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参考資料６

「独立行政法人原子力安全基盤機構の主要な事務及び事業の改廃

に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案

平成１８年１２月１８日

経 済 産 業 省

Ⅰ 最近の状況に関する基本認識

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「JNES」という。）は、平成１４年３月２９日の閣議決

定「公益法人に関する行政の関与のあり方の改革実施計画」により行政改革の一環として国が

それまで３つの公益法人へ委託、指定していた業務を全て引き上げ、整理、合理化を図り、国

の検査の一部と併せて移管させたもので、法人の統合ではなく、新たな独立行政法人を設立さ

せたものである。

当初は、平成１６年４月１日に設立の予定であったが、平成１４年８月に発覚した電力会社の

一連の不正記録問題への対応として平成１５年１０月より、原子力安全規制の強化が図られる

ことになり、この一翼をJNESが担うことになり、発足が半年間前倒しされ、平成１５年１０月１日

の発足となっている。

JNESは、第一期中期目標期間（平成１５年１０月から平成１９年３月までの３年半）において、

定められた中期目標を達成するため、着実に業務を実施するとともに、我が国の原子力安全に

関する基盤整備を図ってきたところである。

［JNESを取り巻く最近の状況①（エネルギー全般）]

JNESに係る一般社会的動向としては、まず我が国を含めた世界的なエネルギー需要の変

化、特に昨今の原油価格の高止まり等の問題がある。資源の乏しい我が国はエネルギー総供

給の約８割を海外に、また、約５割を石油に依存している一方、今後アジア諸国を中心とするエ

ネルギー需要の大幅な増加が予想され、石油の中長期的な安定供給が懸念されている。ま

た、電力自由化に向けた各電力会社のコスト削減対応等の動きもある。

我が国における総発電量に占める原子力発電の割合は、平成１７年度現在、約1/３をしめて

おり、資源の乏しい我が国の重要なエネルギー源となっている。また、原子力発電は、化石燃

料のように二酸化炭素の発生の問題もなくクリーンなエネルギーとして京都議定書の採択を受

け定めた「地球温暖化対策推進大綱」による地球温暖化防止対策の一つでもあるとともに我が

国のエネルギーセキュリティの面からも重要である。



ＭＯＸ燃料：再処理等により得られたプルトニウムとウランを混ぜた混合酸化物燃料*1

- 2 -

［JNESを取り巻く最近の状況②（原子力発電所）]

発電用原子炉は、平成１８年３月３１日現在５５基が運転中であるが、平成２２年には、運転

開始後３０年を超えるプラントが２０基となり、運転開始４０年を迎えるプラントが現れてくる。こ

れに伴い運転プラントにおいては、経年変化を踏まえた適切な保安管理活動の実施による安

全性と安定性の確保が最優先課題となるとともに、安全確保上重要な行為に着目した検査制

度の導入等が今後の課題として考えられる。

また、原子力発電所の新設・増設も引き続き見込まれる。平成１８年７月２８日現在、建設中

のプラントは、北海道電力泊３号機（平成２１年１２月営業運転開始予定）、中国電力島根３号

機（平成２３年１２月営業運転開始予定）の２基である。新規プラントは、電気事業者の「平成１

８年度供給計画」によれば、平成２４年度までに１１基（総電気出力1,494万5千kW）の着工が計

また、今後の中長期的な目標として、平成１８年５月に当省が策定した画されている。

「新・国家エネルギー戦略」においては、「原子力発電を将来にわたる基幹電源として

位置付け、２０３０年以降においても、発電電力量に占める比率を３０～４０％程度以

上とすることを目指す」とされており、新・増設を着実に進めていくとされている。

高速増殖原型炉「もんじゅ」については、平成７年１２月のナトリウム漏えい事故による運転停

止から平成２０年初頭の臨界を目標に改造等を含め準備中である。

一方、原子力発電所の廃止という新たな課題にも直面している。日本原電東海発電所は、平

成１０年３月３１日に営業運転を停止し、平成１３年６月に全燃料搬出を完了させ、同年１２月か

ら解体工事に着手しており、原子炉本体及び各建屋の解体撤去については平成２３年から平

成２９年に実施が予定されている。また、新型転換炉「ふげん」は、平成１５年３月に運転を終了

している。

［JNESを取り巻く最近の状況③（核燃料サイクル、放射性廃棄物）]

ウラン資源を輸入に頼る我が国にとって、使用済み燃料を再利用してプルトニウムをエネル

ギー資源として活用する核燃料サイクルの確立が中長期的な重要課題である。今後、MOX加

工・再処理・中間貯蔵施設の操業、これに伴う放射性廃棄物処分等が本格化すると見込まれ

る。

ウラン燃料加工施設については、現在５社（濃縮を含む）が操業中である。MOX燃料 加工
*1

施設については、日本原燃が平成２４年４月の操業を目指している。また、日本原子力研究開

発機構（以下「JAEA」という。）の東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の加工施

設としての安全審査が進められている。

使用済燃料の再処理については、JAEAの東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究

所の再処理施設は事業開始後２４年以上経過している。また、日本原燃が平成１９年８月の操

業開始に向けた準備を進めている。
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使用済燃料貯蔵施設（中間貯蔵施設）については、平成１７年１１月青森県むつ市に「リサイ

クル燃料貯蔵株式会社」が設立され平成２２年の操業開始を目途に準備を進めている。

高レベル放射性廃棄物 処分の事業については、平成１２年１０月に告示された「特定放射
*1

性廃棄物の最終処分に関する計画」（通産省告示第592号）では、平成２０年代前半を目途に精

密調査地区を選定し、平成３０年代後半を目途に最終処分施設建設地を選定するとし、最終処

分の開始は平成４０年代後半を目途としている。

低レベル放射性廃棄物の処分について、炉心等廃棄物の余裕深度処分に関しては、処分場

開設に向けて事業者により本格調査等の具体的な準備が進められている。また、発電所の解

体工事等に伴い発生する大型金属廃棄物及び非固形化金属等廃棄物の浅地中処分について

は、東海発電所の廃止措置の進捗に伴い、近い将来実施される予定である。

また、浅地中処分に係る廃棄体について、事業者は新しい製造方法を計画している。

［JNESを取り巻く最近の状況④（海外の状況）]

海外の原子力情勢に目を向けると、米国、英国などでは近年の石油価格の高騰、エネルギ

ー・電力需給の切迫、及び環境汚染対策とも関連し、安定かつ低コストのエネルギー源として

新規原子力発電所の建設に向けた動きが活発化している。アジアにおいても同様であり、中国

は、急激な経済発展に伴うエネルギーの不足解消のため、原子力発電所の建設に積極的に取

り組んでいる。また、ベトナムやインドネシアも原子力発電の導入を検討している。

一度原子力災害が発生すると影響は一国にとどまらず、他国へも及ぶため、事故情報の共

有による安全水準の向上や安全基準の策定など、国際的な原子力安全水準の向上に向けて

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）や経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）などが積極的に活

動している。

［JNESに期待される役割］

JNESが実施している業務は、原子力施設等に関する検査等、安全性に関する解析・評価、

防災支援、安全確保に関する調査・試験・研究及び安全確保に関する情報の収集・分析・提供

など、多岐にわたるもので、JNESは、その設立経緯を踏まえ原子力安全規制当局である原子

力安全・保安院（以下「NISA」という。）と連携し、国民の安全確保という重要な役割の一翼を担

うという強い使命感をもって、その業務を公正・中立かつ厳格に実施することが求められてい

る。

また、専門機関として広く知見を集め、科学的・合理的な判断に基づき、常に原子力安全規

制の高度化に貢献していくこと、及び、そうした安全規制に係る情報を積極的に国民にわかり

やすく提供し、透明性を高めることにより、原子力の安全確保に対する国民の信頼を得ることが

求められている。

このため、JNESは、専門的知見、経験を有する人材を確保し、その能力の更なる向上に努

め、また、ＮＩＳＡのニーズを的確に把握し、業務を効率的、効果的に実施することにより、NISA
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における安全規制の効果的かつ着実な実施に貢献し、さらに、それらを通じて、原子力安全の

確保及びその向上に寄与する必要がある。

以上のようなJNESへの期待に対し、JNESは、原子力についての専門性を有した技術集団とし

て、熱意をもってこれに応え、使命を果たしていく必要がある。

Ⅱ 原子力安全基盤機構の業務内容の重点化

［JNESの役割］

原子力安全規制におけるJNESの主な役割（ＮＩＳＡとの役割分担）は以下のとおり。

・ 法律に基づく検査をNISAと分担して実施

・ 審査等における解析結果等のＮＩＳＡへの情報提供

・ 審査基準等策定における試験データ等のＮＩＳＡへの情報提供

・ 規制制度見直しにおける技術データ等のＮＩＳＡへの情報提供

［原子力安全規制を巡る今後の課題と取り組み］

原子力安全規制において今後重点的に取り組むべき課題とそれに対するＪＮＥＳへの期待は

以下のとおり。

（１）高経年化対策

平成１６年８月に発生した美浜発電所事故を契機として、運転期間が長期に亘る高経年化

プラントへの社会的関心が高まったことを受け、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保

安部会（以下「保安部会」という。）において高経年化対策に係る検討が行われた。この検討

の結果、平成１７年８月３１日に報告書「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」が取りまとめられた。

この報告書に基づき、事業者に高経年化プラントの健全性を評価する高経年化技術評価

及び長期保全計画の策定が義務付けられ、平成１８年１月より該当するプラントへの適用を

開始している。

ＪＮＥＳに対しては、高経年化に関する技術情報基盤の整備、事業者が実施した高経年化

技術評価や長期保全計画の妥当性確認が期待される。

（２）原子力安全規制への「リスク情報」の活用

安全規制の科学的合理性を向上させるために、米国を始めとして諸外国でリスク情報を活

用した安全規制導入の施策が段階的に進められている。日本では、平成１１年５月に原子力

安全委員会が「リスク情報を活用した安全規制の導入の基本方針」を発表し、平成１７年１０

月に中間報告案をとりまとめた。これらを受けて、平成１６年１２月にNISAは、「リスク情報活

用の基本的考え方」を表明し、リスク情報を活用した安全規制の導入に向けて、実施計画の

策定、規制ガイドラインの整備、リスク情報活用のための基盤の整備等の具体的な施策の推

進が開始されている。

ＪＮＥＳに対しては、実施計画の策定、規制ガイドラインの整備への貢献、リスク情報活用
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の基盤整備等が期待される。

（３）耐震に係る安全規制

原子力安全委員会は、平成１８年５月に最新知見等を反映して「発電用原子炉施設の耐震

設計審査指針」の見直し案を策定した。これに伴い、審査基準類の整備、既設施設の新指針

への適合性確認（バックチェック）の実施等が急務である。

ＪＮＥＳに対しては、地震によるリスクを適切に評価する手法の高度化とそれらを用いた評

価及びレビューのためのガイドライン策定、事業者が実施するバックチェックの妥当性評価、

地震停止後の健全性確認方法の検討等への貢献等が期待される。

（４）原子力発電所関連

① 原子力発電所における検査制度の在り方

平成１７年１１月に保安部会検査の在り方に関する検討会（以下「検査の在り方検討会」

という。）が再開され、規制当局の限られた資源の効果的、効率的な活用及び一層の安全

確保の向上につながる検査の在り方について検討が進められ、平成１８年７月、「原子力

発電施設に対する検査制度の改善について(案)」が取りまとめられ、保全活動に対する検

査制度の導入及び安全確保上重要な行為に着目した検査制度の導入等の方針が示され

た。

ＪＮＥＳに対しては、新たな検査制度構築の際に必要となる様々なプラントデータの体系

的整備、並びに新しい検査制度に基づく検査の実施が期待される。

② 原子力発電施設の技術基準の性能規定化と体系的整備

原子力発電施設の技術基準についての考え方を見直し、これまでの要求される仕様を

中心とした規定から、要求される性能を中心とした規定とすること、加えて、性能規定化さ

れた技術基準を実現するための仕様は規制当局が技術評価した社団法人日本機械学

会、社団法人日本原子力学会、社団法人日本電気協会等が策定する規格基準類（以下

「学協会規格」という。）を活用することとした。この考えに基づき改正された「原子力発電設

備に関する技術基準を定める省令」は平成１７年７月１日付けで公布され、平成１８年１月１

日から施行された。

この制度が機能するためには、必要な項目すべてに対して学協会規格が策定されてい

ることであり、また、これらの学協会規格が妥当であることの技術評価を行うことが必要で

ある。

ＪＮＥＳに対しては、学協会規格の整備への参画やデータ提供による整備推進及び策定

された学協会規格の技術評価等が期待される。

③ 高速増殖原型炉「もんじゅ」の再稼動に向けた取組み

「もんじゅ」の再稼動に対する安全規制としては、今後、改造工事に係る使用前検査、保

安規定の変更認可、および取替燃料や取替炉心に係る設計および工事方法の認可（以下

「設工認」という。）に係る審査など、法令に基づく規制を確実に実施することになる。また、

JAEAが実施する改造工事やその後の運転時における品質保証体制、アクシデントマネジ
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メント策の有効性評価を含む安全性総点検のフォローアップ、および長期間使用を停止し

ている機器・システム等の健全性確認に対しても、規制としての確認が求められている。

ＪＮＥＳに対しては、クロスチェック解析などの法令に基づく規制に対する貢献、アクシデ

ントマネジメント策の有効性評価、長期間使用を停止している機器・システム等の健全性確

認方法の整備への貢献等が期待される。

（５）核燃料サイクル施設関連

①燃料加工施設、使用済燃料再処理施設

燃料加工施設、使用済燃料再処理施設の事業許可、設工認、各種検査等における

規制要件との適合性確認等のための判断基準を整備する必要がある。

ＪＮＥＳに対しては、安全評価手法や規制における判断基準類の整備への貢献、ク

ロスチェック解析コードの整備等が期待される。

② 中間貯蔵施設

平成１１年、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。）に中間貯蔵施設に係る要件が規定されて以降、これまでに関連省令の制

定、安全審査指針及び技術検討報告書の策定が行われた。また、学協会規格は、現在改

訂作業が行われている。

平成１７年１１月青森県むつ市に中間貯蔵施設整備を目的とした「リサイクル燃料貯蔵株

式会社」が設立されたことから、今後事業許可申請が提出され、安全審査、設工認に係る

審査等が行われることが予想される。

ＪＮＥＳに対しては、これら審査に必要なデータの取得等が期待される。

（６）放射性廃棄物等の処理、処分

① 高レベル放射性廃棄物の処分

高レベル放射性廃棄物等の規制については、保安部会廃棄物安全小委員会において、

処分事業の開始から事業の廃止までに必要な安全規制制度の法的枠組みについて検討

を行い、平成１８年９月に報告書が取りまとめられた。この中では、処分地選定プロセスの

段階からNISAが規制機関として地層処分に係る実施機関が行う調査のガイドラインの策

定等を行うことが求められている。この報告書に基づき、現在、安全規制法の整備に向け

また、原子力安全委員会では安全審査基本指針の検討が予定た検討が行われている。

されている。

このためＪＮＥＳに対しては、ガイドラインの策定や法律施行に向けた技術基準の策定、

さらに原子力安全委員会における安全審査基本指針の検討等に向けた技術情報提供等

が期待される。
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② 炉心等廃棄物、TRU 廃棄物等の処理、処分
*1

炉心等廃棄物の処分に関して、原子力安全委員会では、炉心等廃棄物やTRU廃棄物を

含め低レベル放射性廃棄物の埋設に関する安全規制の基本的考え方等の検討が行われ

ている。また、保安部会廃棄物安全小委員会においても、炉心等廃棄物の余裕深度処分

に係る安全規制についての検討が進められている。

低レベル放射性廃棄物のうち均質固化体、充填固化体等については、事業者が計画し

ている廃棄体の新しい製造方法等に関連し、技術基準適合性を個々に確認していく必要

がある。また、大型金属廃棄物や極低レベル放射性廃棄物のうち金属等廃棄物について

は、技術基準や埋設時確認方法が検討される予定である。

ＪＮＥＳに対しては、炉心等廃棄物、大型金属廃棄物、極低レベル放射性廃棄物の金属

等廃棄物及び返還廃棄体に係る技術基準や廃棄確認の整備に向けた貢献等が期待され

る。また、TRU廃棄物、ウラン廃棄物等については、原子力安全委員会による安全規制の

基本的考え方等検討結果を踏まえて技術基準等の整備への貢献等が期待される。

③ クリアランス

平成１７年５月の原子炉等規正法の改正により、原子力施設に用いられた金属、コンクリ

ート等で放射能濃度が著しく低く、基準以下のものについては通常の廃棄物と同等の処

分、再生利用を可能とするクリアランス制度が導入されたことから、本制度の運用に備えた

規制制度の整備がなされた。また、本制度に基づき、東海発電所の廃止措置で発生した廃

棄物に対する「測定・判断方法」の認可申請が平成１８年６月になされた。今後は、クリアラ

ンス制度の軽水炉への適用、さらには、核燃料サイクル施設に対するクリアランスのあり方

に関する技術基準等の整備を行う必要がある。

ＪＮＥＳに対しては、事業者が申請する測定方法の妥当性を確認するときに使用する実

際の廃棄物を模擬した線源を用いたクリアランス測定装置の性能確認方法の確立、クリア

ランス確認、クリアランス制度運用のための不測の事態対応等が期待される。

（７）廃止措置

廃止措置に係る規制は、平成１７年５月の原子炉等規制法改正により、現行の届出に代え

て、国が解体工程･方法等に関する廃止措置計画を認可する形態となり、廃止措置中の安全

規制（施設定期検査､保安検査等）は、廃止措置の進捗により、施設に求められる機能や保

安活動の内容の変化に応じて段階的な規制が実施されることになっている。

ＪＮＥＳに対しては、海外の廃止措置の実施例を参考にリスクレベルに対応した規制基準、原

子力施設廃止措置段階に応じた安全規制、解体撤去後のサイト解放の考え方等の課題の解決へ

の貢献、東海発電所の廃止措置により得られた知見のふげんや軽水炉原子力発電施設及

び核燃料サイクル施設への反映等が期待される。
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（８）核物質防護対策

平成１３年９月１１日の米国における同時多発テロの発生以降、核物質防護を巡る状況

は、より厳しさを増している。このような状況に的確に対応し、我が国の原子力施設の防護水

準をＩＡＥＡの最新ガイドライン等に示される国際的に遜色ないレベルにまで引き上げ、核物質

防護体制を磐石のものとするためには、治安機関との連携強化や事業者における自主的な

防護措置の拡充等、現行制度の枠内での核物質防護対策の継続に加え、法的措置の整備

を含む抜本的な核物質防護対策の強化が必要であり、そのため原子炉等規制法改正を実

施したところ（平成１７年１２月施行）。

ＪＮＥＳに対しては、事業者が実施する核物質防護対策に対する審査、検査等における判

断基準の作成、情報提供等が期待される。

（９）ヒューマンファクター関連

これまで我が国の原子力施設においては中央制御室のマンマシンインターフェイス設計及

びディジタル装置設計に関する分野及び事故故障の原因究明の分野においてヒューマンファ

クターが安全規制の対象とされてきた。

しかしながら、平成１６年８月に発生した美浜３号機事故を契機に、設備の高経年化ととも

に組織風土も劣化するとの認識のもと、組織風土（安全文化）の維持向上について事業者の

取組状況を把握することになった。さらに検査の在り方検討会において、見直しの一つとして

人的過誤、組織的要因、安全文化の劣化への対応強化が検討された。

ＪＮＥＳに対しては、人的・組織的要因によるトラブル事例の収集・分析・評価、事業者の安

全文化・組織風土の劣化を評価する新たな規制制度の構築への貢献等が期待される。

（１０）国際協力等

国際協力として、JNESに対しては以下の取組みの強化が期待される。

① 新規プラントの建設や原子力発電の導入が今後予想される中国、ベトナム、インドネ

シア等に対する、当該国の規制機関の人材の育成を目的とした研修等の実施

② 原子力安全条約を始めとする原子力の安全確保や緊急事対応に関する各種条約

会合や、二国間・多国間会合（ＩＡＥＡ、 各種専門家会合も含む）OECD/NEA
に積極的に参加することなどにより、我が国原子力安全の更なる高度化のため

に必要な情報の収集及び国際的な意見形成の場に我が国の意見を反映させるこ

とが期待される。
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Ⅲ 効果的・効率的な業務・組織運営

１．業務運営の効率化

（１）民間への業務委託を通じた業務運営の効率化

試験研究の実施に当たっては、必要となる施設は、JNESが固定的経費を負担することが

ないよう、既存の国内外の施設を活用するよう努めるとともに、必要な人的資源についても、

JNESにおける人材育成、ポテンシャルの維持等の要請とのバランスを考慮しつつ、外部の専

門家を積極的に活用する。また、その他の業務に実施に当たっても、効率的に業務を実施で

きる場合は、民間等への業務委託を実施する。

（２）関係機関との連携強化による成果の質の一層の向上

業務の計画策定及び実施において、JAEA、大学、原子力学会等の学協会等との連携を強

化することにより、成果の質の一層の向上を目指す。

特に、安全研究については、ＪＡＥＡがＪＮＥＳから委託を受けて実施している事業もあり、今

後一層、効果的、効率的に安全研究を実施していくためにもJAEAとの連携強化を図ることが

重要である。

また、日本原子力技術協会については、立場は異なるもののJNESに関連する業務も多々

あることから、適切な情報交換等をはじめ今後の協力関係について検討を進める必要があ

る。

なお、技術的知見等に係る専門性により、現時点ではNISAがJNES以外の安全研究実施

機関に委託している安全研究に関しても、その内容を知悉し成果を一元管理するとともに、

関係研究機関との情報交換や連係をさらに強化し、NISAを支援する中核機関として、自らの

役割を強化していく必要がある。

２．財務基盤の維持・充実

第一期中期目標期間においても適切な予算執行に努めてきたところ。業務全体の見直しを

図り適正化するとともに、適正化された業務フローに基づくシステムを構築することにより、一層

の予算執行の適正化を図る。このことにより、財務基盤の維持・充実を図る。

３．見直しに向けた具体的取り組み

JNESは、第一期中期目標期間当初より、特定独立行政法人でない独立行政法人、即ち、非

公務員型の独立行政法人として、制度的自由度が高い組織形態を採用している。これにより、

検査業務、解析評価業務、規格基準業務、防災支援業務、安全情報業務等に関する職員の専

門的知見を涵養するとともに、専門性の高い職員の定着を図り、行政ニーズに機敏に対応出

来る体制をとっている。

JNESは、引き続き、非公務員型独立行政法人としてのメリットを活用し、一層柔軟かつ機動

的な組織運営に取り組むことが求められる。具体的には以下の見直しを行う必要がある。
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（１）ＪＮＥＳのリソースが限られていることから、業務実施に関する集中、選択等は必須とな

っている。一方、廃棄物関係業務、高経年化対策業務、核物質防護対策業務、クロスチェ

ック解析業務、学協会規格の技術評価等、規制ニーズが増大しているところであり、これら

を着実に実施できるよう人員体制整備に向けた見直しを行う。

安全規制の向上のために実施する調査、試験及び研究業務については、高経年化（２）

対策事業、廃棄物関連事業等の喫緊の課題に重点化するとともに、提案公募型調査

研究については廃止する。

なお、その他の事業についても、廃止を含めた積極的な見直しを行うことによ

り、経費の縮減を図るものとする。

また、原子力を巡る動きを踏まえ、今後必要となる行政ニーズを自らも規制の視

点に立って的確に把握することに努め、安全規制制度の整備、高度化、効率化のた

めに優先的に取り組むべき課題を積極的にNISAに提案していくとともに、事業目

的、達成状況等を勘案しつつ、事業の廃止も含めた積極的な見直しを行い、ＰＤＣ

Ａサイクルを的確に遂行していくものとする。

また、公的研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正受

給の防止対策を強化する観点から、総合科学技術会議が示した「公的研究費の不正

使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年８月３１日）等

に沿った取組を行うことにより、業務の適正な運営を図るものとする。

安全情報業務については、収集情報を精査した上で、より重要度の高いものに重（３）

点化するとともに、安全情報データベースの体系を見直し、データ入力に係るコス

トを削減すること等により、業務の効率化を図るものとする。

検査等業務については、新たな検査制度の導入に向けた動向等をも踏まえつつ、（４）

検査体制の見直しを図るとともに、中長期的な視点に立った人材育成の強化及び職

員の資質の向上等の取組を通じた検査の質の確保等により、業務の効率的かつ効果

的な実施に努めるものとする。

原子力防災に関する研修事業については、原子力安全・保安院が独立行政法人日（５）

本原子力研究開発機構等他の機関への委託により実施している事業との重複が見ら

れるといった状況を踏まえ、その重複の排除や事業の統合など整理合理化を推進す

ることにより、経費の縮減を図るものとする。

その他（６）

①随意契約の見直し

随意契約により委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の

適正化について」（平成 年８月 日付け財計第 号。財務大臣から各省各庁18 25 2017
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の長あて。））等を踏まえ、関連公益法人を始め特定の団体との契約の在り方の見

直しなど不断の見直しを行うこととし、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見

直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図る。

②中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等

原子力安全・保安院の政策目標における原子力安全基盤機構の任務の位置付け、

国・民間等との役割分担など、原子力安全基盤機構が担う任務・役割を明確にする

とともに、その任務・役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の方針を具体

的に明記するものとする。

その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水

準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すものとする。

また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を一層促進し、その結果を

事業選択や業務運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保する

とともに、原子力安全基盤機構の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、

決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図るものとする。

③効率化目標の設定及び総人件費改革

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標等と同程度以

上の水準の目標を具体的に示すとともに、業務の質の向上についても極力客観的か

つ具体的な目標を示すことにより、一層質が高く効率的な業務運営を目指すものと

する。

その際、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の

推進に関する法律（平成 年法律第 号）等に基づき、５年間で５％以上を基本18 47
とする削減の着実な実施を図るとともに、役職員の給与に関し国家公務員の給与構

造改革を踏まえた見直しを実施するものとする。

④資産の有効活用等に係る見直し

原子力安全基盤機構が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、自

己収入の増加を図る観点から売却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活用

。等により、土地・建物等の効率的な活用を行うものとする


