感じる。ただ、再処理工場ガラス固化体貯蔵庫の性能のチェック解析において
事業者の解析の間違いを指摘したことは文句なくＡ評価に値する。チェック解析は粛々と実行するもので普通はその有
用性が見えにくいが、今回のことできちんとやっていたことが証明されたといえる。なお、解析評価分野のメンバーは
それぞれの専門を磨き、その分野で世界で一目置かれるような存在にまでなっていただきたい。

・放射性廃棄物、クリアランス、中間貯蔵に係る課題など柔軟に規制ニーズに対応しており、また一部相互に類似のテーマについて
の統合も進められ、改善の跡が認められる。

・防災支援業務は裏方の仕事である。したがって最高点がＢとならざるを得ない。目標に沿ってしっかりやっていたこ
とは一応評価する。なお、原子力に特化して防災支援をやっていたのでは、いざというときに本当に役に立つのか不安
が残る。一般防災もやりながら原子力固有の部分はしっかり対応するという体制も考えるべきである。また、高度に専
門性が要求されている他の部に比べ、ここはやや異質である。機構の中の位置づけも適当な機会に議論することが望ま
れる。

一般（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

立地（Ａ）
（Ａ：６）
（Ｂ：０）
（Ｃ：０）

利用（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

Ａ２）【法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業）】

利用（Ａ）
（Ａ：６）
（Ｂ：０）
（Ｃ：０）

Ｂ１）【原子炉施設等の安全性に関する解析及び評価（電源立地勘定業務）】

Ｂ２）【原子炉施設等の安全性解析及び評価（電源利用勘定業務）】

Ａ３）【機構が行う検査等業務（一般勘定業務）】

・原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務について、法人内に設置された第三者評価委員会の評
価結果を含め、法人における自己評価結果を検証した結果、解析業務に関する成果は計画を上回るものであったと評価できる。

・原子力防災支援業務について、法人における自己評価結果を踏まえ、中期目標の達成に向けて本年度は概ね計画通りの業務実
績であったと評価する。

・試験研究等外部評価委員会の「立ー６」原子力発電立地調査等が、唯一Ⅳの評価になっており、事業の進捗が期限管理されてい
ない、成果及び成果の活用のロードマップが明示されていない等の指摘があった。中長期的な試験研究も当然に含まれるが、これ
らの期限管理・進捗管理をきちっと行うことが予算管理につながると思われ、マネジメント上重要である。

・定期安全管理審査を含め検査全体について、その考え方、内容等が一般人には勿論、事業者に対してすら分りにくい
状況にある。より理解し易い説明を行っていくことが必要である。

・日本原燃や大間発電所に関るクロスチェック・解析、美浜発電所事故に関る解析に関連して、相当の成果が得られて
いると評価する。

・それぞれのプロジェクトは成果をあげていると評価する。ただ、プロジェクトの実施には時間がかかるためやむをえ
ない面もあるが、全体としての方向性を強力な指導力を発揮してもう少し示してもらいたい。プロジェクトの目的はあ
くまでも規格・基準整備に役立て、もって原子力施設の安全性向上に貢献することである。プロジェクト自体が目的化
することがないよう、くれぐれもお願いしたい。その観点に立つと、まだまだ改善の余地がある。例えば規格策定機関
との交流である。原子力学会にロードマップ作成を委託したことはその一歩として評価できるが、機械学会や電気協会
とももっと連携すべきである。成果がまとまって公表してから規格・基準への取り込みを学協会に依頼するのでなく、
プロジェクト実施段階から密接なコンタクトがあるべきである。学協会の規格・基準策定作業にももっとコミットすべ
きである。学協会は「民間」ではなく、事業者も規制行政庁もともにイーブンな条件で参画する場である。学協会と距
離を置くような態度だけはとらないで頂きたい。なお、いくつかの分野では世界に有数な専門家を抱えるような組織に
機構はなっていただきたい。プロジェクトの成果が規格・基準にどのように反映されたかを示す定量的な指標のような
ものも検討すべきだと思う。

（Ｂ）原子力施設又は原子炉施設の安全
性に関する解析及び評価に係る業務



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

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）】

　②【安全規制の高度化に関する調査、試験及び研究】

１）【業務の効率的な実施】
（評価指標）

２）【透明性の向上】
（評価指標）

立地（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

・1年間の年度決算としては初年度であることから、予算制度がまだ安定していないとの印象はあるものの、前期6ヶ月比較で内容
を見る限り、予算の適切な執行があると思われる。

・国内で最も信頼のおける情報機関としての評価は非常に高い。これらの情報が機構内検査業務にタイムリーに活用さ
れる仕組み作りの検討が望まれる。

（Ｅ）安全確保に関する情報の収集、整
理及び提供

（　Ｂ　）
（Ａ：０）
（Ｂ：７）
（Ｃ：０）

・見込まれた額を積み上げた予算配賦に基づき適切に執行しているか。

・財務内容に関する透明性を確保する観点から、経理事務や財務諸表の作成に外部
の知見を活用するため、どのような取組みをしているか。

３．財務内容の改善に関する事項

立地（Ｂ）
（Ａ：０）
（Ｂ：６）
（Ｃ：０）

（Ｆ）安全規制に係る国際協力 【安全規制に係る国際協力（電源立地勘定業務）】

【安全確保に関する情報の収集、整理及び提供（電源立地勘定業務）】

・IAEAなど国際機関との関係は重要である。情報収集のみならず人脈の形成を目指して、人の派遣を考えてはどうか。

・財務内容の透明性の確保から会計監査人の監査を任意で委託しており、取り組み姿勢は積極的である。現状は収益の計上基準
が費用進行基準を採用しており、この限りでは、成果進行基準・期間進行基準による利益計上の余地はないが、今後部門別の予
算管理を行い、今後の将来の投資財源（例えば人材確保のための獲得・リテンション・能力開発コスト）の確保のための目的積立金
の計上の要否も視野に入れて検討していただきたいと考える。

・計画に沿って適切な予算管理が行われているとともに、競争入札の活用などにによってコスト削減の成果があがった。

・データベースを着実に構築していること、美浜事故を直ちに世界に発信したことなど、目標に沿ってよくやっている
と評価する。ただ、美浜事故を直ちに世界に発信したことは、これまでそれができていなかったことがおかしいので
あって、Ａ評価の対象などにはあたらない。むしろメンバーがＩＳＯＥの議長に選ばれたこととか、学会で安全規制の
将来を考える研究会を個人的努力で立ち上げたことなどのほうが高く評価される。研究会のようなものによって安全に
関する情報を活用できるようにすることこそが究極目標であり、それに向けた取組みが始まった段階なので、今後に期
待したい。

・安全確保に関する調査、試験及び研究については、法人内に設置された第三者評価委員会の評価とそれを踏まえた法人におけ
る自己評価結果を検証した結果、全体として各事業は中期目標の達成に向けて適切に実施されていると評価できる。新たな規制
ニーズに対応して急遽実施され、計画を上回る成果を挙げた事業は高く評価できる。

・広範な分野の技術が関る放射性廃棄物の処分の問題などでは各課題の成果の活用も重要であるが、全体を総括して処分に関
る安全研究を戦略的、組織的に進めていく研究管理の役割が求められており、今後の対応を期待したい。

・安全規制に係る国際協力については、保安院の業務を積極的に支援するとともに、ＡＮＳＮなどを通じてアジアの原子力基盤の整
備に寄与したことなど、中期目標の達成に向け業務は概ね適切に行われていると評価できる。

・安全確保に関する情報の収集、整理及び提供について、ほぼ計画通りの成果をあげていると評価する。高経年化にともなうデー
タベースの整備・拡充や効率的・効果的なリスクコミュニケーション等の広報業務の充実など、今後に残された課題は大きく、そして
多いと考える。

・アジアとの協力はとりわけ重要であり、中国を中心に進められていることは評価する。更に韓国、台湾等へ拡大して
進めて欲しい。

・ISO 9001に基づく原子力安全に関わる品質保証において、わが国が先鞭をつけている現状に鑑み、近い将来、この基準による検
査の実施機関として、実施経験に裏打ちされた知見に基づく、より積極的な国際貢献が望まれる。

・この業務は基本的に裏方の仕事であって、最高点がＢまでとせざるをえない。それなりの努力がなされたことは評価する。

・会計監査を通じて独立行政法人会計基準に則った適切な会計処理が行われていると判断する。

利用（　）
（Ａ：３）
（Ｂ：３）
（Ｃ：０）

　①【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】



　評　価
（評価指標） （A,B,C)

コメント対応する中期計画の項目評価項目

１）【国の求めに応じ行う業務】
（評価指標）

２）【経済産業大臣による要求】
　　なし

・原子炉等規制法に基づく文科省、国交省所管の検査等業務及び原子力安全委員会からの調査研究受託業務を適切に実
施していると認められる。

・国の行政機関からの検査等の要請に対し、業務に支障ない範囲で適切に対応して
いるか。

・美浜発電所事故に対して、迅速かつ組織的な対応が取られ、事故解析等でも大きな成果が得られた。ただ、この貢献は必ずしも
一般に広く知られてないように感ずる。今後学会や論文発表を通して世の中へ発信していくことが重要である。

・美浜事故における保安院の支援を多としたい。とくに、初期対応、事故の技術的要因の解析における機構の総力を挙げての取り
組みは高く評価される。ただ、保安院からの支援要請範囲によるのだが、マネジメントに関わる真因分析において、早い時期に機
構として何かできたのではないかとの思いはある。欲を言えばきりがないかもしれないが、事故報告書の「７．おわりに」の第２～３
段落の総括を見るに、当該事案の本質に関わる事項に対する貢献の余地がなかったのか複雑な思いは抱く。

４．その他業務運営に関する重要な事項

（　Ｂ 　）
（Ａ：　）
（Ｂ：　）
（Ｃ：　）

・美浜事故対応は初動、情報開示、水平展開、原因究明支援、対策立案支援の点で期待通りのものであったと考える。

・今期は、その他業務運営に関する重要な事項として、美浜発電所の事故への対応等積極的な貢献が見られる。

・不幸にも発生した事故緊急時における法人の機動的な対応は、既存業務に支障をきたすことなく、初期対応および事故調査への
貢献など、計画を上回る成果をあげたと評価できる。


