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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成１９年度業務実績評価（案）

１．総合評価

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定

業務運営の効率化 （２０％）

サービスの質の向上

検査等業務 （２０％）

安全審査関連業務 （１５％）

防災関連業務 （ ５％）

安全研究・安全情報関連業務 （１５％）

国際業務、広報業務 （ ５％）

財務内容 （２０％）

その他 （ ０％）

Ａ（４点）

Ａ（４点）

Ａ（４点）

Ａ（４点）

Ｂ（３点）

Ａ（４点）

Ｂ（３点）

－

４点×２０％＋４点×２０％＋４点×１５％＋４点×５％

＋３点×１５％＋４点×５％＋３点×２０％＝３．６５点
Ａ

総合評価のポイント

○各事項の評定のウエイトについて

➢「業務運営の効率化」については、政府が一丸なって取り組みを強化している「簡

素で効率的な政府を実現するための行政改革」の趣旨を踏まえ２０％とする。

➢「財務内容の改善」については、業務運営の効率化と同等のウエイトが適切である。

➢「サービスの質の向上」については、独立行政法人の業務の実績の重要性を踏まえ

６０％とする。

○総合評価について

(1)業務運営の効率化に対する評価について「Ａ評価」

平成１９年７月の新潟県中越沖地震に対応すべく、直ちに組織の見直しに着手し

「耐震安全部」を新設したことは大いに評価できる。

また、当該機構の年齢構成の解消及び大量の退職者を見込み、計画を大幅に超える

採用が達成（十数名→34 名）されたことや昇任昇格制度を大幅に見直したことは評

価できる。さらに、随意契約についても契約金額で平成 18年度の 47%から 22%へ半減

以下となったように計画以上の成果を上げたと評価できることから、A評価が妥当で

ある。

➢運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、一般管理費は毎年度平均で前年度

比 3%以上を削減、事業費（Ⅲ１．にいう検査等に係るものを除く。）については、毎年度平

均で前年度比 1%以上の削減を行う。このため、予算において、一般管理費については約３%、

検査等を除く事業費については約 1%の削減を行っている。

➢また、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 18 年法律第 47 号）等に基づき、5 年間で 5%以上を基本とする削減（平成 19 年度
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予算における人件費を基準とし、23 年度までの 4 年間で 4%以上の削減）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。更

に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）に基

づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続することとしている。

➢物品及び役務の調達等については、平成 19 年度においても契約相手先に求められる要件を一層

厳しくする等厳正な審査を行い、より透明性、公平性の確保に努めてきた。さらに、平成 19 年度は、

少額随意契約金額基準の見直しを行い、国の基準に準じて金額の引き下げを行い、一般競争入札

の拡大を図った

(2)サービスの質の向上に対する評価について「Ａ評価」

当該機構は、国の原子力安全規制業務の一部及びその支援を主たる業務としてい

る。被規制者が行った原子力の安全確保に対する確認、規格基準の整備支援を通じ

て規制制度の高度化等を行うことによる安全の信頼性の確保が、当該機構の業務、

すなわちサービスであり、このサービスを提供する対象は、国であり、事業者であ

り、広くは地元住民等を含む国民である。

サービスの評価に当たっては、当該機構が行った事業の達成度を評価することは、

もちろんのこと、このサービスの対象である国、事業者、地元住民等からのサービ

スの提供に対する評価が重要な視点である。

平成１９年度は、柏崎刈羽原子力発電所が全て停止し全原子力発電所の電力の２

０％程度が供給出来なくなるなど、新潟県中越沖地震の影響による原子力施設の耐

震安全性の確保が、極めて象徴的な出来事であった。

この難局を乗り切るため、これまでの知見では確認できなかったような事象を解

明することが求められ、当該機構は新設した耐震安全部に全ての技術を集中させ、

想定を超える地震の原因究明を行うとともに、その解析結果により、新耐震設計審

査指針に基づき事業者が行う耐震バックチェックに対して国が行う妥当性確認を軌

道に乗せることに多大な貢献を行った。また、現地における立入検査、地震による

発電所の被害確認及び機器の健全性を評価する解析を実施し、特に機器の健全性を

評価する解析においては事業者が実施した解析で用いたプログラムのミスを発見す

るなどの成果を上げている。さらに、新しい知見を得るため、海洋調査を行い、こ

れら成果について国の委員会、町議会、国際会議、地元説明会等に対する説明、積

極的な学会発表等により説明責任を果たすなど、極めて高いパフォマンスを発揮し

た

なかでも、中越沖地震時にきわめてニーズが高かった海外への情報発信を迅速に
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行い、情報の質の高さと速さから海外で高い評価を得た。また、中越沖地震に関し

て来日したＩＡＥＡの調査ミッションに対する支援業務なども的確に行われてお

り、その結果として我が国の耐震設計の技術力の高さを世界中から認められている。

検査関係においても、保安院が実施している検査制度の見直しにおいて、新しい

検査に関する手法の検討等、技術的な面や運用の面からの多角的な検討を実施し、

議論の着実な進捗に大きく貢献している。また、関係機関へ説明を実施することに

より新制度の理解促進についても貢献していることから、A評価が妥当である。

(3)財務内容の改善に対する評価について「Ｂ評価」

一般競争入札の範囲の拡大による費用低減、月次決算の適正実施等により、効率

化係数を満たした予算を遵守している。また、重要な財産を譲渡し、又は担保にし

ようとする事態及び欠損金の発生が無いことから、B評価が妥当である。

(4)その他

国の求めに応じ行う業務、経済産業大臣による要求ともに発生しなかったことか

ら評価対象外とする。

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数については、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数

をＸとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。
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２．業務運営の効率化

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ａ

評価のポイント

平成１９年度は、昨年に引き続き実施している新耐震指針に基づく既存施設（17 サイト 55 プラント）の耐震健全性評価に対する

バックチェック解析に加え、７月の新潟県中越沖地震に対応すべく耐震安全に係るすべての技術を集中させ、当該機構においては、

直ちに組織の見直しに着手し「耐震安全部」を新設したことは大いに評価できる。

また、当該機構の平均年齢 51 歳という年齢構成の解消及び大量の退職者の発生を見込み、積極的な人材確保・育成・活用に努め、

特に人材確保については計画を大幅に超える採用が達成（十数名→34 名）されたことやモチベーションの維持向上のために昇任昇格

制度を大幅に見直したことは評価できる。さらに、随意契約についても契約金額で平成 18 年度の 47%から 22%へ半減以下となったよ

うに計画以上の成果を上げたと評価できることから、A 評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．業務運営の効率化
○ 組織の運営状況を見ながら、各部の業務展開に必要な

人員のニーズを把握し、人材の採用、適材適所の任用、

定期的な人事異動等を検討し、実施する。

【主な実績】
○ 今後の大量の退職者の発生、組織的な実務能力の向上、人員構成の適正化のため、新規学卒者及び中途者

の採用を強化し、当初の想定（中途、新卒合わせて十数名）を越える採用（平成 19 年度の中途採用者は

14 名（うち技術系 12 名）、また平成 20 年度 4 月時点の新卒採用内定者は 5 名（うち技術系 5 名）、中途

採用内定者は 15 名（うち技術系 15 名））となった。

○ 職員の能力、専門的知識の維持向上を図るため、研修

計画を作成し、職員研修を実施する。また、学位の取

得、学会活動への参加を引き続き推奨し、職員の能力

向上を図る。（検査等業務に従事する職員に係る施策

については、「Ⅱ1．検査等業務」の欄に記載。）また、

国内外の規制機関等との人事交流等の検討等を行う。

○ 職員の能力、専門的知識の維持向上を図るため、平成 19 年度研修計画に基づいて職員研修を実施した。

毎年度行っている原子力安全基礎研修、管理職研修、一般研修に加え、新たにコンプライアンス研修、原

子力政策研修等を実施し、職員の啓蒙及び新しい知識の習得に努めた。また、職員の能力、専門的知識の

向上、人的パイプの強化を図るため、政府機関等との人事交流（経済産業省、国際原子力機関（IAEA）へ

の派遣及び独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）からの受入）を促進した。

○ 従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務成績がより一層昇任・昇格に反映できるように制度を見直し

た（平成 20 年 4月施行）。（計画外）

○ 安全情報データベースの更なる高度化を目指して、ア

プリケーションプログラム等を整備する。

○ 安全情報統合サーバにおいて、各データベースの統合及び有機的なデータ連携を目指し、今年度は国内ト

ラブル情報、海外トラブル情報、規制情報及び運転情報について、データの統合化、連携化を図るととも

に、昨年度に引き続きデータベースを総合的に検索できるアプリケーションへの高度化を図った。

○ 原子力安全・保安部会原子力安全基盤小委員会報告書「原子力の安全基盤の強化について」（平成 19 年

10 月）の提言を受け、トラブル情報を対象として知識構造化の検討を進めた。（計画外）
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○ 機構の有する専門技術能力その他の資源を最大限に

活用し、組織全体としての成果を向上していくため、

以下により組織運営の高度化を図る。

� 経営機能の強化

� 機動的・弾力的な組織運営

� 原子力安全・保安院等との一層の連携

○ 経営上の課題等についての各部室を対象とした役員によるヒアリングを４回程度実施するとともに、役員

と各部の責任者を構成メンバーとする幹部会を月１回計 12 回開催し、重要事項の審議及び情報の共有化

を図った。

○ 事業者が行う新耐震指針に基づく既存施設（19 サイト 57 施設）の耐震健全性評価に対するバックチェッ

ク解析に加え、新潟県中越沖地震が発生したことから増大した業務を適切に実施するために、耐震安全に

係る分野についてすべての技術を集中させるため、平成 19 年 10 月に耐震安全部を新設した。

○ 原子力安全・保安院幹部と機構幹部との連絡会を 5回実施し、それぞれの懸案事項を説明した上で、十分

な意見交換を行った。また、原子力安全・保安院のニーズが適切に反映できるよう現場レベルでの打ち合

わせを適宜実施した。安全情報関連では、原子力安全・保安院と共催で安全情報検討会を 17 回開催し、

機構が収集した安全情報に関して我が国での反映の必要性の有無等について検討するとともに、対応の必

要なものについてはフォロー状況を確認した。

○ 試験研究等外部評価委員会を開催し、テーマ選定、事

業計画策定、進捗管理、成果について評価を受ける。

この結果を踏まえ、必要な見直しを迅速に行う。

業務執行部門から独立した組織（監査室）による内部

監査を実施する。

○ 試験研究等外部評価委員会において、平成 18 年度に機構が行った試験研究等の事業を対象として、2 回

の本委員会、11 回の分科会を開催して、評価を行い、結果を取りまとめた。なお、見直しが必要と評価

されたものはなかった。また、平成 19 年度当初に策定した平成 19 年度内部監査計画に従い、業務執行部

門から独立した組織（監査室）による内部監査を年度を通じて実施した。

○ 行動規範を踏まえて、科学的・合理的な判断の下に原

子力安全規制の基盤的業務を行う。また、判断根拠の

透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積

極的に行うよう努める。なお、学会発表、論文発表に

ついては年間 100 件以上を確保する。

○ 行動規範を踏まえて、科学的・合理的な判断の下に原子力安全規制の基盤的業務を行った。また、判断根

拠の透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行うよう努めた。なお、当初計画の 100

件を大幅に超える 205 件の学会発表、論文発表を行った。

○ 調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよ

りも、外部へ発注することが効率的と考えられる業務

は外部に発注する。発注に当たっては、発注先の技術

ポテンシャルを確認するための資格審査を十分に行

う。また、試験関連業務及び解析評価業務（クロスチ

ェック解析業務を除く）を実施するに当たり、外部の

専門家からなる検討会等をそれぞれ年２回程度開催

し、業務の的確な実施に努める。

○ 調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよりも、外部へ発注することが効率的と考えられる業

務は外部に発注した。発注に当たっては、発注先の技術ポテンシャルを確認するための資格審査を十分に

行った。また、クロスチェック解析業務を除く試験関連業務、解析評価業務等については、実施に当たり、

外部の専門家からなる検討会等（66 検討会等）を計 124 回開催し、業務の的確な実施に努めた。



6

○ 事務処理の効率化を推進するため、平成 18 年度に構

築した業務システム（予算執行管理システム及び契約

管理システム）の改善及び機能強化を図るとともに、

既存の業務系アプリケーションシステム（グループウ

エア、業務システム、旅費・経費精算システム、勤怠

システム等）の管理効率向上及び職員の利便性向上の

ための検討を進める。

また、現在使用しているファイアーウォール等の基

幹のネットワーク系サーバの機能強化を行い、より安

定したネットワーク環境を構築する。さらに、情報セ

キュリティに係る職員の意識を向上させるように情

報セキュリティ研修を継続する。

○ 平成 18 年度に構築した業務システムについては、運用開始以降に明確になった不具合部分の改善及びシ

ステム化未実施であった委託契約、変更契約等のシステム化による機能強化を実施した他、内部統制強化

を目的として支払い機能の改善及び統計管理機能の拡充についてシステム化に着手した。また、既存の業

務系アプリケーションシステムについては、特に総務系業務の管理効率向上及び職員の利便性向上を目的

に、退職給付引当金計算業務をシステム化するとともに、業務従事率入力の勤怠システムとの連動化機能

の構築を開始した。併せて、給与関連伝票入力の業務システムとの連動化の検討に着手した。

○ セキュリティ確保のため、ファイアーウォール、スパム対策サーバを適切に管理（スパムメール拒否件数

7 万 9 千件/月（昨年度 3 万 5 千件/月）、拒否率 83%（昨年度 71%））した。また、電子情報セキュリテ

ィ関連規程について、これまでの運用実績及び平成 19 年 6 月に内閣官房情報セキュリティセンターより

公表された政府機関統一基準第二版を考慮のうえ、改正案の作成作業を完了した。さらに、情報セキュリ

ティに係る職員の意識向上を図るため、昨年度に引き続き、全職員を対象に情報セキュリティ研修を実施

した（受講率 91％（昨年度 75％））。

○ 物品、役務の調達等については、競争入札の活用によ

るコストの軽減を進め、業務経費等の削減に努める。

○ 物品及び役務の調達等については、平成 19 年度においても契約相手先に求められる要件を一層厳しくす

る等厳正な審査を行い、より透明性、公平性の確保に努めてきた。さらに、平成 19 年度は、少額随意契

約金額基準の見直しを行い、国の基準に準じて金額の引き下げを行い、一般競争入札の拡大を図った。ま

た、総合評価落札制度の導入に伴い、調査、試験及び研究等において同制度に基づいて 6 件の契約手続き

を行った。これらにより全契約における随意契約の割合は契約件数で 39.0%（平成 18 年度は 47.1%）、契

約金額で 21.8%（平成 18 年度は 47.2%）となり、予算額に比し契約ベースで約 62 億円（平成 19 年度支出

ベースで 8億円）の経費削減を図った。契約に係る透明性の確保のため、少額随意契約基準以上のものに

ついて公表するように規程を改正し、平成 19 年 11 月以降の契約分から実施した。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「ＡＡ」

コメント：人材の確保・活用に関して、中長期的視野に立脚した新規人材の採用と人事制度の刷新を積極的

に進めており、将来の業務運営への布石ともなっている。組織運営については、柔軟で高度な組織運営が行

われており、耐震安全部の新設、内部監査・外部評価を取り入れつつ、活発な意思疎通をとおして効率的な

業務運営がなされていると評価できる。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：職員の年齢構成を考慮し、今後の大量の退職者発生に備え、採用を強化し、現実に十分な数の採

用を行った。人事制度を改正し、能力あるものが昇任・昇格できるよう制度を見直し、平成 20 年 4 月より実

施予定である。社会ニーズに応え、耐震安全部を設置し、また新検査制度に備え、検査業務部の組織体制を

変更するなど、機動的・弾力的な組織運営を行っている。
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（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：業務成績を昇任・昇格に反映する制度を導入し従業員に周知することにより人材活用の基本姿勢

を示したことは、従業員の意識改革に有効と考えられ評価に値する。効果を持続するためには、本来の目的

に沿った運用が適正に行われる必要があり、この点は２０年度の運営における留意事項である。

耐震安全部の設置活用、検査業務部内組織編成の見直しによる組織運営の効率化も評価できる。

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の被災を受けて耐震安全部を設置したことはきわめて高

く評価される。JNES を構成する各部はそれぞれ固有のミッションを持ち、予定された業務を抱えているため、

突発的事態に対応して大きな組織改編を行うことはきわめて難しい。にもかかわらず的確な改編を実施した

ことはＡＡ評価に十分値する。また、人員構成が高年齢層に偏っていて近い将来人材不足が懸念されるとい

う問題に対し対応できる見通しが得られるまでになったこともＡＡ評価の理由である。

２．業務・システムの最適化について
○ これまでに策定した内部管理業務の最適化計画を実施

する。

○ 原子力防災情報システムに関連する業務・システムの

最適化計画を作成する。

【主な実績】
○ 内部管理業務のうち総務系業務については退職給付引当金計算業務をシステム化、業務従事率入力の勤怠

システムとの連動化機能の構築を開始、給与関連伝票入力の業務システムとの連動化を検討など、最適化

計画を実施。

○ 原子力防災情報システムに関連する業務・システムの最適化計画を作成。

○ 経済産業研修所の CIO/CTO 研修に職員を参加させ、業務の最適化に係る業務を担当する職員の能力を向

上。

【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：情報セキュリティの確保、e-METI 計画への対応において先駆的な取り組みを進めている。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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３．内部統制
○ 経営上の課題等についての各部室を対象とした役員に

よるヒアリングを年４回程度実施するとともに、役員

と各部の責任者を構成メンバーとする幹部会を原則と

して月１回開催し、重要事項の審議等を行い、情報の

共有化を図る。

○ 試験研究等外部評価委員会を開催し、テーマ選定、事

業計画策定、進捗管理、成果について評価を受ける。

この結果を踏まえ、必要な見直しを迅速に行う。

○ 業務執行部門から独立した組織（監査室）による内部

監査を実施する。

【主な実績】
○ 経営上の課題等についての各部室を対象とした役員によるヒアリングを４回程度実施するとともに、役員

と各部の責任者を構成メンバーとする幹部会を月１回計 12 回開催し、重要事項の審議及び情報の共有化

を図った。

○ 試験研究等外部評価委員会において、平成 18 年度に機構が行った試験研究等の事業を対象として、2 回

の本委員会、11 回の分科会を開催して、評価を行い、結果を取りまとめた。なお、見直しが必要と評価

されたものはなかった。

○ 平成 19 年度当初に策定した平成 19 年度内部監査計画に従い、業務執行部門から独立した組織（監査室）

による内部監査を年度を通じて実施。

○ 新たにコンプライアンス研修を実施。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：試験研究に関する外部評価を厳正に実施し、研究開発の実施、企画立案、長期計画検討に有用な

知見を得ている。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：職員に対するコンプライアンス研修、役員ヒアリング、幹部会の強化、独立した組織による内部

監査などを実施した。

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：：耐震安全部の設置に見られるように、部を越えた組織改編が迅速に可能な体制となっているこ

とは情報の共有化がしっかりなされている証拠であり、経営機能はきわめて高いと評価される。

４．官民競争入札等の活用
○ 調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよ

りも、外部へ発注することが効率的と考えられる業務

は外部に発注する。発注に当たっては、発注先の技術

【主な実績】
○ 調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよりも、外部へ発注することが効率的と考えられる業

務は外部に発注した。発注に当たっては、発注先の技術ポテンシャルを確認するための資格審査を十分に

行った。
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ポテンシャルを確認するための資格審査を十分に行

う。

○ 物品、役務の調達等については、競争入札の活用によ

るコストの軽減を進め、業務経費等の削減に努める。

○ 契約の透明性を確保するため、契約に関する情報の公

表を行っている。

○ 物品及び役務の調達等については、少額随意契約金額基準の見直しを行い、国の基準に準じて金額の引き

下げを実施した。全契約における随意契約の割合は契約件数で 39.0%（平成 18 年度は 47.1%）、契約金額

で 21.8%（平成 18 年度は 47.2%）となり、予算額に比し契約ベースで約 62 億円（平成 19 年度支出ベース

で 8億円）の経費削減を図った。

○ 契約に係る透明性の確保のため、少額随意契約基準以上のものについて公表するように規程を改正し、平

成 19 年 11 月以降の契約分から実施した。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：：一般競争入札の拡大等により多大の経費節減が行われおり、高く評価できる。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：委員コメント：契約金額基準の切り下げ、対象分野の見直しを積極的に進め、競争入札化を前倒

しで進めている。

（委員Ｄ）評価：「Ａ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ａ」

コメント：業務経費等の適正化への努力は高く評価される。単に少額随意契約金額基準を見直したというだ

けでなく、その効果が随意契約の割合にもはっきり出ている。
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＜契約に関する事項＞
個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

契約の適正化 【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：原子力という分野から一般技術、製品とは異なる市場や風土において、随意契約の低減、競争化

の促進に取り組み、成果を出している。

（参考１）についてのコメント：適当である。

（参考２）についてのコメント：適当である。

（参考３）についてのコメント：随意契約の件数、金額ともに低減している。

（参考４）についてのコメント：随意契約によらざるを得ない根拠が明解になっている。

（参考５）についてのコメント：なし

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「―」

（参考１）についてのコメント：「－」

（参考２）についてのコメント：「－」

（参考３）についてのコメント：「－」

（参考４）についてのコメント：「－」

（参考５）についてのコメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：委員コメント：基準の整備および公表を積極的に行い、高い透明性をもたせることにより競争入

札を促進し、数字的に評価できる実績をあげた。

更に改善を進めるために、「性質又は目的が競争を許さない契約」について委託の範囲の見直しなど一層の工

夫が必要である。

（参考１）についてのコメント：特になし。

（参考２）についてのコメント：特になし。

（参考３）についてのコメント：評価に値する実績である。

（参考４）についてのコメント：特になし。

（参考５）についてのコメント：特になし。
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（委員Ｄ）評価：「Ａ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント：「－」

（参考２）についてのコメント：「－」

（参考３）についてのコメント：金額ﾍﾞｰｽで前年比半減させることができた。

（参考４）についてのコメント：研究には連続性が必要であり、やむをえないと考える

（参考５）についてのコメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント「－」

（参考２）についてのコメント「－」

（参考３）についてのコメント「－」

（参考４）についてのコメント「－」

（参考５）についてのコメント「－」

（参考１）契約に係る公表の基準

の整備及び実施状況

○ 平成 19 年 11 月に「随意契約に関する事務取扱要領」を改正し「契約の公表に関する事務取扱要領」として公表基準を国

の基準と同様にしている。

○ 上記要領に基づき、契約に係る情報を毎月ホームページにおいて公表している。

（参考２）随意契約によることが

できる場合を定める基準の整備

及び公表状況

○ 平成 19 年 11 月に「契約事務取扱要領」を改正し、随意契約できる金額基準については国の基準と同様にしている。

（基準の改正の内容）

工事・製造 ５００万円以内 → ２５０万円以下

財産の買入 ５００万円以内 → １６０万円以下

賃貸借 ５００万円以内 → ８０万円以下

財産の売払 ２００万円以内 → ５０万円以下

賃貸料 ５００万円以内 → ３０万円以下

その他の契約（役務等） ５００万円以内 → １００万円以下
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（参考３）平成１９年度に締結し

た契約の状況
（単位：件、千円、％）

平成１８年度 平成１９年度

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率

競争入札 397 8,516,807 92.9% 385 20,939,695 82.9%

企画競争・公募 48 866,890 35 1,343,850

随意契約 397 8,400,874 269 6,208,381

合計 842 17,784,571 689 28,491,926

随意契約の割合 47.1% 47.2% 39.0% 21.8%

注）少額随意契約基準以上の契約を集計。不落随意契約は随意契約に集計。

（参考４）随意契約によらざるを

得ない契約の内訳

○ 性質又は目的が競争を許さない契約 113 件、 4,030,739 千円

○ 緊急の必要により競争に付すことができなかった契約 29 件、 389,854 千円

○ 秘密の保持が必要とされている契約 4 件、 91,224 千円

○ 改訂前の少額随意契約基準による契約 93 件、 240,385 千円

○ その他の契約（外国で行った契約） 12 件、 198,000 千円

○ 再度の入札をしても落札者がいない契約（不落随契） 18 件、 1,258,179 千円

（参考５）関係法人（特定関連会

社、関連会社及び関連公益法人）

との契約の状況

○ 関係法人がないことから、該当なし。



13

＜役職員の給与等に関する事項＞

個々の評価事項について
当該年度の評定がＢとなる基準

平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

役職員の給与等の水準の適正化 【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント：なし

（参考２）についてのコメント：なし

（参考３）についてのコメント：なし

（参考４）についてのコメント：なし

（参考５）についてのコメント：なし

（参考６）についてのコメント：適当である。

（参考７）についてのコメント：適当である。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント「－」：

（参考２）についてのコメント「－」

（参考３）についてのコメント「－」

（参考４）についてのコメント「－」

（参考５）についてのコメント「－」

（参考６）についてのコメント「－」

（参考７）についてのコメント「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：給与水準は課されたミッションにより定められるべきであり、原子力安全に関わる大きな責任を

有する組織体としては現在のレベルは妥当と考える。また、ほぼ妥当と考えられる給与水準で運営されてい

る組織については評価はＢ以外にあり得ず、本項目を重要な評価要素とすることには違和感がある。

（参考１）についてのコメント：コメント不可。

（参考２）についてのコメント：妥当である。
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（参考３）についてのコメント：なし。

（参考４）についてのコメント：コメント不可。

（参考５）についてのコメント：極めて大きな責任を課された組織であり平均的数値と見れば妥当と考えら

れる。但し、個々人の報酬については業務内容により相当のメリハリがつけられている必要がある。

（参考６）についてのコメント：妥当である。

（参考７）についてのコメント：制度導入は意識改革の上で大きな効果が期待できる。

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント：「－」

（参考２）についてのコメント：「－」

（参考３）についてのコメント：「－」

（参考４）についてのコメント：「－」

（参考５）についてのコメント：「－」

（参考６）についてのコメント：「－」

（参考７）についてのコメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（参考１）についてのコメント：「－」

（参考２）についてのコメント：「－」

（参考３）についてのコメント：「－」

（参考４）についてのコメント：技術職に分類される職種の実態はきわめて専門性が高く、むしろ研究職と

して扱うほうが適切な場合が多いことをコメントしておく。

（参考５）についてのコメント：JNES の業務はきわめて専門性の高いものであり、給与水準が高いことはむ

しろ当然である。

（参考６）についてのコメント：「－」

（参考７）についてのコメント：「－」
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（参考１）常勤役員の報酬等の支

給状況 報酬等総額 報酬(給与) 賞与 その他(内容)

法人の長

（一人当たり）
21,299 13,383 6,789

680（特別都市手当)

447（通勤手当)

理事

(一人当たり）
18,224 11,688 5,772

585（特別都市手当)

178（通勤手当）

監事

（一人当たり）
15,548 9,875 4,865

493（特別都市手当）

314（通勤手当)

（参考)全独立行政法人平均（平成 18 年度）

法人の長

（一人当たり）
18,859

理事

(一人当たり）
15,957

監事

（一人当たり）
13,841

(参考）国家公務員指定職（平成 19 年 4 月 1 日現在）

事務次官（8 号俸） 23,130

（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方

理事長については、当機構の役員報酬規程に基づき、経済産業省に設置された評価委員会による当機構の業績評価の結果

を役員報酬のうち業績給に反映させる。

また、理事長以外の常勤役員については、当該評価結果及び役員としての貢献度等を理事長が勘案し、業績給に反映させ

る。

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況

対象者なし
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（参考４）常勤職員の給与の支給

状況
区分 人員（人） 平均年齢（歳)

年間平均給与額（千円)

総額
うち所定内

（うち通勤手当)
うち賞与

常勤職員 284 50.8 9,937
6,973

（227）
2,964

うち事務・技術 284 50.8 9,937
6,973

（227）
2,964

うち研究職種 0 － － － －

（注) 給与水準公表データに基づき作成しているため、対象人員は平成１９年度中常時在職し、かつ

給与等が減じられていない者となっている。また、常勤職員には在外職員等は含まない。

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較

①ラスパイレス指数の状況

＜事務・技術職員＞

対国家公務員（行政職（一）） 120.9

地域勘案 110.0

学歴勘案 114.2

地域・学歴勘案 103.5

（※）国の給与水準を 100 としたときの指数

②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由

当機構は、他の移行法人とは異なり、平成 15 年 10 月に新規の法人として新しく設立されたため、組織立ち上げに当たっ

ては、民間企業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があったこと、また職員の

在勤地域が東京に集中しているためなどである。在勤地域･学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･技術職員)は、「１０３．

５」で、１７．４ポイントもの減少となる。

なお、地域･学歴調整後の国家公務員行政職（一）との比較において、対国家公務員指数が若干（３．５ポイント）高くな

っているが、これは、当機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技術者を然るべき処遇で採用する必要があった

ことなどである。

なお、事務・技術系職員２８４名（平均年齢５１歳）の学歴内訳は、大卒は１５３名、院卒は９６名となっている。また、

最近の採用実績は、新卒採用は約５名、中途採用は最近２０名程度（平均年齢４６歳）である。
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（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等

○ 人件費削減方式を採用している。

総人件費改革の取組状況（交付金にかかる部分）

（単位：千円）

17 年度実績 18 年度実績 19 年度実績

給与、報酬等支給総額 4,024,318 3,988,608 3,947,008

人件費削減率 △0.9％ △1.9％

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項

○従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務成績がより一層昇任・昇格に反映できるように制度を見直した。
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３－１．サービスの質の向上（検査等業務）

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ

評価のポイント

国が実施している検査制度の見直しにおいて、新しい検査に関する手法の検討等、技術的な面や運用の面からの多角的な検討を実施

し、議論の着実な進捗に大きく貢献している。また、関係機関へ説明を実施することにより新制度の理解促進についても貢献してい

ることから、A評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

○ 機構は、電気事業法及び核原料物質、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。）に規定されている以下の検査等について、

事業者の検査等工程、機構の検査員の資源等を勘案し

て、適正な検査を円滑に実施する。また、経済産業大

臣から通知のあった日以降、検査員等の指定、検査要

領書の策定等を速やかに行うとともに、検査等終了時

における経済産業大臣への通知については機構が定

める標準処理期間内に適切に実施するよう努める。ま

た、経済産業大臣から立入検査を行うよう指示があっ

た場合には、所定の検査方法により行い、検査完了後

速やかにその結果を経済産業大臣へ報告する。

【主な実績】
○ 電気事業法及び核原料物質、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。）

に規定される検査等（立入検査を除く）について、全種類合わせて 763 件実施した（14889 人日）。経済

産業大臣からの通知の有った日以降又は事業者より申請が有った日以降、資源を活用し適正な検査等業務

を実施するとともに、標準処理期間内に処理するよう努めた。

○ 経済産業大臣から機構に対し立入検査を行うよう指示があり、これに基づき立入検査を実施した。

当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。（4件 19 人日）。

○ 定期事業者検査において機構から提供した合理的な確認方法に基づき、原子力安全・保安院が行政文書

を発行した。また、溶接安全管理審査の運用改善について、溶接事業者検査の方法及び溶接安全管理審査

の方法等の基本的なルールを整備した。

○ 「平成 19 年度新潟県中越沖地震後の東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所のプラント状況の確認に係

る協力依頼について」（平成 19 年 8 月 3 日付平成 19･08･01 原院第 1 号）に基づき、現地調査を実施（8

月 6日～10 月 2 日、延べ 188 人日）。（計画外）

○ 規制体系、検査の実施方法、検査技術・検査施設に係

る高度な専門知識や事業者側からの検査等に係る事

実関係聴取方法等検査員として必要な専門知識、技能

を修得させるため、研修機材の拡充、研修計画、研修

コースを策定、実施する。

○ 検査員等の業務内容及び専門性を踏まえ、資格研修、能力向上研修など研修計画、研修コースを策定し、

実施した。なお、平成 19 年度の業務従事時間における研修の割合は、中期計画目標の 5％を超え、5.22%

であった。

○ 昨年度構築した研修マネジメントシステムについては、研修実行ベースとの乖離も多くあることが判り、

このため、現行の手順書との整合を図りながら細部について見直しを行った結果、年度末に「研修マネジ

メントマニュアル」として制定し、研修内容の PDCA を回す運用を開始した。検査員及び検査チーム長に

対し、定期検査業務、定期安全管理審査業務、溶接安全管理審査業務及び検査チーム長の管理業務に関す

る力量評価を 2 月に実施した。本力量評価は、平成 18 年度試行の結果とアンケート内容を分析して改善

したもので、特に不足する力量、新たに経験させたい検査項目等の OJT 課題を摘出し、個々の検査員の力
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量向上を図るものとした。平成 18 年度に定期検査・定期安全管理審査業務の遂行に必要な知識・技能を

向上させるために検討した効果的な研修プログラムに対して、今年度は具体的に教材の開発・作成を行っ

た。

○ 各種原子力関連設備を用いて現場を模擬した訓練を実施することにより検査員等が実践的な専門知識・技

能を修得することを目的として、原子力安全研修センターが原子力安全・保安院と機構が協力して設立し

た（平成 20 年 3月竣工）。

○ 新検査制度の整備に関して技術的側面から原子力安

全・保安院を支援するとともに、実施の一翼を担う機

関として、マニュアルの作成など運用体制の構築を進

めるとともに必要な研修を実施し、新制度への円滑な

移行を図る。

○ 平成 20 年度からの新検査制度の導入を円滑に図るため、以下の活動を実施した。これらの活動の結果、

平成 20 年度に検査制度の導入が予定どおり行われる目途を得た。

� 保全計画の記載事項及び確認要領についての資料作成支援等の原子力安全・保安院への技術支援

� 新検査制度の検討状況の一般検査員への周知

� マニュアルの作成や運用体制整備等の新検査制度に向けた体制の整備

� 新検査制度に係わる対外的理解の促進

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：中越沖地震などにより突発的に発生した緊急性が高い大量の業務を遺漏なく実施し、社会の期待

に応えた。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：平成 20 年度からの新検査制度導入に必要な種々の検討、保安院の技術的支援、新検査制度に向け

た体制整備、対外的理解の促進活動等を実施し、その結果として予定通り平成 20 年度からの制度導入の目途

を得た。検査員に対する資格研修、各種能力向上研修を積極的に計画し、計画通り実施して、人材育成に効

果をあげた。経産大臣の指示により、新潟県中越沖地震対応の立入検査を実施し、また保安院の調査に対す

る技術的支援を行った。

（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：中越地震に起因する業務量増加への対応、新検査制度の導入にむけた体制整備等をこなしつつ、

本来の検査業務を誤りなく実施したことを評価する。

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：検査の適正な実施がなされていることだけでＢの基準は十分満たしている。それ以上に評価され

るのは、決められた手順どおりに漫然と検査するだけでなく、検査の目的が「安全の確保」であることをき
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ちんと理解し、検査の質の向上に努力していることである。これは日々の検査業務にもいえることであるが、

特筆すべきは新検査制度への対応である。受身の姿勢で新検査制度への対応を準備するだけでなく、審議会

資料の作成に主体的に関わり制度実現に貢献したことはＡＡ評価に値する。新検査制度は十分な準備のもと

に実施に移さないと現場が混乱し、かえって安全を損なうことになる。そのことを理解し十分な準備を行っ

たことも高い評価の理由である。
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３－２．サービスの質の向上（安全審査等関連業務）

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：（Ａ／Ａ／Ｂ）、１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ

評価のポイント

平成１９年度は、柏崎刈羽原子力発電所が全て停止し全原子力発電所の電力２０％程度が供給出来なくなるなど、新潟県中越沖

地震の影響による原子力施設の耐震安全性の確保が、極めて象徴的な出来事であった。

この難局を乗り切るため、これまでの知見では確認できなかったような事象を解明することが求められ、当該機構は新設した耐震

安全部に全ての技術を集中させ、想定を超える地震の原因究明を行うとともに、その解析結果により、新耐震設計審査指針に基づ

き事業者が行う耐震バックチェックに対して国が行う妥当性確認を軌道に乗せることに多大な貢献を行った。また、現地における

立入検査、地震による発電所の被害確認及び機器の健全性を評価する解析を実施し、特に機器の健全性を評価する解析においては

事業者が実施した解析で用いたプログラムのミスを発見するなどの成果を上げており、Ａ評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

○ 法令に基づき事業者から原子力安全・保安院に申請さ

れるものにつき実施する。また、今年度予定されてい

る福島第一原子力発電所 4、5 号機、浜岡原子力発電

所2号機及び東海第二原子力発電所の高経年化策技術

評価の原子力安全・保安院の支援を行う。さらに、事

業者から原子力安全・保安院に報告される、耐震設計

審査指針及び関連指針類（平成 18 年 9 月に改訂等）

に基づく原子炉施設等の耐震健全性、アクシデントマ

ネジメント対策等の妥当性を確認するため、原子力安

全・保安院の指示に応じて解析・評価等を行い、その

結果を速やかに原子力安全・保安院に報告する。

【主な実績】
○ 中国電力㈱島根原子力発電所第 3号機第 4 回工事計画認可申請等 6件のクロスチェック解析を実施した。

また、福島第一原子力発電所 4、5号機、浜岡原子力発電所 2 号機及び東海第二原子力発電所の 4件の高

経年化策技術評価について技術的妥当性確認を実施した。さらに、新耐震設計審査指針に基づく耐震バッ

クチェックのクロスチェック解析として、基本方針を策定するとともに、浜岡原子力発電所を対象として

実施。加えて、高速増殖原型炉もんじゅのアクシデントマネジメント対策に関しての予備評価を実施した。

○ 国内の原子炉施設等での事故・故障発生時、事故・故

障データベースを用いた類型事例の抽出、抽出された

トラブルの原因、対策及び関連情報等の調査、検討を

行う。また、国内外の事故・故障事象の安全性への潜

在的な影響を分析し、リスク情報を用いた定量的な情

○ 国内の原子力発電所でトラブル発生時、対応を迅速に行うために事故・故障データベース（国内法律・

通達で過去に報告されたトラブル検索、海外で過去に報告された経済協力開発機構（OECD）及び IAEA/

事故・故障報告データベース（IRS）検索等）を用いた類型事例の抽出、抽出されたトラブルの原因、対

策及び関連情報等の調査、検討を行い原子力安全・保安院への情報提供を行った。また国内外で起きた

事故・故障事例を調査し、炉心損傷に影響を与えるかどうかの判断基準でスクリーニングを行った。こ
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報を原子力安全・保安院に提供するととともに、体系

的な前兆事象評価による事故・トラブルの再発防止策

へ貢献する。

のスクリーニングで選定した事例を、リスク情報を用いて定量評価を行い、事象の重要性を評価した。

特に、事象の潜在的影響が大きいと判断した柏崎刈羽原子力発電所３号機、北海道電力㈱泊発電所 1 号

機等の事故・故障事例について、詳細な解析を行い、安全性への潜在的影響の分析及び再発防止策の有

効性評価を行い、定量的情報を原子力安全・保安院に提供した。

○ 想定を超える事象である新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の被災への対応として以下を実

施（2045 人日）。

� 連絡会（開催回数：12 回）及び連絡会の下に耐震・構造評価タスク（開催回数：設備健全性評価合同

含め 17 回）、運営管理・設備健全性検討タスク、原子力施設火災防護基準案検討タスク（開催回数：

20 回）及び原子力施設内部溢水防護基準案タスク（開催回数：16 回）の 4 つのタスクフォースを設置。

� 新潟県中越沖地震の震源域を含むひずみ集中帯の地震活動についての調査を行い、柏崎刈羽原子力発

電所で観測された地震・地震動を分析。

� 柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震動を分析するため、震源域周辺の地震基盤から地表までの地

盤構造を同定。同定した地盤構造を原子力安全委員会の委員等の強震動専門家へ提供。

� 地盤構造に基づき、震源のアスペリティから発生する地震動の伝播特性の解析等を実施し、地震動パ

ルス発生の要因及び同発電所で観測された地震動が号機間で異なることの要因を分析。

� 反射法地震探査による地下活断層の検知精度を探査データに基づき検討。

� 新潟県中越沖地震に対する柏崎刈羽原子力発電所の耐震健全性検討のための応答評価を実施。

� 新潟県中越沖地震による地震荷重を受けた設備の点検対象選定の方針をまとめた。本方針は、設備健

全性評価サブ WG 報告資料として活用。

� 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の機器設備の構造健全性の概略検討を実施。その結果、追加点検が必要

な機器を解析的観点から指摘。この結果は、原子力安全・保安院の点検対象設備選定根拠として活用

されるとともに、事業者検討結果の妥当性判断根拠・規制方針立案データベースとして活用。

� クレーンのボルト損傷事例等を国内外の事故故障情報を調査、検討を行い原子力安全・保安院への情

報を提供。

� 3 号機変圧器火災、クレーンボルト損傷等の 4件について予備評価を行うとともに、変圧器火災を除く

3 件についてプレス発表用のレベル判定説明文案を作成。

� 海外報道状況、風評被害原因、対策等について調査し、原子力安全・保安院へ調査結果を報告。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「ＡＡ」

コメント：安全審査支援の平常的な業務に加え、高速増殖炉、新耐震設計指針対応などの将来を見越した基

盤業務と、中越沖地震により突発的に生じた対応を行い、高いレベルのサービスの提供により国民の負託に
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応えた。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：保安院に対する技術支援の体制を整備し、設置したタスクフォースのいずれにおいても多大な貢

献をした。新潟県中越沖地震について、地震・地震動、建屋の健全性、機器設備の健全性等につき多様な検

討を行い、多方面の分析・解明ニーズに応えた。

（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：耐震要求、経年化など強化が必要な安全審査を高度は技術をもって処理することにより NISA を支

援し原子力安全に果たした貢献は大きい。

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：クロスチェック解析など通常の安全審査支援業務は適切に実施されており、それだけでＢの基準

は十分満たしている。これらの業務と並行して中越沖地震への対応として地震・地震動の検討や建屋・機器

の健全性の検討などを実施したことはまさに特筆に価する。3 月末には柏崎刈羽７号機の耐震性について電

力提出のものをクロスチェックし、解析ミスを指摘している。これはクロスチェックが漫然と実施されてい

るのではなく高度な技術力のもとに緊張感を持って実施されていることを示すもので、安全規制に対する国

民の信頼を得るもととなるものであり、質的に高く評価する理由の最大のものである。また業務量も非常に

多く、量的にも高く評価されるべきで、まさに質・量とも高い評価を与えるべきであり、ＡＡ評価は当然過

ぎるといってよい。
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３－３．サービスの質の向上（防災関連業務）

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：（Ａ／Ｂ）、１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ１８年度：Ｂ

評価のポイント

中越沖地震の発生により、防災関係でも新たに多くの問題が指摘され、火災対策専門官の研修を実施したことや、オフサイトセン

ターが自然災害時にも機能するよう様々な計画立案を行ったことは評価できる。また、防災訓練支援、研修、オフサイトセンター

の維持管理など具体的な形で安心感の醸成に貢献したことから、Ａ評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

○ 国や地方自治体等が実施する防災訓練に関し支援を行

う。

○ 国、地方自治体、原子力事業者等及び関係機関の防災

関係者に原子力防災に関する研修及び緊急事態応急対

策拠点施設（オフサイトセンター）を活用した習熟訓

練を実施する。

【主な実績】
○ 国の原子力総合防災訓練においては初めてとなる再処理施設を対象とした訓練に対し、特有の事象進展を

踏まえた企画、立案を行い、実施における支援を行った。また、地方自治体の訓練に対し事前アンケート

調査により自治体の要望を把握し、それぞれの支援計画を作成し必要な支援を実施した。

○ 島根県で実施された国民保護訓練（原子力災害対処訓練）において、実訓練において県原子力オフサイト

センターに運営要員を派遣するとともに、避難住民や学童に対して、防災講演会を行った。

○ 国、地方自治体、原子力事業者等の関係機関の防災関係者を対象に以下の訓練、研修を実施した。

� 広域防災専門官等現地訓練を 5カ所で実施

� 原子力防災要員に対するオフサイトセンター活動訓練を 15 カ所で実施

� 核物質防護のための研修会を 16 カ所で実施

� 核燃料輸送講習会を 3 回実施

○ 新潟県中越沖地震において発生した柏崎刈羽原子力発電所 3号機の変圧器火災を受け、原子力安全・保安

院が各発電所に火災対策専門官を配置した。当該専門官の研修を平成 20 年度から実施することとなった

ことから、研修用テキストの作成及び全国 20 カ所のオフサイトセンターを使用した研修計画を立案した

（60 人・日）。（計画外）

○ オフサイトセンター、経済産業省庁舎、地方自治体庁

舎等に設置した原子力防災設備を緊急時に迅速かつ的

確に使用できるよう、近年の高度化しているシステム

環境、通信環境に合わせた施設、設備へ更新を図ると

ともに、その維持管理、設備改善等を行う。

○ 緊急時対策支援システム（ERSS）を緊急時に速やかに

起動し、原子力安全・保安院の緊急時対応センター及

○ 20 地区のオフサイトセンター及び緊急時対応センターについて、月 1 回の日常点検等の実施による設備

の維持管理及び運用支援を実施した。

○ 統合原子力防災ネットワークの設計、製作を開始した。また既設原子力安全・保安院の緊急時連絡網も併

せて本ネットワークに統合するための設計制作を行い、更新を実施した。

○ 緊急時に速やかに ERSS を起動し情報を提供できるように定期的な試験を実施した。また、事業者の設備

変更に対応したソフトウェアの改良及び設置から 5年以上が経過した機器の更新を実施した。
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びオフサイトセンターに的確な情報を提供できるよ

う、その維持管理、ソフトウェア・ハードウェアの見

直しを行う。

○ 緊急時に迅速かつ的確に対応するため、緊急時対応体

制及び要員の維持、改善等を行う。

○ 「中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会」で、指摘されたプラント情報の収集手段と

して、原子力安全・保安院から現行の ERSS を積極的に活用して対応するとの要請を受け、軽水炉全 55

プラント及びもんじゅを対象として同時に監視可能とするための常時プラント情報伝送システムへの改

造仕様を作成するとともに実施工程を立案した（30 人・日）。（計画外）

○ 新潟県中越沖地震における対応として、原子力安全・保安院において大規模自然災害時等の原子力事故発

生以外の場合の初動体制が提示され、これを受けて機構としての初動体制（案）を作成した。その初動体

制に基づいて参集訓練を実施した。また、緊急時要員の維持のため連絡、参集体制を見直した（30 人・

日）。（計画外）

○ ERSS 運用訓練を合計 24 回実施した。また、要員への連絡、参集体制を適宜改訂するとともに、連絡訓練

を 12 回、参集訓練を 2回行って実効性を確認した。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：防災に関する国民の関心が高まる中、防災訓練支援、研修、オフサイトセンターの維持管理など

具体的な形で安心感の醸成に貢献した。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：防災関連業務として計画されていたのは防災訓練の支援やオフサイトセンター・ＥＲＳＳの維持

管理等のいわば日常的業務であった。その業務を的確に実施しているので、Ｂとなる基準は既に満たしてい

る。中越沖地震の発生により、防災関係でも新たに多くの問題が指摘され、火災対策専門官の研修を実施し

たことや、オフサイトセンターが自然災害時にも機能するよう様々な計画立案を行ったことは非常に高く評

価され、ＡＡ評価に十分値する。
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３－４．サービスの質の向上（安全研究・安全情報関連業務）

評定結果
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ａ／Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ

評価のポイント

安全規制の重点が保守、維持管理に移りつつある状況において、高経年化、検査技術、健全性実証など幅広い分野で数多くの事業

を進め安全規制の基盤整備に貢献したことから、Ｂ評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．発電炉・新型炉分野
○ 既設発電炉の高経年化技術評価、MOX 燃料及び高燃焼

度燃料の導入、もんじゅの再起動・設置変更許可申請

等に対して、審査、検査等のための規定の作成、見直

し等に必要な調査、解析、試験、及び研究が実施され

ている。また、クロスチェック解析等に使用する解析

コードの整備等を行う。

○ 国内外の原子炉施設等の安全に関する情報を収集整

理する。

【主な実績】
○ 高経年化技術評価、MOX 燃料及び高燃焼度燃料導入、もんじゅの再起動等に対して、審査、検査等のため

の規定の作成、見直し等に必要な調査、解析、試験、研究及び解析コードの整備等を概ね当初の計画どお

りを実施。21 テーマが試験研究等外部評価委員会の評価対象であり、評価の平均は「3.1」。なお、「Ⅱ

（Ⅰ＞Ⅴ）」評価以上となったテーマの実績概要は以下のとおり。

� 国際共同研究により入手したデータを用い、MOX 未燃焼燃料を装荷した炉心について解析した。また、

仏国原子力庁原子力開発局との共同研究の試験データについて、軸方向ボイド、十字型制御棒、ガド

リニア入り燃料棒、減速材ボロン添加の反応度価値の解析評価等を行った。

� 高速炉核計算システム ARCADIA を整備し、同システムを用いてシビアアクシデント時の損傷炉心の再

臨界性、反応度係数等を評価した。また、ULOF による炉心損傷事象時の最大炉心ボイド反応度を解析

し、燃料組成の影響等を評価した。さらに、同システムの燃焼特性解析への適用性を検証するため、

もんじゅ性能試験における燃焼計算を行い、測定結果との比較を行った。

○ 約 49,000 件の国内外の原子炉施設等の安全に関する情報を収集整理。

○ 新潟県中越沖地震による火災事例を受け「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」（省令 62

号）解釈別記-2 の改訂案としてまとめた。（257 人日）（計画外）

【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：安全規制の重点が保守、維持管理に移りつつある状況において、高経年化、検査技術、健全性実

証など幅広い分野で数多くの事業を進め安全規制の基盤整備に貢献した。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ａ」

コメント：高経年化関連安全対策技術開発等を着実に実施しており、Ｂ評価の基準はそれだけで満たしてい

る。中越沖地震の火災事例を受けて火災防護指針の改訂案をまとめるなど、緊急の要求にも的確に対応して

おり、質的に高い業務を実施していることからＡ 評価に値する。

２．核燃料サイクル・廃棄物分野
○ 既設サイクル施設の高経年化技術評価、MOX 加工施設

の設工認、余裕深度処分の事業許可申請等に対して、

審査、検査等のための規定の作成、見直し等に必要な

調査、解析、試験、及び研究が実施されている。また、

クロスチェック解析等に使用する解析コードの整備

等を行う。

○ 国内外の核燃料サイクル施設等の安全に関する情報

を収集整理する。

【主な実績】
○ 既設サイクル施設の高経年化技術評価、MOX 加工施設の設工認、余裕深度処分の事業許可申請等に対して、

審査、検査等のための規定の作成、見直し等に必要な調査、解析、試験、研究及び解析コードの整備等を

概ね当初の計画どおりを実施。15 テーマが試験研究等外部評価委員会の評価対象であり、評価の平均は

「3.1」。なお、「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」評価以上となったテーマの実績概要は以下のとおり。

� 再処理施設の PSA については、事故シーケンスの摘出及び定量化を行った。また、検査時発見事項の

重要度評価へ PSA 結果を活用する際の手法の予備検討及び試解析を行った。加工施設の ISA について

は、ハザード解析において網羅的に起因事象と潜在事象を摘出する方法を具体化する等を行った。

� 環境要件への適合性評価のために地質・気候関連データの整備に着手するとともに安全評価手法の整

備を進めた。また、原子力機構の深地層の研究施設を含む広域の地下水流動の概略の把握のために解

析を実施し、平成 20 年度以降の研究計画を立案した。

○ 約 700 件の国内外の核燃料サイクル施設等の安全に関する情報を収集整理した。

【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：どちらかといえば体制整備も含めて規制が遅れがちな分野であるが、安全規制ニーズを牽引する

形で、解析コード、基準整備ほかの事業を行った。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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（委員Ｅ）評価：「Ａ」

コメント：六ヶ所の本格稼動をひかえて、核燃料サイクル・廃棄物分野の安全研究は質的にも量的にも高い

成果をあげることが求められている。これを着実に実施していることから、Ｂ評価の基準は十分満たしてい

る。それだけでなく、ワークショップ等を開催するなど主体的に活動しており、Ａ評価に値する。

３．基盤技術分野
○ 耐震バックチェック、人的要因・組織要因の観点から

の新検査制度対応、規制制度へのリスク情報の活用等

に対して、審査、検査等のための規定の作成、見直し

等に必要な調査、解析、試験、及び研究が実施されて

いる。また、クロスチェック解析等に使用する解析コ

ードの整備等を行う。

【主な実績】
○ 耐震バックチェック、人的要因・組織要因の観点からの新検査制度対応、規制制度へのリスク情報の活用

等に対しての審査、検査等のための規定の作成、見直し等に必要な調査、解析、試験、研究及び解析コー

ドの整備等については質あるいは量において当初の計画を超える成果を得た。16 テーマが試験研究等外

部評価委員会の評価対象であり、評価の平均は「3.7」。なお、「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」評価以上となったテー

マの実績概要は以下のとおり。

� 耐震研究ロードマップを構築した。作成に当たっては、耐震設計に関するニーズを踏まえつつ、原子

力プラント生涯の各段階に必要となる耐震設計技術の網羅と分析を行うとともに、中長期的観点に立

って資源を集中する耐震重要研究項目を厳選した。

� 新しい断層成熟度の地域性等を考慮した地震規模予測モデル（楕円断層モデル）を構築した。さらに、

過去の地震と震源断層データによる地震規模とパラメータの関係と活断層データベースを整理した。

� 縦ずれ断層（逆断層）の地震動特性を検討し、震源を特定せず策定する地震動の概略評価手法を作成

した。震源の不確実さを考慮した地震動解析により、地震動特性を反映した地震波を作成した。また、

基準地震動 Ss の策定方法の一つである断層モデルに関し、水平地震についての強震動予測レシピを作

成した。

� 2003 年十勝沖地震津波おける十勝川の河川遡上のビデオ画像等を検証データとして、非線形長波理論

に基づく解析コードの適用限界の検討を行った。津波痕跡データベースシステムを構築し、北海道・

東北地方を対象とした津波の痕跡データを収集し、痕跡の信頼度のランク付けを行った上でデータベ

ースに登録した。

� 初期 2 ループ PWR プラント及び最新の 2 ループ PWR プラントについて、レベル１地震 PSA モデルを整

備し、試解析を行った。地震による火災発生メカニズムを検討し、地震時の火災発生頻度に関する定

量的な評価手法を開発した。

� 機器の強度・機能の限界値（耐力）等を加振試験で評価し、耐力データベースと耐力評価手法を構築

した。なお、先行実施した横形ポンプの地震時耐力評価の論文が平成 19 年度日本原子力学会賞（技術

賞）を受賞した。

� 「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン」、「規制当局が事業者の安全文

化・組織風土の劣化防止に係る取組を評価するガイドライン」及び「人的過誤の直接要因に係る不適

合を是正するための事業者の自律的取り組みを規制当局が評価するガイドライン」の 3 つガイドライ
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ンを完成させた。これらのガイドラインを保安検査等で活用する旨記載した行政文書が原子力安全・

保安院から発出された。また、原子力保安検査官向けに作成した教育資料を使い、根本原因分析、安

全文化・組織風土劣化防止及び直接原因分析について原子力保安検査官に対し研修を実施した。

� また、原子力、航空、鉄道、化学、宇宙開発といった巨大システムにおける事故・トラブルから得ら

れた知見を整理し、教訓集として整理した。さらに、ヒューマンファクター、品質マネジメント、社

会技術領域の分野横断した技術・人材マップの作成を開始した。

� リスク情報を活用し、安全実績指標に対する判定基準の設定に必要な情報を整理するとともに、検査

指摘事項、法令に基づき原子力安全・保安院に報告する必要のある事象等に対する安全重要度評価の

仕組みを構築し、過去の事例を用いた試評価により、その有用性の検証を行った。

� 蒸気発生器伝熱管破損事故時の伝熱管内、伝熱管バンドル領域、気水分離器及び湿分分離器における

流動及びエアロゾル・液滴挙動に係る試験データを国際プロジェクトにより取得し、気水分離器及び

湿分分離器の全体系を対象とする流動・エアロゾル CFD 解析モデルを作成し、試験解析を実施して解

析モデルの予測性能を検証した。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「ＡＡ」

コメント：耐震対応に係る分野で日本全治あの活動をリードし、解析手法の整備、予測手法整備、地震動評

価などの体制を整備し、耐震という新しい規制ニーズに先駆的に対応した。また、今度ますます重要性を増

すと考えられる人的要因、リスク情報活用などの分野についても質・量ともに優れた貢献を行った。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：多くの研究テーマについて、高い評価を得ている。とくに、人的要因・組織要因に係る分野では、

以下のような顕著な成果をあげた。いわゆる「根本原因分析の評価ガイド」、「安全文化・組織風土劣化防止

取組の評価ガイド」、「人的過誤是正の取組の評価ガイド」の３つガイドラインを完成させ、これらをもとに

保安検査等で用いる行政文書が発出された。上記の主題に関わる保安検査官向け研修を実施した。原子力、

航空、鉄道、化学、宇宙開発等の巨大システムにおける事故・トラブルから得られた知見を教訓集として整

理した。ヒューマンファクター、品質マネジメント、社会技術領域の技術・人材マップの作成に着手した。

（委員Ｃ）「Ａ」

コメント：委員コメント：純技術的な安全評価が成熟してくると、人的要因、組織要因に関わる不安全要素

の除去が最大の課題となる。その観点から今期の人的要因、組織要因に係る検討実績は将来にわたり大きな

貢献が期待でき、高く評価できる。

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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（委員Ｅ）評価：「ＡＡ」

コメント：基盤技術分野の一つに耐震があり、耐震設計審査指針が改定されたことからそれへの対応だけで

大変であった。耐震関係でよい成果をあげただけでなく、人的要因・組織要因に係る分野でも２種類のガイ

ドラインをまとめたことは非常に高く評価される。ガイドラインはさっそく採用され、規制行政に生かされ

ている。それだけではなく、被規制者にも広く説明を行ったことで、被規制者みずから人的要因・組織要因

によるトラブル防止に役立っている。なお、この「人間・組織等安全解析調査」は試験研究等外部評価委員

会でも最上級の評価を得ている。

４．防護対策分野
○ 核物質防護審査・検査に係る支援として、原子炉施設

等の枢要設備選定に係る検討、海外規制動向等の調

査・分析が行われている

○ 技術ガイドの整備充実として、実証訓練ガイドライン

等の技術ガイド案の検討が行われている

【主な実績】
○ 原子炉施設等の枢要設備選定に係る検討、海外規制動向等の調査・分析を実施し、原子力安全･保安院へ

提供した。

○ 枢要区域設定ガイドライン等の技術ガイド案の検討し、結果を原子力安全･保安院へ提供した。

【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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３－５．サービスの質の向上（国際業務、広報業務）

評定結果
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ

評価のポイント

中越沖地震時にきわめてニーズが高かった海外への情報発信を迅速に行い、情報の質の高さと速さから海外で高い評価を得た。

また、中越沖地震に関して来日したＩＡＥＡの調査ミッションに対する支援業務なども的確に行われており、その結果として我が

国の耐震設計の技術力の高さを世界中から認められていることから、Ａ評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

○ 国際会議、国際機関等における情報収集・発信、国際

機関での技術協力等を通した国際協力並びに原子力

及び廃棄物安全条約に係る原子力安全・保安院の支援

を適切に実施する

○ シンポジウムの開催、パンフレットの発行を計画どお

り実施する

【主な実績】
○ 計画に基づく国際会議、国際機関等における情報収集・発信、国際機関での技術協力等を通した国際協力、

原子力及び廃棄物安全条約に係る原子力安全・保安院の支援については適切に実施。

○ シンポジウムの開催、パンフレットの発行を計画どおり実施。

○ 新潟県中越沖地震については、原子力安全・保安院のプレス文 48 件含め柏崎刈羽原子力発電所の被害状

況等について海外規制機関等に情報を発信。また、原子力安全・保安院の招請に基づいて IAEA が派遣し

た調査ミッション（8月、1 月）において原子力安全・保安院を支援（80 人日）（計画外）。

○ OECD/NEA が事務局となって 10 ヶ国で進めている多国間設計評価プログラム（MDEP）において、技術運営

委員会（9月、2月各 1名、パリ）、専門家会合（ECCS（6 月ワシントン）、シビアアクシデント（6 月モ

スクワ）、デジタル I&C（6 月パリ））及び機器製造監査 WG（6 月プサン、8 月仏ディジョン、2月パリ各

2 名）に専門家を派遣（計画外）。

○ 新潟県中越沖地震に関するものとして 17 件の取材に対し、延べ 41 人が対応（17 人日）。

【評価】「Ａ」

（委員Ａ）評価：「ＡＡ」

コメント：中越沖地震時にきわめてニーズが高かった海外への情報発信を迅速に行い、情報の質の高さと速

さから海外で高い評価を得た。海外との協力、情報交換、交流を活発に行い、また、アジア諸国に対する積

極的な支援を行い、国際的な貢献を果たした。

（委員Ｂ）評価：「Ａ」

コメント：新潟県中越沖地震に際し、発電所の被害状況等の海外向け情報発信、規制機関のプレス文の英語

版作成、ホームページへの掲載、IAEA 調査ミッション受入における保安院の支援などにおいて、多大な貢献

をした。地震に関わる多くの取材に対し、適切に対処した。
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（委員Ｃ）評価：「Ａ」

コメント：地震対応に関する知見を世界に発信し、我が国の原子力安全に対するレベルの高さを示し得たと

考えられる。

（委員Ｄ）評価：「Ａ」

コメント：かなり積極的に地震に関わる対応を行った点を評価する。

（委員Ｅ）評価：「Ａ」

コメント：予定していた業務に加え、中越沖地震の発生により海外規制機関等へ情報発信が必要となったこ

とに対し迅速に対応したことは高く評価される。また中越沖地震に関して来日したＩＡＥＡの調査ミッショ

ンに対する支援業務なども的確に行われており、その結果として我が国の耐震設計の技術力の高さを世界中

から認められている。Ａ評価は当然であり、ＡＡ評価に近いＡ評価である。
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４．財務内容

評定結果
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成）

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ

評価のポイント

一般競争入札の範囲の拡大による費用低減、月次決算の適正実施等により、効率化係数を満たした予算を遵守している。また、

重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとする事態及び欠損金の発生が無いことから、B評価が妥当である。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

○ 業務の効率的な実施による費用の低減、その他の経営

努力により財務内容の改善を図るため、運営費交付金

を充当して行う事業については「Ⅱ．業務運営の効率

化に関する事項」で定めた事項について配慮した中期

計画の予算を作成し、当該予算による運営に努める。

○ 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ととも

に、引き続き、経理事務や財務諸表の作成に外部の知

見を積極的に活用するよう努める。

【主な実績】
○ 一般競争入札の範囲の拡大（Ⅰ．５参照）による費用低減、月次決算の適正実施等により、効率化係数を

満たした予算を遵守している。また、重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとする事態及び欠損金の発

生が無い。なお、期末手持ち資金を大口定期預金で運用（平成 19 年度末大口定期預金残高 10,000 百万円）

している。

○ 財務諸表等のセグメント情報において人件費を明示する等、公表の充実等を図った。また、平成 18 年度

の決算に当たっては会計監査人の監査を受けている。

【評価】「Ｂ」

（委員Ａ）評価：「Ａ」

コメント：健全な運営を進めた。

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：財務内容については、例えば過去３年分のデータとの比較を示し、その改善あるいは劣化を把握

し評価すべきところである。 該当データの提示を要望する。：：

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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保有資産の有効活用

○ 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、土地・建物等の効率的な活用を促進し、自己

収入の増加を図る等の観点からの見直しを図る

【主な実績】
○ 保有資産はなし

【評価】「Ｂ」
（委員Ａ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

欠損金、剰余金の適正化
○ 欠損金の発生が無い

【主な実績】
○ 欠損金の発生が無い。

主にその他の勘定において利益剰余金が 307 百万円発生した。これについては、今後の年度において支出が

収入を上回ることも予想されるため、次年度へそのまま繰り越す

【評価】「Ｂ」
（委員Ａ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「Ｂ」

コメント：「－」
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リスク管理債権の適正化 【主な実績】
○ 貸付金、リスク管理債権はなし

【評価】「－」
（委員Ａ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「－」

コメント：「－」
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞

（単位：百万円）

H20.3.31現在 参考：H19.3.31現在

資産

Ⅰ 流動資産 15,561 7,525
現金及び預金 14,793 6,670
その他流動資産 767 855

Ⅱ 固定資産 3,840 4,986
有形固定資産 10,141 10,353
減価償却累計額 △ 7,695 △ 6,556
無形固定資産 685 507
投資その他の資産 709 680

資産合計 19,402 12,511

負債

Ⅰ 流動負債 15,340 5,797
運営費交付金債務 3,282 －
未払金 10,223 4,205
未払消費税等 3 －
未払費用 430 458
その他流動負債 1,399 1,133

Ⅱ 固定負債 3,065 4,190
資産見返負債 2,942 4,031
その他固定負債 123 158

負債計 18,406 22,768

純資産

Ⅰ 資本金 － －
Ⅱ 資本剰余金 688 669
Ⅲ 利益剰余金 307 1,854

純資産計 995 2,523

負債純資産合計 19,402 12,511

貸借対照表

特筆すべき事項

未払金の増による

減価償却による減少等

前期は前中期目標期間の最終年度

3 月検収の増

減価償却による減少等

前期は前中期目標期間の最終年度のため、未使用運営費交付金

の収益化を行った
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞
（単位：百万円）

損益計算書 H19.4.1～H20.3.31 参考：H18.4.1～H19.3.31

経常費用

業務費 20,209 28,245
人件費 4,725 4,560
減価償却費 1,439 1,714
外注費 10,303 16,862
その他 3,740 5,107
一般管理費 1,808 1,958
人件費 861 895
減価償却費 160 89
その他 787 973
財務費用 11 8

経常費用合計 22,029 30,211

経常収益

運営費交付金収益 19,164 27,892
手数料収入 1,364 1,690
受託収入 246 440
資産見返負債戻入 1,491 1,713
財務収益等 23 16

経常収益合計 22,290 31,753

臨時損失 0 0
臨時利益 0 0

当期総利益 260 1,541

特筆すべき事項

発注・検収の時期のずれ等による

経常費用発生の減少等による

運営費交付金残の収益化の有無等による
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５．その他

評定結果
評価対象外

１５年度：Ｂ、１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ

評価のポイント

国の求めに応じ行う業務、経済産業大臣による要求ともに発生しなかったことから評価対象外とする。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成１９年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．国の求めに応じ行う業務
○ 国の行政機関から求めがあった場合は、機構法第 13

条第１項及び第２項の業務の遂行に支障のない範囲で

適切な対応を行う。

【主な実績】
○ 国の求めはなかった。

【評価】「－」
（委員Ａ）評価：「ー」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「ー」

コメント：「－」

（委員Ｄ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ー」

コメント：「－」

２．経済産業大臣による要求
○ 経済産業大臣から、独立行政法人原子力安全基盤機構

法第 16 条第１項の規定に基づき、エネルギーの利用に

関する原子力の安全の確保のため特に必要があり、同

法第 13 条第１項第１号から第４号までに掲げる業務

に関し必要な措置をとるよう要求があったときは、必

要な措置を迅速かつ正確にとるよう努める。

【主な実績】
○ 経済産業大臣による要求はなかった。

【評価】「－」
（委員Ａ）評価：「ー」

コメント：「－」

（委員Ｂ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｃ）評価：「ー」



39

コメント「－」

（委員Ｄ）評価：「－」

コメント：「－」

（委員Ｅ）評価：「ー」

コメント：「－」


