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○新井統括安全審査官 それでは、定刻になりましたので、第10回原子力安全基盤機構部会を

始めさせていただきたいと思います。 

 以後の進行を大橋部会長にお願いしたいと思います。 

○大橋部会長 きょうはご参集ありがとうございます。それでは、第10回原子力安全基盤機構

部会を開催させていただきます。 

 まず最初に、広瀬院長にごあいさつをお願いしたいと思います。 

○広瀬院長 きょうはお忙しいところ先生方には大変ありがとうございます。 

 原子力安全基盤機構は平成15年10月に発足しまして、平成18年度、今年度が第１期の最終年

度となっております。今回は、平成17年度の業績評価について見ていただくということでお願

いをさせていただいております。 

 発足から２年半たったわけでございますが、原子力安全基盤機構は、中期計画に基づきまし

て着実に業務を進めていると私どもは考えているところでございます。また、いろいろ課題も

ございますけれども、それぞれ取り組んできているかと思っております。本日は、このような

取組みにつきまして評価をいただき、今後の業務運営の参考とさせていただきたいと考えてお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、議題に入ります前に、事務局から配布資料のご確認と、きょうの会議の進め方に

ついてご説明をお願いします。 

○新井統括安全審査官 それでは、説明させていただきます。 

 本日の議題でございますけれども、「議事次第」にありますように、議題１から５まで用意

させていただいております。この中で、議題３と４がＪＮＥＳの17年度の業績評価について議

論いただくということで、議題３で主にＪＮＥＳに説明をお願いいたしまして、ＪＮＥＳに退

席いただいた後、事務局と委員の先生方で議題４の評価の審議をいたしたいと考えております。 

 また、配布資料でございますけれども、配布資料一覧を見ながら、配布資料を見ていただけ

ればと思います。 

 まず、議題１の関係で資料１、前回、第９回原子力安全基盤機構部会の議事録でございます。 

 それから、議題２の関係で、資料２－２から２－２、２－３、それから、１枚紙で別添をつ

けさせていただいております。 

 それから、議題３といたしまして、資料３－１から３－５まで配布させていただいておりま

す。 
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 それから、議題４といたしまして、資料４－１、４－２でございます。なお、資料４－１、

４－２は事務局並びに委員の先生方のみの配布となっております。 

 ご確認いただきまして、会議の途中で過不足等お気づきの点があれば、事務局まで申し出て

いただければと思います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、早速、議題１、前回議事録の確認に移りたいと思います。ご説明をお願いします。 

○新井統括安全審査官 資料１、第９回原子力安全基盤機構部会の議事録でございます。テー

プ起しになっていまして、かなり大部になっております。既に事前に委員の先生方にご送付申

し上げまして、それについていただいたコメントは反映済みの状態となっておりますので、こ

の議事録をご確認いただいて、さらにお気づきの点等あればお寄せいただければと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 議事録について何かお気づきの点があれば、先ほどお話ありましたように、事務局までご連

絡いただければと思います。 

 それでは、議題２に入らせていただきます。事務局からご説明をお願いします。 

○新井統括安全審査官 議題２、諮問事項についてということで、財務諸表について確認いた

だきたいと思っております。用意させていただきました資料は、２－１、２－２、２－３、そ

れから（別添）とございます。 

 まず（別添）をごらんいただきたいと思いますが、これは独立行政法人通則法の抜粋となっ

ていまして、第38条に財務諸表に関する規程がございます。この第１項、下線を引いてある部

分を見ていただきますと、「独立行政法人は、財務諸表を作成して、主務大臣に提出し、承認

を受けなければいけない」と規定されております。 

 さらに、３.の下線部分をごらんいただきますと、「大臣は、財務諸表を承認しようとする

ときには、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならない」となっていまして、今回

この規程に基づいて、当部会にお諮りさせていただくということでございます。 

 資料の内容につきまして、ＪＮＥＳから説明をお願いしたいと思います。 

○大橋部会長 よろしくお願いします。 

○成合理事長 原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）の理事長の成合でございます。評価委員会の

先生方には、大変お忙しいところを、私どもＪＮＥＳ発足後３年目となる平成17年度の評価を
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していただくということでございます。まことにありがとうございます。 

 平成17年度、昨年度でございますが、ＪＮＥＳの立ち上げの大変忙しい時期を乗り越えて、

やや落ちついて業務を行えるようになり、さらに一層の業務の質の向上を目指した活動ができ

た年であったかと私どもは思っております。平成17年度の財務状況を示す財務諸表につきまし

ては、今回より法定監査として独立監査人の監査を受けることになりましたが、担当したあず

さ監査法人の監査人より、５月31に、これら諸表が適正であるという監査報告を受けておりま

す。 

 また、後ほどの議題でございますが、平成17年度の業務実績につきましては、３月30日の前

回の部会におきまして、私よりその概要を説明させていただきました。その後、試験研究等に

関しましては、ＪＮＥＳの試験研究等外部評価委員会により評価をしていただくとともに、業

務実績全般につきまして自己評価を行いました。これらにつきましては、本日説明させていた

だきたいと思っております。 

 また、ＪＮＥＳの監事監査におきまして、きょう出席しております２名の監事によりまして、

６月12日にこれら事業報告及び財務諸表等が適正であるとの監査報告を受けているということ

をまずご報告しておきたいと思います。 

 それでは、財務諸表につきましては、担当理事であります曽我部より説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

○曽我部理事 それでは、お手元の資料２－１をパワーポイントでお示ししておりますが、そ

れに基づきまして概略ご説明申し上げます。 

 まず、財務諸表でございますが、青丸で書いております６点、貸借対照表、損益計算書以下、

附属明細書に至る６点でございます。これは前年度と変わりございません。 

 次のページにまいりまして、添付資料としまして４点。平成17年度事業報告書、同決算報告

書、それから、会計監査人の監査報告書、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書、４

点でございます。このうち、３番目の会計監査人の監査報告書につきましては、平成16年度末

に負債総額が200億円を超えたということで、通則法第39条に基づきまして、法定監査を受け

たものでございます。なお、会計監査人の監査報告書は５月31日付けをもって、また、監事の

意見書につきましては６月12日付けをもって、いずれも監査の結果、適正である旨の報告を受

けているところでございます。 

 次に会計方針でございます。主なものは４点ございまして、昨年度と同様でございます。運

営費交付金収益の計上基準は、費用進行基準を採用。減価償却につきましては、定額法。退職
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給付に係る引当につきましては、引当金は計上しておりません。ただし、検査手数料収入負担

分につきましては、当該事業年度で計上することとしております。消費税等につきましては、

税込み方式によっております。 

 続きまして、平成17年度のポイントをご紹介いたします。まず、費用でございますが、平成

17年度269億500万円、これは16年度に比べまして８％増の21億6,600万円でございます。一方、

収益でございますが、平成17年度270億400万円。これも対前年度８％増の20億5,600万円、こ

の増加は業績の増加によるものございます。 

 続きまして、貸借対照表、平成18年３月31日時点でのバランスシートでございます。まず資

産でございますが、流動資産が184億9,500万円、このうち大部分は現金及び預金でございまし

て、174億8,800万円。そのうち大口定期が135億円でございます。一方、固定資産につきまし

ては、52億2,400万円でございまして、昨年度に比べ約26億円の減でございます。減の理由は、

オフサイトセンターの設備の償却と、多度津の耐震設備の除却手続きをとったことによるもの

でございます。資産合計が237億1,900万円。 

 負債でございますが、流動負債が182億8,600万円。このうち主なものは、運営交付金債務57

億8,300万円、これは主として業務が完了していないことによるものでございます。未払金が

108億1,900万円。固定負債が44億8,200万円。負債計としましては227億6,800万円。資本とし

ましては、資本計が９億5,000万円。このうち、利益剰余金３億1,200万円は、平成15年、16年、

それから17年度の利益を積み上げたものでございます。負債資本合計が237億1,900万円でござ

います。 

 次に損益計算書でございます。経常費用としまして、業務費、人件費、減価償却費、外注費

等積み上げまして、251億5,600万円。一般管理費として17億3,900万円、財務費用900万円を加

えまして、経常費用合計が269億500万円でございます。一方、経常収益でございますが、運営

費交付金収益等入れまして、経常収益合計が270億400万円で、差引、当期の総利益が9,800万

円でございます。ちなみに、16年度におきます利益は２億800万円となっております。 

 続きまして、セグメント情報でございますが、６セグメントに分けております。これは機構

法第13条、業務の範囲を示している条項でございますが、その区分に照らして区分けしたもの

でございます。事業費用、合計が269億500万円、事業収益が270億400万円、事業損益が9,800

万円。これは先ほど申し上げました損益計算書数値と一致するものでございます。総資産が

237億1,900万円。これも先ほどの貸借対照表の数値と一致いたします。この総資産のうち法人

共通のところに掲げられました188億5,500万円の大部分が預貯金でございます。また、原子力
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災害の予防等におきます資産35億9,200万円は、オフサイトセンターの設備でございます。 

 続きまして、キャッシュフロー計算書でございます。業務活動によるキャッシュフロー12億

7,800万円、投資活動によるキャッシュフロー１億4,100万円。これに財務活動によるキャッシ

ュフロー、マイナスの１億500万円を加えまして、資金増加額が13億1,400万円。これに期首の

残高を加えまして、期末残高としましては39億8,800万円。この数字は、貸借対照表でお示し

しました現金及び預金174億8,800万円から大口定期預金の135億円を引いた数字と一致するも

のでございます。 

 続きまして、行政サービス実施コスト計算書でございます。業務費用としまして、250億

1,500万円ございますが、これは損益計算書の費用から検査手数料収入等18億9,000万円を引い

たものでございます。引当外退職給付増加見積額は3,700万円の減でございますが、国からの

出向者が国へ戻ったことによるものでございます。これに機会費用1,000万円を加えまして、

トータルの行政サービス実施コストは249億8,800万円でございます。ちなみに、平成16年度の

実施コストは231億円でございますので、約19億円の増となっております。 

 続きまして、利益の処分に関する書類（案）でございます。当期未処分利益9,800万円、当

期総利益9,800万円、利益処分額、積立金として9,800万円。先ほども申し上げましたように、

平成15、16、17年度の３年間の利益の累積額が３億1,200万円でございまして、今後これをど

う使っていくかは検討課題でございます。 

 最後に、参考資料として随意契約の見直しの現況、取組み状況についてご紹介しております

が、これは説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ご説明、ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか、理系の

方にはなじみの薄いところですけれども。 

○和気委員 損益計算書の中の経常費用で外注費がかなりのウエートですけれども、昨年と比

べて外注費の比率とか、あるいは、主だった外注先の変化など、何か特徴的なものはあるので

しょうか。 

○大橋部会長 いかがでしょうか。６ページの外注費が139億円余りあるんですけれども、こ

れは昨年度と比べて何か変化しているのかとか、この内訳に関しては。 

○成合理事長 大体この程度の数字であったかと思いますが、詳細な比較がございますので。 

○遠藤委員 20億ぐらい増えていますね。 
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○成合理事長 百何十億あることは確かなんですが。 

○久能木企画部長 細かい数字は持ち合わせておりませんが、全体の事業規模が８％ほど増え

ておりますので、これもほぼ比例的に増えているというふうにお考えいただければと。特段、

事業のやり方等を大きく変えたことはございませんので、基本的には同じような比率で増えて

いると。 

○和気委員 と言いますのは、外部の研究機関との連携を強めているというような特徴も今回

あるのかなという気もいたしますけれども、それが外注費の計上に何かかかわるのかどうか、

その辺を伺いたかのです。その他外部の研究機関との連携がこの費用構造に影響を与えるとい

うことは……。 

○成合理事長 それに関しましては、私どもＪＮＥＳではハードのいろいろな実験装置を持っ

ていないと、当初からできるだけ持たないということで、具体的な実験とか製作は外注すると

いうことで、特に試験研究などは金額的にはかなり大きなものを外注で、請負あるいは委託で

依頼するということが、業務の進め方の一つの特徴にもなっておりまして、金額的にはトータ

ル260億のうち大きな金額を外注することになっているということでございます。 

○遠藤委員 よろしいですか、関連して。 

○大橋部会長 はい、お願いします。 

○遠藤委員 先行きの事業規模の拡大というか、行政、国からもいろいろ要望が増えてくると

思うんですけれども、事業規模を拡大していくと、ＪＮＥＳ自体のリソースというのはそんな

に変わりませんから、つまり人を急に増やすわけではありませんから、増えた規模に対応する

のに外注費はもっと増えていくのではないかと推察しているんですけれども、考え方はそうい

うことでよろしいですか。 

○大橋部会長 いかがでしょうか。 

○成合理事長 私どもといたしましては、現在、人の方もある程度減らせという話と同時にお

金の方もトータル減らすという二重の縛りがあるような感じを持っておりまして、もし増える

となると、例えば法律の改正のときに了解を受けて増やしていただけないかということをお願

いしなければいけないということになっております。いずれにしましても、それが無制限に認

められるわけではございませんので、業務を進める上では、人が増えた分も何とか吸収できな

いか、金額的にもという形では常に考えて、困ったなと考えているところでございます。 

 独立行政法人は、我々だけではなくていろいろ苦労しているところも、世の中を見ています

と、あるようでございますし、ぜひいろいろコメントをいただければと思っております。 



－7－ 

○大橋部会長 和気先生からの「外注費が増大していって、外部へ委託していく傾向があるの

か」というご質問に対しては、事業全体の拡大で特段というお話だったと思うんですね。遠藤

先生のご質問は、規制行政からの要求がどんどん拡大してくるんだけれども、それは外注でや

る話なのか、そうではないのかと。つまり、規制からの要求が入ってきたら外注してどんどん

増やしていくのか、それともハードウエアの試験ということであれば、そこは規制要求とは直

接にはリンクしませんから、規制要求が増えるに従って厳しくなるのは、中で調査されたり、

解析されたりする人は厳しくなるけれども、それは外注費にははね返らない可能性もあるんじ

ゃないかというご質問だったと思うんです。 

○成合理事長 業務によりましてはもちろんそういうことで。例えば、規制行政庁からはある

規制にかかわる項目について、保安院から直接いろいろなお金が研究機関にいっている。そう

いう成果もぜひ取り入れて、機構の方でうまくまとめた報告をやってほしいと、こういうこと

がございます。その場合には、我々の予算にはならないわけですが、人的には少し増えるかも

しれません。いろいろなケースがあると思っておりますが、その中で我々としてはケース、ケ

ースによって、人を増やさなければいけないときには人を、試験研究的に増やさなければいけ

ないときにはお金を増やしていただければ、運営としてはやりやすいと思っております。 

○曽我部理事 ちょっと補足しますと、この２年半この組織を運営してみて、保安院からの要

請がますます強くなっているということは確かでございまして、これからもどんどん増えてい

くと思いますが、それがお金をどのぐらい伴うかはまた別だと思います。一番ネックになって

いるのは人で、質・量ともに人が足りないので、今も既に限界に近いんですけれども、定員の

枠もございまして、いろいろな意味で人の制約が一番大きい。 

 ですから、18年度までは何とか業務は実施できますけれども、次の中期目標に向かって、人

の手当をどうするかというのが、機構の将来に向かって一番大きな制約要件ではないかと思い

ます。先ほど和気先生がおっしゃいました外部機関との連携というのは、仕事のスピードアッ

プとか、できるだけ人材を有効活用するとか、それから、できるだけ経費を節減するというこ

ともあるかと思いますけれども、まだ具体的に目に見える形での連携は達成されていない。ど

ちらかというと業務の増大が費用の増大につながっていると思います。 

 お答えになっているかどうかわかりませんけれども、そういう見通しでおります。 

○大橋部会長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 
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 お願いします。 

○遠藤委員 ただいまご説明いただいたのは、主として今年度のお金の動きがどうであったか

ということをご説明いただいたんですが、通常、例えば今年度の予算というのがございますよ

ね。あるいは、年度初めにある計画を立てて、このお金でことしはやっていこうと。そういう

予算と実績との比較について、一言お触れいただければ我々としてはわかりやすいんです。つ

まり、年度当初に考えていた枠と、それに比べてどうであったか。 

 昨年との対比は、先ほど108％増加していますというご説明をいただいたんですけれども、

計画との対比というのが何かあれば、お教えいただければありがたいんですが。 

○大滝企画グループ長 企画グループの大滝でございます。明確な数字を持っていないもので

すから、現時点で詳しい数字のお話をするわけにはいかないんですが、予算ベースで、我々と

いたしましては、中期計画上事業費または一般管理費の削減目標を掲げております。事業費、

一般管理費につきましては、削減できるような努力をしてきております。 

 今ありました決算ベースの数字で、17年度は外注費も含めて若干多くなっているということ

でございますけれども、16年度の後半で契約して、17年度に研究したというのが多うございま

して、実質的には16年度決算に比べるとかなり大きくなるという形になっておりますけれども、

事業規模から申しますと、16年度も17年度もほぼ同じくらいの事業ベースでございます。あれ

は決算ベースですので、そういうふうになっておりますけれども、数字が若干後ろにずれてい

るものですから、こういうふうになっております。 

 予算ベースで言いますと、16年度も17年度も予算よりも実行が下がるというか、予算全部を

使い切っていないという状況になっておりまして、その割合からしますと、16年度はかなり多

かったのが、17年度は少し減ってきたという状況になっております。予算ベースで申しますと、

16年度よりも17年度の方がカットできたということでございまして、先ほど申しました中期計

画上の削減目標に向けてさらに進むことができたということでございます。 

○遠藤委員 ありがとうございます。 

○大橋部会長 そのほか、いかがでございましょうか。 

 素人の質問ですけれども、一つお伺いしたいのは、いろいろ契約しておられると思うんです

が、単年度契約になっているんでしょうか。それとも、長期、３年とか５年の契約になってい

るものもたくさんおありでしょうか。 

○大滝企画グループ長 計画の中で３年、５年という形でやらなければならないようなものに

ついては、数年度の契約で進めさせていただいておりますけれども、基本的には単年度主義で
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進めておりますので、１年度ごとに業務が切れるものについては単年度でやっているというこ

とでございます。ただ、先ほど言いましたように、業務効率化等との関係で、２年、３年とい

うものについては複数年契約もございます。 

 そのほか、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、先ほど新井さんからご紹介いただきましたように、これは通則法によりまして、

独立行政法人評価委員会で議論した内容を添えて主務大臣に提出し、主務大臣がそれをもとに

ご判断されるということになっておりますので、平成17年度財務諸表については、部会として

了解するということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして議題３、平成17年度ＪＮＥＳ業務実績及び自己評価結果について、ご

説明をお願いします。 

○成合理事長 これも担当監事である曽我部より説明をいたします。 

○曽我部理事 資料３－１に基づきまして、概略ご説明を申し上げます。 

 まず最初に一、二おわび申し上げます。あらかじめ部会の先生方にお送りしました分厚い

「自己評価表」に一部間違いがございまして、先生からご指摘をいただいたんでございますが、

きょうお配りした資料は訂正しております。 

 もう１点、資料３－２の自己評価の総括表につきましては、従来から総括表であるからもっ

とコンパクトなものにしろというご指摘をいただいておりましたが、今回も盛りだくさんに書

いてしまいまして、かえって要点がつかみづらいということになったかと思います。おわび申

し上げます。 

 時間もございませんので、パワーポイントによりまして、概略ご説明させていただきたいと

思います。 

 まず最初に、平成17年度自己評価の総括表でございます。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは中期目標に掲げ

られた大項目でございます。１番目の業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき

措置として、（Ｂ）。２番目、これはＪＮＥＳにとって最も重要な業務でございますが、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）でございます。 

 この内訳として６項目ございます。検査等に関する業務、解析評価に関する業務、調査、試

験研究の３つがＡでございます。これらは事業の規模、内容からいって、ＪＮＥＳとして最も

重要な業務でございまして、それらがいずれもＡであったということを踏まえまして、全体と
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してはＡと評価いたしました。 

 それから、財務内容の改善に関する事項はＡ、その他業務運営に関する重要な事項はＢとし

ております。 

 まず、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置でございますが、平成17

年度の位置付けでございます。平成15年度、16年度、いわば機構の組織の立上期の組織運営の

諸課題を踏まえまして、17年度におきましては引き続き組織の整備を行うとともに、業務を的

確に実施する。そうしながら、最終年度である18年度に向けて実り多いゴールに向けて業務を

実施していくということが大目標でございます。そのためにそこに６項目、いささか重複して

いる項目でもございますけれども、主要課題として掲げまして、それに基づき業務を実施いた

しました。 

 次に主要な実績でございます。業務を確実・的確に実施する執務環境の改善として、当然の

ことながら状況に応じて新組織の設置、必要職員の確保、人員の再配置、予算の再配分等を適

宜・適切に行っております。 

 組織に関しましては、新しい組織としまして、「福井事務所」、「検査技術グループ」、

「核物質防護対策支援室」、「ヒューマンファクター評価グループ」を設置しました。この中

で、特に福井事務所は、平成17年10月に敦賀市に職員約20名でスタートしたものでございます。

ＪＮＥＳとしては青森県の核燃料サイクル施設検査本部に次ぐ２つ目の地方展開の組織でござ

います。若狭湾という原子力発電所の大規模集中立地地域に置かれた事務所として、地元から

非常に歓迎され、また、期待されているものでございます。業務としましては、非常に順調に

展開が進んでいると考えております。 

 それから、部門間の連携。これは、各方面から部門間の連携が悪い、ＪＮＥＳとしての総合

力が十分発揮されていないというおしかりを受けてきたわけでございますが、特に「もんじゅ

対策」「検査の在り方」「サンプレストレーナー目詰まり」等、主要な問題に関しまして保安

院から強く支援要請がございました。これらにつきまして、部長級でございます特任参事をヘ

ッドとする専門家からなるタスクチームを編成して対応しましたが、非常に効果的に保安院の

支援ができたものと考えております。 

 それから、情報化を通じた効率化は、昨年に引き続き実施いたしました。 

 続きまして、総括的に申し上げますと、業務開始から２年半経過しまして、組織的、継続的

に安定して業務を遂行できる組織基盤が整いつつあるということと、それをもとに多くの業務

で成果が得られたと考えております。ただ一つ、人材確保等については引き続き課題を残した
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と考えております。 

 昨年度、16年度の業績に対しまして、部会の先生方から20項目にわたる大変貴重なご指摘を

いただきました。その指摘事項に対する17年度の対応につきましては、資料２－３の自己評価

総括表に結果を書いてございますが、総じて先生方から人材確保が非常に大事だというご指摘

を受けてきたわけでございます。18年度までの短期で見ますと、新人の確保等も含めまして、

何とか業務を遂行できる状況でございますけれども、長期的に見ますと、人材の若返り、ある

いは、放射性廃棄物等、人材の手薄な部分の手当が抜本的なめどとしてはついておりません。

そういうことで重要な課題を残してしまったということで、総合的に見て評価をＢといたしま

した。 

 続きまして、サービスのところでございます。まず、検査等に関する業務でございますが、

平成17年度の主要課題としまして、当然のことですけれども、検査を適正に円滑に実施すると

いうことが第一でございます。それに加えまして、自らの検査の質の向上とともに、原子力安

全・保安院で新しい検査制度の見直しの検討が進められておりますが、これに対して協力する

ということ。それから、長期的に見て検査員の質の向上を図ることが極めて大事でございまし

て、そのための研修の体系的整備を進めるということで、その検討を行うということが主要課

題でございます。 

 それに対しまして、具体的な状況でございますが、検査につきましては、電気事業法及び原

子炉等規制法あわせまして12種の検査がございますけれども、検査員約130名によりまして着

実に実施いたしました。平成16年度に比べまして、大幅に増加になっております。1,353件で

ございます。 

 続きまして、検査の質の向上でございます。現在自ら行っております検査制度の運用改善は

引き続き実施いたしました。特に定期検査の適正化は、定期安全管理審査との重複の部分を主

として改善するということで、平成17年７月から全面的に実施したものでございますが、定期

検査終了の都度、担当理事が現場の発電所に出かけて事業者と意見交換をし、それを踏まえて 

さらにより適正化を進めるという形で進めてまいりまして、かなり効果があったものと考えて

おります。 

 それから、定期安全管理審査につきましては、平成15年10月にスタートしたもので、当初大

変な困難を伴いました。その困難の理由は審査をする方、される方、両方に準備が十分でなか

ったということに尽きるかと思いますが、その後、改善を進めまして、平成17年度には２巡目

に入ったことを契機として、従来、品質保証体制、いわゆるマニュアル中心の審査から保守管
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理の体制の審査に重点を移した改善を進めているところでございます。 

 それから、新検査制度への取組み。保安院で現在進められております大変重要な検討でござ

います、「検査の在り方に関する検討会」に対する支援。これは関係各部協力して行っている

ものでございますが、十分な支援ができたものと考えております。 

 それから、検査等の研修の体系的整備でございます。まず、現在行っております検査員研修

等の適正な実施と改善、これは主に検査員に資格を付与するための研修でございまして、延べ

資格付与数あるいは研修履修率等、定められた計画をかなり上回る実績を上げております。た

だ、今後、検査員の質をどうやって上げていくかという意味では、体系的研修プログラムの構

築の検討、検査員研修センター構築の検討、この２つが重要でございまして、外部の有識者の

意見も聞きながら、ＪＮＥＳ内で検討を進めているところでございますが、おおむね２年先を

目途に整備したいと考えております。 

 検査に関しましては、総括的に申し上げますと、検査は適切に実施された。質の向上に関し

ても積極的に取り組んだ。研修も計画を上回るものがあり、保安院の検査制度見直しへの積極

的な貢献もなされた、等々を総合的に考えまして、評価をＡといたしました。 

 続きまして、解析・評価業務でございます。平成17年度の主要課題は、クロスチェック解析、

リスク情報の活用、耐震設計審査指針高度化のための検討、地震ＰＳＡ活用の検討等でござい

ます。このうち、次にご紹介しますクロスチェック解析の実施でございますが、平成16年度３

件に対しまして、平成17年度は18件ということで大幅に増えております。件数が増えただけで

はなくて、中身も非常に濃いものがあったかと思っております。その中でも幾つかの指摘を保

安院に回答いたしまして、それをもとに保安院における安全審査が大変深まったのではないか

と考えております。 

 次にご紹介しますのは、女川原子力発電所耐震健全性評価でございます。ご案内のように、

平成17年８月16日に宮城県沖地震が発生いたしまして、女川発電所１、２、３号機とも自動停

止いたしました。この地震におきまして、設計上の基準地震動Ｓ２を上回る観測がされたとい

うことで、女川発電所の耐震安全性に関して脚光を浴びることになったわけでございますが、

平成17年度におきましては、２号機、３号機の耐震健全性評価のクロスチェックを実施いたし

ました。 

 短期間で結果を求められたということでございますが、地震、建物、機器、配管、システム

等、各方面の専門家を結集しまして、十分な調整を行いながら、土日をいとわず短期間で処理

をいたしまして、これを原子力安全保安部会の耐震構造設計小委員会に報告しまして、了承さ
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れたものでございます。さらに、地方自治体の説明会に原子力安全・保安院を同行しまして、

説明を行ったということで、きちんとした専門家が保安院についているということで、原子力

安全・保安院の安全行政の信頼醸成に大きく貢献できたのではないかと考えております。 

 総括的に申し上げますと、クロスチェック解析18件、件数だけではなくて中身の濃い仕事を

して、国の安全審査に大きな貢献をなしたと。それから、試験研究等外部評価委員会の評価対

象業務、構造改良等でございますが、16分野ございまして、そのうち12分野でＡ評価でござい

ました。 

 以上の結果を踏まえまして、総合評価をＡといたしました。 

 続きまして、原子力防災支援業務でございます。ＪＮＥＳの業務としては比較的地味な業務

でございますが、それだけに着実に実施していくことが重要でございます。その中で、原子炉

等規制法の改正に伴いまして、核物質防護対策の強化がなされたわけでございます。この業務

自体は保安院で行うわけでございますが、先行的に技術的な支援を行うこと。それから、国民

保護法が制定されて１年になるわけでございますが、指定公共機関として着実に業務を実施す

るということ、これらが課題でございます。 

 次に紹介しておりますのは、例年行っております政府主催の総合防災訓練でございまして、

平成17年には、柏崎刈羽第４号機を対象にしまして、参加者約2,600名で実施いたしました。

企画面の工夫、その他改善事項をあわせまして、大変大きな成果があったものと考えておりま

す。 

 総括いたしますと、防災支援業務につきましては、計画した事項を的確かつ着実に実施して

きたものとして、総合評価をＢとしました。 

 それから、安全確保に関する調査、試験研究でございます。これは、調査、試験研究がゴー

ルではなくて、それを規格、基準に生かし、それが規制の適正化にどう結びつくかということ

が大事でございます。そういった意味で、新たな規制ニーズとしまして、原子力施設等の解体

廃止措置、放射性廃棄物の問題、高経年化対策等が非常に重要な課題となっております。 

 続きまして、ここに３つの組織、放射性廃棄物評価室、高経年化評価室、ヒューマンファク

ター評価Ｇrと書いてございます。放射性廃棄物評価室と高経年化評価室は平成16年度でござ

いますが、この分野は行政ニーズが高く、17年度におきましても引き続き高いレベルの業務を

実施したということで、後ほど紹介させていただきます。ヒューマンファクター評価グループ

は、本年18年２月に設置いたしました。ご案内のように美浜３号機の事故に伴いまして、事故

トラブルにおけるヒューマンファクターの要素の重要性が改めて認識されたところでございま
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して、それを規制行政にどう取り込んでいくかというのが大きな課題でございます。 

 そういった意味で２点ほど紹介させていただきますと、昨年の８月に保安院の高経年化対策

検討委員会の報告が出たわけでございますが、この報告の中でヒューマンファクターに関しま

しては、企業文化、組織風土劣化防止に関して、定期安全レビューで確認するとされておりま

して、そのためのガイドラインが保安院の内規として設定されたわけでございます。このガイ

ドラインの作成は非常に短期間でなされたわけでございますが、技術的な支援はＪＮＥＳで実

施いたしました。 

 それから、先ほど申し上げました「検査の在り方に関する検討会」に、事故故障にかかわる

ヒューマンファクターの要因分析の資料を提出いたしました。これは定期安全管理審査におき

ます指摘事項700件について要因分析をしたものでございますが、「検査の在り方検討会」の

検討に大きく寄与したということで、委員の先生方からも高く評価されたものでございます。 

 続きまして、放射性廃棄物・廃止措置にかかわるものでございます。昨年５月に原子炉等規

制法が改正されまして、クリアランス制度廃止措置等の導入がなされたわけでございまして、

昨年12月施行ということで、その施行にあわせて技術基準の整備あるいは省令改正等がなされ

たわけでございまして、その技術的な支援を行いました。既に３月10日には日本原燃から廃止

措置計画認可申請書、また、この６月には同じく日本原燃から、クリアランスにかかわりまし

て、放射能濃度の測定及び評価方法の認可申請書が出されるなど、両制度が改正炉規制法のも

とで確実に動き出したということかと思います。 

 このうち、クリアランス制度の③、④は、万一どこかでクリアランスの濃度を超えるものが

見つかった場合どう対応するのかということに関しまして、現実的な対応を検討するものでご

ざいます。その１つとして、トレーサビリティ確保のためのデータベースの整備を、保安院、

文科省、環境省とも連携しまして、その整備の着手を始めたところでございます。 

 それから、廃止措置の②解体廃棄物管理でございますが、これは保安院から研究受託したも

のでございまして、クリアランスを超えるものにつきましては、廃止措置が完了するまで発電

所に廃棄物が保管されることになりますが、保安規定上の扱いについて検討したものでござい

ます。 

 続きまして、高経年化の関係でございます。先ほども申し上げましたように、昨年８月に

「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実について」ということで、委員会から報

告が出まして、多くの重要な指摘がなされております。 

 １つは、30年を迎える前に高経年化対策の技術評価と、向こう10年の現計画の評価を国が審



－15－ 

査するということで、この審査に当たって技術的な分野はＪＮＥＳが主体的な役割を担うとい

うことでございます。それを踏まえまして、保安院におきまして、昨年12月にガイドライン、

あるいは、標準審査要領が制定されました。これに関しまして全面的に技術支援を行っており

ます。 

 一方、ＪＮＥＳが行う技術評価につきまして、そこに書いてございますが、原子炉圧力容器

の中性子照射脆化、応力腐食割れ等、８項目の審査マニュアルを短期間で作成しまして、それ

に基づきまして、福島第一の３号、浜岡１号、美浜３号につきまして、高経年化技術評価等報

告書の審査を行ったものでございます 

 同じく高経年化関連につきまして、これも先ほどの報告書に記載されているところでござい

ますが、技術情報基盤の整備を行う場として、産学官が連携して進めるということでＪＮＥＳ

の中に技術調整委員会を設置しまして、第１回目を昨年の12月、その下部に設けられました情

報基盤ワーキンググループも年度末に開催して動き出したところでございます。 

 続きまして、こういった試験研究にかかわる成果等の情報発信につきましては、関係機関に

対する情報提供、国民に対する情報提供、いろいろな手段により実施しているわけでございま

す。下に書いてございますように、ＪＮＥＳ－ＳＳレポート、これは技術レポートでございま

すが、国内外での発表、投稿、セミナー等の開催、いずれも平成17年度は16年度を大幅に上回

る実績でございます。 

 総括的に申し上げますと、安全研究に関しましては、試験研究等外部評価委員会で32件中26

件がＡ評価を受けております。それから、研究成果の活用に関しましては、設備の技術基準を

定める省令62号、これは従来、仕様を規定するものでございまして、技術の進歩に即応できな

いという問題がございましたが、これも性能規定化を18年１月に達成しております。この性能

規定化に当たりまして、大きく技術支援ができたものと考えております。その他、クリアラン

スや中間貯蔵などの技術基準の策定、高経年化対応等、多くの部分で十分な業績があったと考

えておりまして、総合評価をＡといたしました。 

 それから、安全確保に関する情報の収集、整理及び提供でございます。情報の収集整理、分

析評価、情報の提供及び広報、それから、原子力安全・保安院からの要請に適宜対応していく。

具体的には、Ｈf型制御棒のひびに関する国内外の事例調査、検査員研修センター構想、これ

は保安院の構想でございますが、その技術支援等でございます。 

 安全情報データベースは、引き続き着実にデータを蓄積しておりまして、情報提供、情報の

分析評価等を行っております。一番大事なのはこういった情報をいかに使うかということでご
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ざいまして、原子力安全・保安院に設けられた安全情報検討会は、およそ月２回をめどに、保

安院、ＪＮＥＳ両方の幹部が集まって検討しているものでございます。17年度は18回開催され

まして、検討件数が23件、うち具体的に保安院から指示が出たものが６件でございまして、そ

のうちＰＷＲのサンプ問題、あるいは、制御室の居住性、これは蒸気の侵入の問題でございま

すが、等が挙げられます。 

 続きまして、広報でございます。 

 ＪＮＥＳの業務としての広報は重要なものと位置づけてございます。特にシンポジウム、ニ

ューズレター、それからホームページ等、いわば在来型の広報につきましては、引き続き着実

に実施しておりますが、特に私どもとしましては、地元との直接対話というものを重点にして、

いわば戦略的、組織的に展開したいと考えております。 

 その一つが地方自治体、新聞社等との日ごろの定期的な意見交換、いずれリスクコミュニケ

ーションを使って、地元の大学とも協力しまして、小規模な双方向対話型の展開をしていきた

いと考えております。ここでは、15年度から実施しております地元の有力新聞社等との意見交

換会の状況を示しておりますが、大変興味深い意見をいつも頂戴しているわけでございますが、

そこに主な意見を書いてございますが、必ず言われるのが「専門用語が難解でわかりにくい」

ということで、耳の痛いところでございます。 

 続きまして、安全の情報収集、整理に関しまして総括的にコメントいたしますと、安全情報

部の情報収集、分析能力を十分に生かしまして、検査の在り方に関する情報の提供や資料の取

りまとめに対する支援、それから保安院が構想しております検査官研修センター構想に関する

技術支援等を積極的に行いました。広報につきましても、引き続き精力的に実施しております。

全体としては順調に推移しておりまして、総合評価はＢといたしました。 

 最後に、安全規制に関する国際協力でございます。主要課題は４つございますが、特に先生

方からも指摘いただいているところでございますが、アジアにおける原子力安全基盤の整備を

戦略的に進めるということでございます。１つは、アジア原子力安全ネットワークというもの

がございまして、ＩＡＥＡの事業でございまして、アジアの８カ国が参加してございます。こ

のペアリングコミッティの議長にＪＮＥＳの職員が就任しておりまして、その指導のもとにこ

のネットワークを動かしているところでございます。重要な国である中国につきましては、引

き続き研修、専門家の交流、セミナー等を実施いたしまして、人材育成に貢献するとともに、

幅広い階層でのパイプの構築に励んでいるところでございます。 

 特に昨年度は（３）に書いておりますが、日中韓、いわばアジアの原子力大国というべきと
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ころでございますが、地域の連携強化、安全情報の共有を目指して、シンポジウムを開始し、

またはワークショップを持ったところでございます。国際協力に関しましては、おおむね順調

に推移しているものと考えまして、総合評価をＢといたしました。 

 次に大項目のⅢでございます。業務の効率的な実施のところでございまして、まず法定監査

による高い評価、これはむしろ透明性の向上のところに入れた方がいいのかもしれないんです

けれども、最初に理事長からも紹介させていただきましたが、今回初めて受けました監査法人

による監査の結果、非常に高い評価を受けたものでございます。 

 具体的には、この監査法人は多数の独立行政法人の監査を行っているものでございますが、

私どもの監査が一番スムーズに、一番早く終了したということで、大変おほめの言葉をちょう

だいいたしました。 

 それから、適切な予算管理と競争入札の積極的導入、コスト削減、先ほど遠藤委員から予算

との関係をご指摘いただきましたけれども、対予算から見まして７億円を削減できたというも

のでございます。 

 それから、透明性の向上に関しましては、一般競争入札、対前年度比、件数で24％増、金額

で75％増、企画競争では件数80％増と努力いたしました。 

 そういうことで、総括的に見ますと、組織の立ち上げは２年半の短期間で、会計処理を含む

事務処理全般に関しまして、規程類をよく整備し、それに基づいて非常に着実にやっていると

いうことで、望外の高い評価を得たということ。それから、契約の透明性を確保しつつコスト

削減を達成したと、そういうことを踏まえまして、総合評価をＡといたしました。 

 その他業務運営に関する重要な事項としまして、他省庁、文科省、国交省の検査をそれぞれ

19件、13件を実施いたしました。 

 また、クロスチェック解析としまして、原子力安全委員会からの要請によりまして、大間の

原子力発電所のクロスチェック解析を実施いたしまして、総合評価をＢといたしました。 

 それから、（参考）としまして、ＪＮＥＳの中に設けられました試験研究等外部評価委員会

でございますが、構成は昨年度と変わっておりませんで、４つの分科会によりまして実施いた

しました。 

 続きまして、外部評価委員会の５段階評価とＪＮＥＳ部会３段階評価の関係につきまして、

５段階評価自体は変わっておりませんが、３段階評価との関係においては若干変更いたしまし

て、Ⅰ、ⅡをＪＮＥＳ部会のＡ、それからⅣ、ⅤをＪＮＥＳ部会のＣに対応いたしました。そ

の結果、外部評価委員会の先生方が評価を非常にしやすくなったということでコメントをいた



－18－ 

だいております。 

 最後に外部評価委員会の先生方の名簿を載せてつけております。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 いかがでしょうか、先生方、ざっと見ていただいて評価をしていただいているところですけ

れども、何か追加でご質問、ご意見をいただければと思います。 

○和気委員 視点がずれる質問になるかもしれないのですが、昨年統合した原子力研究開発機

構が独法としてそれなりに展開をして、あちらの方はハードウエアをお持ちだから、そういう

意味ではJNESの外注先としての位置づけというのはあるかと思うのですが、一方安全研究にお

いてかなり競合する部分もあるのかとも思います。この観点から他の独法とのすみ分けという

か、国民の目線から見て重複がない方がいいわけで、その辺のすみ分けみたいなものをこれか

らどんなふうになさろうとしているのか、もしお考えがあれば伺いたい思います。 

 もう一つは、これもまた今回の評価対象からずれるかもしれないのですけれども、IT化によ

る省力化は、一方で業務改善、あるいは効率化のために重要だと思うんですが、検査の過程で

どのぐらいこうしたＩＴ化が進んでいるのか、進もうとしているのか、もちろん検査ロボット

までと言うつもりはないですけれども、検査員のマンパワーをふやすというだけではなくて、

検査の質という意味では、１人当たりの検査員が生み出す検査の質及び量の向上にどのくらい

ＩＴ技術が利用可能なのか、そういったフレームワークで、これからの人材育成というか、研

修プログラムも変わってくるのか、あるいはもう既にそういう視野の中で含まれているのかを

伺いたいと思います。 

 もう１点は、これはさらに余計な質問かもしれないのですけれども、今後世界で原発施設が

ふえていく中で、日本の検査技術なり検査員のノウハウなどが国際競争力をある種持ち得るか

もしれない。あるいは国際貢献できるかもしれないという意味で、将来的にはJNESで培われた

検査システムが生かされるだろうという思いを抱いております。今後研修プログラムとか研修

の中にそういった視野がどの程度入っているのかなということをもし何か具体的にあればお聞

かせいただきたいと思います。今回の評価に直接は結びつかないんですけれども、せっかくの

機会ですので、ご質問させて下さい。 

○大橋部会長 お願いします。 
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○成合理事長 ２点あるいは２.５点のご質問であったかと思います。 

 １点の方は特に私は、ＪＡＥＡとも言っています統合法人とのすみ分けでございますが、

我々といたしましてはいろいろな研究もあるし、いろいろなもの、いわゆる規制に直接かかわ

るような形の業務を行っていると、一口に言えば考えていただいていいと思います。ですから、

ＪＡＥＡは試験用原子炉を持ったり、あるいは大きな試験研究、あるいはこういう現象はどう

してだろうというようなところ、それが一つの売り物といいますか、その成果が期待されると

ころでございます。 

 我々としましては、安全確保ということがまず第一で、それから特に国の規制にはそれをど

う活用すべきかという観点からでございまして、若干目的が違う。ただし、もちろんＪＡＥＡ

の方としましても、研究の中には安全研究に近い部分の研究だと、我々がどう使ってくれるか

ということを意識することもあるでしょうが、大きく分けますと、そういう仕分けと考えてい

ただいていいと思います。ある部分では、ごく薄い部分ではオーバーラップするところもある

かもしれませんが、目的がかなり違うし、専門になるとそのあたりはかなりはっきりしている

と考えていいのではないかと思っております。 

 それから、情報化とか何とかですが、検査につきましては、具体的にＩＴ化というか、どの

ように合理的に最近進めているかという点なども含めて。 

○安藤理事 検査員については、以前もこ説明しましたように、うちは５人チームで現地に基

本的に言うと張りつくような形でやっておりますけれども、その中で特に現場に出ている検査

員たちにどう情報を流すかということで、コンピュータのイントラをつないで、本部の持って

いる情報を現場に的確に流して、彼たちがよそで起きている情報を踏まえて、きちんと仕事が

できるようなことでやっております。 

 それから、もう一つ実際のいろいろな検査でやった、安管審で出てきた指摘事項とか、定期

検査で見つかった事項、そういうものを全部データベース化しておりまして、それをきちんと

分析して、適切な指摘と不適切なものの仕分けだとか、それから実際に出てきた問題点をどう

いうふうに処理したかというようなことをわかるような形で整理をして、うちの検査員それぞ

れがみんなアクセスして、情報をもらえるというようなデータベース化をしております。 

 それから、検査の質については、以前にもご説明しましたように、研修等で検査員の質の向

上もしていますが、検査のやり方をいろいろと工夫して、どこに着目して検査をやることが効

率的かというようなことで、検査の質の向上、あるいは効率化ということもやっております。 

 それから、海外との競争、検査員が競争するのはよくわかりませんけれども、ただ先ほどの
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曽我部の話にありましたように、アジアを含めていろいろ海外の方の研修をやっておりますの

で、その中で我々のやっている検査がどういうものかということ、あるいはやり方がどうだっ

たというようなことを含めて、そういう中では日本での検査のやり方の紹介をして、それをう

まく活用していただくということでやっております。 

○成合理事長 １点補足させていただきますと、先ほどお話がありましたように、「検査の在

り方検討会」というのがあって、今後日本の検査はどうしていったらいいかという中で、もち

ろん我々が中でいろいろ考えることもありますし、それからアメリカ、フランス、いろいろな

ところの各国ではどういう検査のやり方をやっているかというようなこともいろいろ勉強しな

がら全部やっておりますし、我々の結果をまた外国へも報告したりしていくと。 

 そういう中で、世界全体がいろいろどういうことが安全確保のためには一番いいかというこ

とをそれぞれの国のそれぞれの事情を踏まえながら今進めつつある。そして、国際協力といい

ますか、日本が国際化というところで世界に出ていくのが10年ぐらい前から特に多くなったん

ですけれども、最近は特に活発に言うようになったし、我々の方も国際的に出ていくこと、あ

るいは情報を仕入れることもかなりふえていることも事実でございます。 

○大橋部会長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 ほかいかがでございましょうか。 

 斑目先生、お願いします。 

○斑目委員 こういう外部評価というのは、どちらかというとＪＮＥＳさんが実際にやってい

ていろいろ問題点があったときには、むしろ我々の方から言うのが仕事かなと思っていること

があって、その意味でもちょっとお聞きしたいんですが、特に昨年度は「検査の在り方検討

会」等で部門間の連携を非常にやっていただいて、よく対応していただいたと思っています。

そういう意味では、これからもぜひそういうフレキシブルな対応ができる体制を整えておいて

いただきたいと思うんですけれども、外から見ていてよくわからないのは、その話と、先ほど

財務諸表等の説明があったんですけれども、そのあたりの自由度、どうしても独立行政法人と

して予算等々に縛られているところがあるんだと思うんですけれども、そのあたりは今の体制

で結構うまくいっているものなのかどうか。最終的に１億円ぐらい剰余金が出ているみたいで

すから、そういう範囲ではいかようにでもうまく、何か突発的に入ってきてもできる体制はで

きているのかなという感じがするんですけれども、★実際の処理はどんなふうに行われている

のか。お話していただける範囲で結構なんですけれども……。 
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○大橋部会長 体制づくり……。 

○曽我部理事 組織の弾力的運営に関しまして、予算上の制約は……。 

○斑目委員 ほとんどないと思ってよろしいですか。 

○曽我部理事 はい、ないと思います。 

○斑目委員 これは独立行政法人だから、そのときそのときでＪＮＥＳの意思として、特にこ

れが重要だったらそれに集中的に人員や予算を配置できる……。 

○曽我部理事 特に組織づくりに関しましては、中期計画に盛り込まれておらずに、自由に独

法の判断でやっていいということになっておりますので、適宜、適切に実施しているというこ

とであります。そのための予算も大きな制約を今まで感じたことはございません。むしろ人材

の面での制約の方がはるかに頭の痛いところでございます。 

○斑目委員 しかし、人員は限定されているわけですよね。そこはちょっと気になるし、それ

以上に優秀な人材が外にいるかどうかの問題もありますけれども。わかりました。特にＪＮＥ

Ｓみたいな組織ほど何かのことに対して柔軟な対応ができるというのが一番大切なことなので、

それがカチガチと予算や人員やいろいろなことで縛られて、いざというときには対応できない

なんていうことにならないよう、その点だけはぜひお願いしたいと思っています。その点では

現在の体制は非常に評価できるものだろうと思っています。 

○安藤理事 「検査の在り方検討会」の場合は、うちの中で関係者、先ほどの特任参事をヘッ

ドにスペシャルチーム的につくって人員を決めて、各関係部が出てきて、その中でいただいた

話とか、我々のアイデアを議論しながら支援させていただきたいということで、そういう大き

なことがあれば、各部の人を集めてプロジェクト的に進めるというようなやり方でやっていま

す。 

○斑目委員 あの件に関しては、年度初めの予定には全然入っていなかったところを、突然す

ごい話がボーンと入ってきて、１週間後ぐらいにはすごいレポートが出てきたので、よく対応

していただいたと私は評価しております。 

 ありがとうございました。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょう。 

○北村委員 １点だけ。人材の問題が懸案だということがいろいろなところで出てきているん

ですが、総枠として人員を押さえられる部分がある中で、例えば新しい業務が加わったとかい

う節目があると増員要求しやすいということがあるんでしょうけれども、任期付き任用とか、



－22－ 

行政ニーズに応じるためには人のパワーが必要だというのに総枠で締めつけられていて、どう

すればいいのかというような、工夫のしどころみたいなものは何かあるんですか。 

○曽我部理事 例えば、今回の場合は法律改正によりまして核物質防護対策の強化がなされま

したけれども、法改正に伴って業務が増えるということに関しましては、財務省と折衝しまし

て、人の枠を増やすことができます。現にそうしました。11名ぐらい増加いたしました。 

 それ以外はご指摘のように基本的にはできません。任期付き採用ですが、私どもは研究機関

ではございませんので、ポスドクの採用等を考えておられるんでしょうけれども、それは私ど

もはできません。期限付き雇用職員というのがあるんですが、これは正規の職員として定員枠

に入ってしまいます。ですから、紹介しませんでしたが、総括表には書いてございますけれど

も、工夫しましたのは、高齢者と言ったら失礼なんですけれども、私どもは60歳で定年でござ

いますが、60歳の方で非常に有能で元気な方をどんどん使っていきましょうと。65歳で非常勤

化しますと、定員の外になりますので、給与はぐっと下がりますけれども、コストパフォーマ

ンスが非常に有利になるということを考えております。 

 定員の枠については非常に厳しくて、一番頭の痛いところでございます。今は枠いっぱいま

で人が来ておりますので、これからの世代を担う新人も採れないということで、本当に苦慮し

ております。ぜひ中期目標の検討の際にはご指摘いただきたいと思います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 お願いします。 

○遠藤委員 同じ人材確保の観点なんですけれども、これまでご説明いただいている内容です

と、人材確保に苦労されているとおっしゃいますけれども、それなりに確保できてきているの

ではないかという気がするんですね。人材確保がままならぬので評価は少し下がりますと、こ

ういうご説明をいただいているんですけれども、どういうことが達成されると評価をもう少し

上げることができるのか、そこのところを、お考えがあれば。 

○曽我部理事 人材確保・育成を短期的に見るのか、長期的に見るのが適当なのかということ

に尽きると思うんですね。私ども独法はとりあえず18年度末まででございますので、そこまで

の業務が達成できる人材がいれば、それはＡでいいんだということであれば、Ａと言えるかも

しれないんですが、人材は長期的観点が不可欠であると考えています。 

 放射性廃棄物に関する分野は今後非常に重要になるんですけれども、これは極めて手薄でご

ざいまして、先ほどお話しましたように、現在、放射性廃棄物評価室は１５名程度でして、30
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名程度いないと対応できないと思います。ＪＮＥＳからその枠を外して持ってきても専門家で

はないものですから、必ずしも即戦力としては使えないという問題がございます。 

 もう１つの問題は、定員枠がいっぱいなものですから、新人を採れない。新人を採るために

人を辞めさせると、即その部分の業務が遂行できないという問題がございまして、長期的に見

ますと、新人の確保とか、手薄な分野の人材を確保できないということで、次の中期目標、あ

るいは、次の次の中期目標に向けてはかなり支障が出てくると思っております。 

○遠藤委員 ということは、かなりがんじがらめでどうにもなりませんというふうに聞こえる

んですがね。 

○曽我部理事 今のところちょっと。ですから、先ほどどの先生でしたか、答えようかと思っ

たんですが。あ、遠藤委員からですね。将来の事業規模の拡大に対して人の手当がつかないこ

とについてどう考えるのかという問題だと思うんですけれども、少数精鋭しかないと。すべて

保安行政にとって重要なものかもしれませんけれども、そこは重点化をし、外部機関とも連携

して、ＪＮＥＳができる一番重要なところに絞って少数精鋭化していかざるを得ないんだろう

と考えております。 

○遠藤委員 その考え方が運用できるようになった暁には、評価もＡということになると理解

してよろしいですか。 

○曽我部理事 はい。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 今の議論の中で放射性廃棄物の重要性とかフラクションが今後継続的に大きくなっていくと

思うんですね。うまく言わないと、誤解されるとまずいんですけれども、原子炉とか原子力の

安全性ということは専門性が高いと思うんですが、放射性廃棄物とかダウンストリームに関し

ては、原子力の専門家であれば研修とかある期間の勉強のようなことをすれば、割に簡単にと

いうと語弊がありますけれども、専門家になれるような気がしますので、そこは研修のプログ

ラムとかテキストをつくられれば、そんなに困ることはないように思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○成合理事長 原子力の人材問題は、機構にとってみたら原子力の専門家が今五十何歳以上で、

あとまで続くかということもその裏にはあったりもします。今、廃棄物の例で大変ということ、

これは今すぐにやらなければいけないので、今すぐ専門家がほしいということで、こういうふ

うな話になったわけでございますが、私自身は、原子力産業とその中における規制全体で、あ

と10年、20年後の人が少ないというところをどうやっていったらいいかと、そのことの方がむ
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しろ重大であろうと思っております。その中で規制がどういうふうな運営に入っていったらい

いかということも、全日本的に考えなければいけない問題であろうかと思っております。 

○斑目委員 ちょっと私から補足を。私が言うのも変なんですけれども、例えば廃棄物関係の

専門家と言っている意味は、これから必要なのは規格・基準類をよっぽど整備しないと待った

なしの状態なんですね。そういう規格・基準類を整備できるような人間をＪＮＥＳも何人か持

っていただきたい。その人数が圧倒的に不足している。これはＪＮＥＳの問題ではなくて、日

本全体の問題であって、ＪＮＥＳだけに責めを負わせるわけにはいかないんですけれども、Ｊ

ＮＥＳさんにも考えていただきたいなと思っています。 

 ということは、どれだけ可能性があるかわからないんですけれども、ＪＮＥＳの方々は広く

原子力全体の専門家であると同時に、ある狭い分野に関しては、例えば先ほどストレーナーの

問題とかいろいろ細かい話が出てきましたけれども、廃棄物の問題とか、もう一つ特にこれは

という、規格・基準類まで書けるぐらいの専門性もそれぞれの方が身につけていただいて、そ

れで対処するという姿が見えてきたときに、本当にこの部分は十分に手をつけられると。これ

はそう簡単だとは思わないんですけれども、ただ人の数がどうのこうのということよりは、そ

こまでを目指していただきたいと思っています。難しいのは百も承知で申し上げました。 

○成合理事長 十分わかっております。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで議題３を終わりたいと思います。 

 どうもご説明、ご質疑ありがとうございました。 

 それではこれから部会としての評価を取りまとめたいと思いますので、最初に事務局からお

話申し上げましたように、慣例で評価側のＪＮＥＳの方々にはご退席をお願いしたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

（関係者退席） 

○大橋部会長 それでは、ご審議、どうもありがとうございました。 

 これから議題４ということで、資料４－１、４－２について事務局からご説明をお願いした

いと思います。 

  

○新井統括安全審査官 それでは、事務局より評価の案についてご説明させていただきます。 
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 資料４－１が部会としての評価の取りまとめ報告書に位置付けられるものでございます。こ

の４－１の評価書をつくるに当たりまして、資料４－２に委員の先生方からいただいたコメン

トがもとになって評価書を作成するという流れになります。既に事務局として案として提示さ

せていただいています。 

 資料４－２で、委員の先生方からどのような評価及びコメントをいただいたかということに

ついて簡単に説明させていただきます。１.が総合評価でございまして、２.以降が項目別評価

となっております。項目別評価というのは、中期目標に定められた大項目、４つの項目に相当

するものでございまして、業務運営の効率化、サービス、財務内容、その他という４項目でご

ざいます。 

 まず、項目別評価の方からそれぞれの評価の集計結果についてご説明したいと思います。業

務運営の効率化に関する事項につきましては７名の委員の先生方から、内訳として、Ｂの評価

をいただいた先生が６名、Ａが１名ということで、この項目については総合的にＢと記載して

おります。 

 それから、４枚めくっていただきまして、２番目のサービスの項目でございますが、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つきましては、全員の委員の先生方からＡ

評価をいただいております。 

 それから、10ページにまいりまして、３番目の項目の財務内容ですが、財務内容につきまし

ては、Ａ評価をつけていただいた委員が６名、Ｂ評価、１名ということで、全体としてＡと記

載させていただいております。 

 最後、その他の項目につきましては、Ａ評価、１名、Ｂ評価、６名ということで、この項目

の総合評価としてＢと記載させていただきました。 

 したがいまして、全体評価につきましては、１枚目に戻っていただきますと、Ａ評価を総合

でつけていただいた委員が５名、Ｂ評価が２名ということで、全体としてＡ評価を事務局とし

て提案させていただきたいと考えております。 

 これをもとに、評価書としてまとめたのが４－１でございます。１.は17年度業務実績の評

価に当たっての視点ということで、（１）でＪＮＥＳが立ち上げ２年半ということで、昨年は

立上期にあったという状況を考慮して評価いただいたわけですけれども、今年度はそれぞれの

事業が軌道に乗ってきたということを考慮いたしまして、さらなる業務改善とか質の向上とい

ったところに視点を置いて評価をしたということを記載させていただいております。 

 評価の結果でございますが、２ページ目をごらんいただきたいと思います。３.に記載させ
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ていただいております。先ほど４－２でご説明申し上げたとおり、総合評価でＡとさせていた

だいています。 

 項目別評価につきましても、①から④の４つの項目について、業務運営の効率化がＢ、サー

ビスの部分がＡ、同じく財務内容がＡ：その他がＢということで記載させていただいておりま

す。 

 また、委員の先生方からいただきました業務改善提案等のコメントにつきましては、３ペー

ジ目の４.以降に、次年度以降の取組みの課題ということで記載させていただいております。 

 したがいまして、４－１の関係で３.の評価結果のところをごらんいただきまして、部会の

評価としてそれぞれこの評価が妥当かどうか、あるいは、その評価について記載されているコ

メントが妥当かどうかといった点についてご確認いただければと思います。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 ご質疑、ご討論に移っていただく前に、総合評価に関しては６人のご意見でしょうか、お一

人足らないような。ほかのところは、例えば（Ａ：１）、（Ｂ：６）とか７人なんですけれど

も……。 

○米山機構業務班長 お一方、コメントが書いていなかった先生がいらっしゃるので、評価だ

けで。コメントだけは６なんですけれども。 

○大橋部会長 じゃ、Ａが５個、Ｂが２個という評価でよろしいですか。わかりました。 

 それでは、ご質問、ご討論お願いできればと思います。評価自体に関してでも結構ですし、

４－１の評価書の内容とか書きぶりについてでも結構です。 

○遠藤委員 いつもなら飯塚先生がおっしゃるお話だと思いますけれども、目標とするターゲ

ットがあって、それに対して上にいったか下にいったかという観点でいきますと、財務内容の

部分につきましては、先ほどちょっと申し上げましたようにそういうところがあるんですが、

目標値というのは事業の目標もあるし財務的にどういう目標があるかと、それをベースに財務

の内容について自己評価していただきたかったというのが私の希望であります。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

○遠藤委員 ですから、来年度はそういうことを進めていただくのが、評価をする上では、

我々としてはわかりやすいと。 

○大橋部会長 予算を立てて、予算の目標を示した上で、それが決算として達成されているの

かどうか、そういうことですね。 
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○遠藤委員 はい。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

○斑目委員 ４－１の一番最後が、「ＪＮＥＳからのヒアリングは、有意義であり、今後も継

続されたい」と。まあまあこんなところかなとは思いつつも、この業績評価のやり方について

は、もうちょっと改善の余地があるのかなという気もしています。というのは、今回も評価し

ていて評価しづらかった。例えば、立地勘定と利用勘定とか、予算の出もとが別々だから、分

けて評価しろというのはわかるんですけれども、検査のどこかでちょん切ってというのはあり

得ないかもしれないんですよね。 

 業務実績評価の留意点について、一言、（３）ぐらいでそういうことを書いてはいけないん

でしょうか。というか、来年度以降もこうやって勘定ごとに評価させられるのはかなわんなと。

実態としてもＪＮＥＳの業務としては全く一体というか一つながりなんですよね。それはでき

たらこういうところにでも書いて、お考えいただきたいと思っているんです。 

○新井統括安全審査官 承知いたしました。今回、４－２の評価表のフォーマット、それぞれ

の委員の先生に送らせていただいて、その後集計しながら、フォーマットの構成自体、委員の

先生方にわかりづらい部分もあったのではないかなと、我々事務局としてもいただいたコメン

トを拝見しながら反省いたしました。 

 先ほどの立地と利用については、我々とてしも問題意識を持っているところでございまして、

できれば来年度以降そういったものを何とか一本化してまとめられないかということも含めて、

評価の作業を効率的にやれるような工夫をぜひ考えていきたいと思っています。 

○斑目委員 実際に勘定別に利用されるということはあるんですか。 

○新井統括安全審査官 今の中期目標計画が勘定別に書き分けられている都合上……。 

○斑目委員 それはわかっているんです。だからか。でも、現実問題として、検査行為自体は

一般勘定かなんかになっちゃう……。 

○米山機構業務班長 利用勘定です。 

○斑目委員 利用勘定か。だけれども、「検査の在り方検討会」の支援は立地かな、多分違う

んですね。 

○米山機構業務班長 内容によって、利用か立地に分かれます。 

○斑目委員 そもそもこれを書くとき、私もあれはどっちに属するのかなという感じだったの

で。そこだけはもう来年度からは勘弁してほしいなと。 
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○大橋部会長 そこは行政庁としては問題ないわけですか。この評価委員会としては勘定を無

視して。それとも、形式的にでも……。 

○米山機構業務班長 そうですね、例えば勘定ごとの評価が総務省の評価委員会にいくもので

すから。19年度は新しい機関になって、勘定ごとの書き分けをしなくていい形になれば可能だ

と思うんですけれども、それはまた検討していく必要があるかなと思っております。 

○斑目委員 これは保安院の方で申し上げることになるのかもしれないけれども、我々はそう

いうのを無視してコメントを、検査なら検査ということで書かせていただいて、その内容を判

断してどっちかに割り振って……。 

○大橋部会長 事務的に分けていただくということですね。 

○新井統括安全審査官 なるべく先生方にわかりやすく負担のかからないやり方を、来年度以

降はこちらとしても改善していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○米山機構業務班長 部分的に広げられても違っていても、その項目としてＡならどっちもＡ

だというふうに機械的に割り振れば簡単な話だと思いますので、評価の仕方はそんなような工

夫があるかと思います。 

○北村委員 独立行政法人通則法に基づく共通の仕分けの仕方で、業務運営とか何とかみんな

同じフォーマットだと思うんですけれども、どうも釈然と来ないというのは、これでやってし

まうと、国民の負託にこたえるとか、広報業務をどうやったというのは、どこかに一つおさま

るべきものではなくて、縦の業務の横串みたいなところがあるんだけれども、そういうのが文

章上はどこかに出てくるから、ここは国民に対する情報提供というはそこでコメントしてみる

かなとか、何か変な感じがあるんですね。 

 この４つの縦分けの中のどこかに押し込むからそうなるのか、これはＪＮＥＳとか保安院だ

けの問題ではなくて、全独法がこれでいけみたいなことだからしようがないのかもしれないん

ですが。 

○新井統括安全審査官 この４項目というのは、中期目標に掲げられた大きな４つの柱に相当

するわけでして、ほぼ全独法共通のスタイルになっております。例えば、ある事業に着目した

場合に、それが組織のマネジメントという部分で高い成果を上げたということであれば、業務

運営の効率化というところで評価していただくということになりますし、業務の中身そのもの

ということであれば２番目のサービスの部分で評価していただくということになると思います。

○北村委員 そういうことも含めて考え方を整理していただくと、次回からやりやすいかもし

れません。 
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○和気委員 昨年、ＪＮＥＳさんからご説明いただい際に、勘定ごとに業務を制約するという

枠はもうなくなって、むしろＪＮＥＳさん自体が業務はとりあえずこれでやろうというふうに、

主体的に勘定を柔軟に業務と対応できるようになったと、そんな理解を私はしておりましてた。

勘定それ自体が業務を厳格に規定するというのであれば、これはどういうことなのということ

になるけれども、実態はそうでもなくて、もっと柔軟に使い勝手のいいようになったらしいと

去年伺った記憶があります。それは行政サイドのお話なので自信はありませんけれども、そん

なふうに私は理解して評価させていただきました。 

○北村委員 運営費交付金の積立とか、予算請求のときに費目の積み上げがあるから、そうい

うところでは残らざるを得ないと、そういうことなんですかね。 

○新井統括安全審査官 そうですね。運営費交付金自体が立地勘定で幾ら、利用勘定で幾らと

いうことでもって、財務省に要求するというシステムになっていますので、それぞれに予算を

立てて執行がそれぞれの勘定ごとにどうなったかということを管理する必要がありますので、

どうしてもこの部分は今の特会制度上残らざるを得ない部分かなと。ただ、中期目標計画の書

き方だとか、評価書の書き方については、今後改善の余地があるのではないかと思いますので、

そこは我々としても努力していきたいと考えております。 

○大橋部会長 特会は目的があるわけですから、立地勘定と、今利用勘定等でしたから、そこ

を我々の中でどっちでもいいんだ、どっちも読めるんだなんていう話はない方がいいのかなと。 

○新井統括安全審査官 表向きはできないということですが。 

○大橋部会長 内部ではね。ただ、実際にはＪＮＥＳさんのやったある業務が立地の促進にも

つながるという説明はある意味ではいかようにも成り立つとは思うんですけれども、結構微妙

なところに踏み込みそうな……。 

○和気委員 そういうことであれば議事録から削除して下さい。多分私の理解は誤解かもしれ

ません。かなり柔軟に使えるようになったというようなニュアンスでを受けとめておりました

のですが・・・ 

○大橋部会長 実質は柔軟にできるんだと思うんです。 

○和気委員 どうでしょう？ 

○新井統括安全審査官 実態上、運用面においてはＪＮＥＳの方で過度に制約があって業務に

支障が出るという状況ではないと考えていますが、ただ特会は目的に沿って実施することが大

前提になっていますので、目的に沿った業務ごとにそれぞれの勘定と事業が張りついていると

いう形になっています。 
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○大橋部会長 評価委員会としてはそこまで踏み込んで考えるわけではなくて、先ほどのよう

に事務局でそこは適宜ご勘案いただく方向の方がいいような気がしますので、来年度以降はよ

ろしくご検討をお願いできればと思います。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 最後まで補足させていただいてよろしいでしょうか。 

○新井統括安全審査官 資料４－１につきましては、部会の評価の報告書という形で取りまと

めさせていただきまして、来月、７月10日、11日に経済省評価委員会、親委員会が開催される

予定になっています。したがいまして、この部会の結果を親委員会に大橋部会長からご報告い

ただくという形になります。 

 特に資料４－１につきましては、評価の報告という位置づけになりますので、今週いっぱい

ぐらいで委員の先生方からコメントを受け付けたいと思いますので、事務局までにご意見をお

寄せいただければ、最終的な文言等は部会長一任ということにさせていただきたいと思います

けれども、事務局で取りまとめさせていただければと思っております。 

 なお、冒頭、議題１のところで前回議事録の確認をさせていただきましたけれども、そちら

とあわせて今週中をめどにご意見、修正点等あれば、事務局の方までご連絡いただければと考

えております。 

 よろしくお願いします。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

○遠藤委員 ４－１の文面というか、全体の構成を書いていく中で、独立行政法人に求められ

ている業務運営の効率化という部分はすごく大きいと思うんですね。その業務運営の効率化が

最後の財務面での財務内容に直結していると思うんです。したがって、私の考えでいけば、業

務運営の効率化についても相当よくやったというような文面が入っていないと、全体を説明し

ていく上で苦しくなるのではないかという気がします。 

 今書いていただいている文章ですと、「おおむね」とか、そういうことが書かれているんで

すけれども、Ｂにしたところは、先ほどのお話にもありますようけれども、人材の確保の部分

がちょっと引っかかっているということでＢにしたということではないかなと、私自身はそう

考えているんですが、ほかの業務の効率化については去年我々が出していますコメントを相当

前向きに聞いていただいて、対応していただいているんですね。そういう点では評価していい

のではないかなというのが基本的な考え方なんですけれども、それをベースにあっさりＢ評価

という書き方よりも、もう少し強めに書かれた方がよろしいと思います。 
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○大橋部会長 ありがとうございました。 

 要求以上のことをしているけれども、一部についてというようなことですね。 

 じゃ、そこの業務運営の効率化に関してＢの評価の説明のところを工夫させていただきます。 

 それでは、全般に関して総合評価なんですけれども、昨年度と変わることになりますけれど

も、５名がＡと評価いただいて、２名がＢと。Ｂのコメントの内容を拝見いたしますと、内容

的にはほとんどＡに近いＢと評価いただいているような感じもありますので、委員会の全体の

合意としてＡということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、いろいろコメントをいただいていて、私も拝見いたしておりますけれども、次期

の中期計画を検討するのに参考になるコメントをたくさんいただきまして、ありがとうござい

ました。これはまたそういう方向で検討に供させていただければと思います。 

 ４－１については、今いただいたご意見をもとに修文いたしますけれども、先ほど事務局か

らご説明いただいたように、今週中ぐらいにご連絡いただければ、またそれを反映して事務局

と私で文章を作成したいと思いますので、よろしくご指導をお願いできればと思います。 

 それでは、その他議題として今後の予定で、先ほど親委員会の件はご紹介いただいたんです

けれども、中期目標に関してお願いできますでしょうか。 

○新井統括安全審査官 それでは、今後の当面予定されているスケジュールでございます。先

ほど申し上げましたとおり、親委員会が７月10、11日で、17年度評価について各部会から報告

いただく予定にしております。 

 同じく７月28日に、今度また親委員会が開催される予定になっていまして、こちらにつきま

しては、今年度見直し対象になっている法人について、組織、業務の見直し案を親委員会で議

論するということになっています。したがいまして、その少し前にＪＮＥＳ部会を開催させて

いただきまして、ＪＮＥＳの第１期から第２期の移行に当たって組織、業務をどのように見直

すかといったことについてご議論をお願いしたいと考えています。 

 既に次回、第11回の部会につきましては、各委員の先生方にスケジュール等を伺っていると

ころでございまして、現在集計させていただいた状況ですと、一部ご返事をいただいていない

委員の先生もいらっしゃるんですが、今のところ７月26日の午後で予定させていただければと

考えています。後で正式な案内は事務局の方からまたご連絡差し上げたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○大橋部会長 では、７月26日の午後ですか。 
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○新井統括安全審査官 午後２時から午後４時でお願いします。 

○大橋部会長 では、お忙しいところ恐縮ですけれども、ご予定をお願いできればと思います。 

 それでは、以上でよろしゅうございましょうか。短期間にご評価いただきましてありがとう

ございました。また、本日も貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。 

 これで第10回ＪＮＥＳ部会を終了したいと思います。 

 ありがとうございました。 


