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1.福島原子力発電所事故への対応
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(1)機動的・弾力的な組織運営
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６.内部統制

Ⅳ．自己評価
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○福島原子力発電所事故での原子力安全・保安院(NISA)への支援事業：
震災発生後、原子力防災規程に基づき、迅速に緊急時支援体制を構築。NISAへの支援を24時間体制

で実施中。

(1)保安院等への専門家派遣や技術情報の提供

(2)現地対策本部への緊急の役務提供・資機材提供

(3)国内外への情報発信等

○規制課題45項目への対応：
科学的合理的な規制制度の構築について、技術的な専門性を活用し、その実現に向け積極的に支援。

主たる取り組みについては以下のとおり。

(1)学協会規格の技術評価：

JNES単独で主体的に、透明性、公開性を持って技術評価を行う仕組みを構築。

一 規格について公衆意見公募を経て規制体系に取り込みが完了。

(2)安全研究の外部評価：

研究計画の策定と実績評価が行われ、JNESが提案した震災事故を踏まえたメリハリのある研究

計画 (緊急震災対応新規7件）が了承。

(3)加工施設及び再処理施設の検査制度改善：

検査制度の課題、改善提案を検討する検討会を設置、審議。成果は報告書としてNISAに提出予定。

○福島原子力発電所事故での原子力安全・保安院(NISA)への支援事業：
震災発生後、原子力防災規程に基づき、迅速に緊急時支援体制を構築。NISAへの支援を24時間体制

で実施中。

(1)保安院等への専門家派遣や技術情報の提供

(2)現地対策本部への緊急の役務提供・資機材提供

(3)国内外への情報発信等

○規制課題45項目への対応：
科学的合理的な規制制度の構築について、技術的な専門性を活用し、その実現に向け積極的に支援。

主たる取り組みについては以下のとおり。

(1)学協会規格の技術評価：

JNES単独で主体的に、透明性、公開性を持って技術評価を行う仕組みを構築。

一 規格について公衆意見公募を経て規制体系に取り込みが完了。

(2)安全研究の外部評価：

研究計画の策定と実績評価が行われ、JNESが提案した震災事故を踏まえたメリハリのある研究

計画 (緊急震災対応新規7件）が了承。

(3)加工施設及び再処理施設の検査制度改善：

検査制度の課題、改善提案を検討する検討会を設置、審議。成果は報告書としてNISAに提出予定。

Ⅰ．総合評価 平成2２年度の成果の概要(1/2)Ⅰ．総合評価 平成2２年度の成果の概要(1/2)
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○規制課題45項目への対応（続き）：
(4)クリアリングハウス強化：

事故・トラブル等の情報を分析・評価し、高度な専門性を有する職員で構成される「JNES運転経

験等反映委員会」を設置するなど、体制を構築し運用開始。

○大規模な国際会議の日本開催

各国のトップ等230名が参加したIAEAのTSO(技術支援機関)国際会議、568名が参加した柏崎耐

震シンポジウムをJNESのリーダーシップのもと開催し、国際連携の強化までの合意に貢献。

○人材
人材育成戦略WGを設置。人材確保、育成、計画の3項目について戦略的な検討を行い、その結果に

基づき対策を実施。

○経費削減
一般管理費、事業費、人件費を削減。いずれも第２期中期目標の定められた目標を達成。

○契約の適正化
随意契約：毎年、低減
一者応札割合：毎年、低減（H 22年度はH 20年度比で3割以上低減。（独立行政法人・公益法人の
見直しの「基本」と「３原則」）に定められた目標を達成。）

○規制課題45項目への対応（続き）：
(4)クリアリングハウス強化：

事故・トラブル等の情報を分析・評価し、高度な専門性を有する職員で構成される「JNES運転経

験等反映委員会」を設置するなど、体制を構築し運用開始。

○大規模な国際会議の日本開催

各国のトップ等230名が参加したIAEAのTSO(技術支援機関)国際会議、568名が参加した柏崎耐

震シンポジウムをJNESのリーダーシップのもと開催し、国際連携の強化までの合意に貢献。

○人材
人材育成戦略WGを設置。人材確保、育成、計画の3項目について戦略的な検討を行い、その結果に

基づき対策を実施。

○経費削減
一般管理費、事業費、人件費を削減。いずれも第２期中期目標の定められた目標を達成。

○契約の適正化
随意契約：毎年、低減
一者応札割合：毎年、低減（H 22年度はH 20年度比で3割以上低減。（独立行政法人・公益法人の
見直しの「基本」と「３原則」）に定められた目標を達成。）

Ⅰ．総合評価 平成2２年度の成果の概要(2/2)Ⅰ．総合評価 平成2２年度の成果の概要(2/2)
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3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に
対し、JNESは原子力防災規程に基づき、迅速に理事長を本部長とする緊急事態支援本部を設置し、
原子力安全の専門機関としてまた機動性を有する独立行政法人としてNISAの活動を支援し、事故対応
に万全を期すよう

①保安院等への専門家派遣や技術情報の提供
②現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
③国内外等への情報発信

などを実施するとともに、それらに対する24時間のバックアップ体制をとってきた。
これまでのJNESの主要な事故対応は次のとおり。※
※ 緊急事態支援は継続的な対応が求められており、ここでは、現在まで（一部４月３０日まで）の取り組み全体をまとめている。

１．活動の総括
JNESでは、地震発生以降、福島第一発電所事故等への対応として、科学的知見や技術の提供、

NISAへの技術支援のための専門家派遣及び住民問合せ窓口の運営など、延べ約5,000人・日(4月３
０日現在)の支援業務を行ってきた。

2. 主な支援活動について
（1）保安院等への専門家派遣や技術情報の提供
①保安院緊急時対応センターに専門家を常駐させ、技術的支援を実施
②事故対策に係る安全解析や技術情報の提供を実施
③JNES緊急事態支援本部に職員を24時間体制で常駐させ、保安院からの各種要請に迅速に対応

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に
対し、JNESは原子力防災規程に基づき、迅速に理事長を本部長とする緊急事態支援本部を設置し、
原子力安全の専門機関としてまた機動性を有する独立行政法人としてNISAの活動を支援し、事故対応
に万全を期すよう

①保安院等への専門家派遣や技術情報の提供
②現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
③国内外等への情報発信

などを実施するとともに、それらに対する24時間のバックアップ体制をとってきた。
これまでのJNESの主要な事故対応は次のとおり。※
※ 緊急事態支援は継続的な対応が求められており、ここでは、現在まで（一部４月３０日まで）の取り組み全体をまとめている。

１．活動の総括
JNESでは、地震発生以降、福島第一発電所事故等への対応として、科学的知見や技術の提供、

NISAへの技術支援のための専門家派遣及び住民問合せ窓口の運営など、延べ約5,000人・日(4月３
０日現在)の支援業務を行ってきた。

2. 主な支援活動について
（1）保安院等への専門家派遣や技術情報の提供
①保安院緊急時対応センターに専門家を常駐させ、技術的支援を実施
②事故対策に係る安全解析や技術情報の提供を実施
③JNES緊急事態支援本部に職員を24時間体制で常駐させ、保安院からの各種要請に迅速に対応

(1)主な活動（人員の派遣、評価・解析の実施）(1)主な活動（人員の派遣、評価・解析の実施）

Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応
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（２）現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
①事故発生の3月11日以降、JNESは独立行政法人としての機動性を活かし、NISAからの
要請に対して年度予算を組み替えるなどして、福島第一原子力発電所オフサイトセンター
（OFC）における現地対策本部の活動を中心として、４．６億円程度（４月３０日現在）の
防災資機材の提供、運営支援等を決定・実行している。こうした緊急支援については継続中。
主たる支援内容は、ＯＦＣの運営支援等、放射線測定用機器の支援、広報活動支援等。
②福島OFCには現在JNES職員3名及び設備の操作や維持管理等のための操作員16名の派遣
に加え、JNESからＪ- ビレッジ等に常時医師2名を派遣。
③警戒区域内に居住する住民の一時帰宅に随行する安全管理者として最大時１７名を現地に派
遣した。

（３）国内外等への情報発信
①3月15日からNISAコールセンターや福島県庁にベテラン職員を最大で1日29 名を派遣し、
問合せ窓口対応をしており、現在も実施中。
②事故対応に関する日米協議の枠組みの下で、技術実務者会合に参加。ＮＲＣ等から派遣され
た専門家とプラント状況の確認、原子炉等の安定的な制御のための作業方法、シビアアクシ
デント対策などについて協議し、事故対応に活用。海外プレス対応を支援。
③フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）理事長、OECD/NEA事務総長、
韓国原子力安全技術院（KINS）院長の訪問に対し事故情報を提供。
④国際社会の情報提供要請に対応するため、4月上旬のNISAのIAEA及びOECD/NEAへの
事故報告の支援を実施。また、理事が4月下旬からアジア各国（中国、ベトナム、韓国、
台湾等）を訪問し、事故状況を説明。
⑤ワシントン事務所では、NRCに事故の情報を逐次提供するとともに、米議会関係者等にも
状況を説明。また、NRC主催の国際会議等でも事故経過を説明し、国際社会の要請に対応。

（２）現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
①事故発生の3月11日以降、JNESは独立行政法人としての機動性を活かし、NISAからの
要請に対して年度予算を組み替えるなどして、福島第一原子力発電所オフサイトセンター
（OFC）における現地対策本部の活動を中心として、４．６億円程度（４月３０日現在）の
防災資機材の提供、運営支援等を決定・実行している。こうした緊急支援については継続中。
主たる支援内容は、ＯＦＣの運営支援等、放射線測定用機器の支援、広報活動支援等。
②福島OFCには現在JNES職員3名及び設備の操作や維持管理等のための操作員16名の派遣
に加え、JNESからＪ- ビレッジ等に常時医師2名を派遣。
③警戒区域内に居住する住民の一時帰宅に随行する安全管理者として最大時１７名を現地に派
遣した。

（３）国内外等への情報発信
①3月15日からNISAコールセンターや福島県庁にベテラン職員を最大で1日29 名を派遣し、
問合せ窓口対応をしており、現在も実施中。
②事故対応に関する日米協議の枠組みの下で、技術実務者会合に参加。ＮＲＣ等から派遣され
た専門家とプラント状況の確認、原子炉等の安定的な制御のための作業方法、シビアアクシ
デント対策などについて協議し、事故対応に活用。海外プレス対応を支援。
③フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）理事長、OECD/NEA事務総長、
韓国原子力安全技術院（KINS）院長の訪問に対し事故情報を提供。
④国際社会の情報提供要請に対応するため、4月上旬のNISAのIAEA及びOECD/NEAへの
事故報告の支援を実施。また、理事が4月下旬からアジア各国（中国、ベトナム、韓国、
台湾等）を訪問し、事故状況を説明。
⑤ワシントン事務所では、NRCに事故の情報を逐次提供するとともに、米議会関係者等にも
状況を説明。また、NRC主催の国際会議等でも事故経過を説明し、国際社会の要請に対応。

(1)主な活動（役務提供、情報発信）(1)主な活動（役務提供、情報発信）

Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応
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３．今後の対応
今回の事故対応で明らかになった課題の中で、早期に着手できるものは、対応していく方針。
また、専門機関として、今回の事故原因等の解明について、適時適切な技術支援を行うため、

設備利用率の向上などに係る安全研究等の一部プロジェクトは先送りし、限界ある人的資源や
予算の組み替えなどにより対処していく。

この一環として、23年度内に実施すべきものとして、年度予算を組み替え、
以下の安全研究プロジェクト7テーマの追加を決定し、実施中。
①福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価
②福島第一原子力発電所事故に係る環境影響の調査と分析・評価

③東北地方太平洋沖地震を踏まえた震源断層及び地震動・津波評価
④原子炉施設におけるこれまでの地震・津波対策の有効性評価に関する研究
⑤海水に晒された原子力機器の耐久性評価
⑥発電所周辺の災害廃棄物に関する調査
⑦核燃料サイクル施設の安全の高度化

３．今後の対応
今回の事故対応で明らかになった課題の中で、早期に着手できるものは、対応していく方針。

また、専門機関として、今回の事故原因等の解明について、適時適切な技術支援を行うため、
設備利用率の向上などに係る安全研究等の一部プロジェクトは先送りし、限界ある人的資源や
予算の組み替えなどにより対処していく。

この一環として、23年度内に実施すべきものとして、年度予算を組み替え、

以下の安全研究プロジェクト7テーマの追加を決定し、実施中。
①福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価

②福島第一原子力発電所事故に係る環境影響の調査と分析・評価
③東北地方太平洋沖地震を踏まえた震源断層及び地震動・津波評価
④原子炉施設におけるこれまでの地震・津波対策の有効性評価に関する研究
⑤海水に晒された原子力機器の耐久性評価
⑥発電所周辺の災害廃棄物に関する調査
⑦核燃料サイクル施設の安全の高度化

(2)今後の対応(2)今後の対応

Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応Ⅱ．サービスの質の向上の例 １．福島第一原子力発電所事故への対応
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○規制課題への対応他
(1)H 22年2月に原子力安全・保安部会基本政策小委員会が取りまとめた「原子力安全規制に関す
る課題の整理」では今後、NISAが取り組むべき42項目が提示されている。（その後、規制課題と
しては45項目に増加）
(2)これらの課題に対しJNESも技術的な専門性を活用し、積極的に貢献する所存であり、特に自
身の組織運営に直接関係する課題は自らの問題と捉え、主体的に取り組んでいる。
(3)その他の課題についてもNISAと十分に調整の上、積極的に支援していく。

○規制課題への対応他
(1)H 22年2月に原子力安全・保安部会基本政策小委員会が取りまとめた「原子力安全規制に関す
る課題の整理」では今後、NISAが取り組むべき42項目が提示されている。（その後、規制課題と
しては45項目に増加）
(2)これらの課題に対しJNESも技術的な専門性を活用し、積極的に貢献する所存であり、特に自
身の組織運営に直接関係する課題は自らの問題と捉え、主体的に取り組んでいる。
(3)その他の課題についてもNISAと十分に調整の上、積極的に支援していく。

１．総合評価１．総合評価Ⅱ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組みⅡ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組み

(1)規制課題への対応他(1)規制課題への対応他

(JNESが主体的に取組んでいる規制課題の例)

○加工施設及び再処理施設における検査制度の改善

○火災防護対策の強化・充実

○規格基準の体系的整備の促進

○トピカルレポートの技術評価への対応

○発電炉等の規制課題への対応

○安全研究の有効活用に係る仕組みの構築

○運転経験のフィードバック機能の充実

等
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(2)加工施設・再処理施設の検査制度などの在り方検討(2)加工施設・再処理施設の検査制度などの在り方検討

Ⅱ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組みⅡ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組み

○目的
ウラン加工施設の施設定期検査制度導入から10
年が経過し、また、商用再処理施設の竣工が間
近な現状を踏まえ、これまでの検査制度等の実
績を把握・評価し、検査制度等の在り方を検討
する。

○実施内容
「加工施設・再処理施設の検査制度等に関する
検討会」をJNES内に設置し、供用中施設の検査
等の安全規制の在り方を検討。進め方は右図の
とおり。

課題抽出・改善提案

NISANISA

法令、指針等 検討体制

JNESJNES 加工・再処
理事業者

加工・再処
理事業者情報提供等

整理・分析

JNES

H 22年9 月から検討会を5回開催

○成果の方向性
検討結果を報告書として取りまとめ、NISAに提案する。
これを受け、NISAは具体的な制度改定を予定。
具体的な提案は、規制制度の大局的な課題から個別的課題へ展開し、取り組みの優先度（高
中低）・期間（短中長期）を明確にする。
主たる改善内容（案）は、以下のとおり。

・最新知見を踏まえた科学的合理的な考え方に基づく許認可対象の考え方、安全上の重要
度の明確化

・安全上の重要度等を考慮した検査項目の選定、方法、周期の設定 など

現状の検査制度を
把握・評価

具体的な制度改定を実施
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1.核燃料施設火災防護ガイドライン整備
○目的
核燃料施設の火災防護に関する技術基準には規則の解釈がないことから、海外、軽水炉の知見も踏ま
えつつNISA内規を策定する

○実施内容
(1)軽水炉、海外の火災防護指針類の調査と必要事項の抽出
(2)事業者、専門家、JNES及びNISA参加の検討会で検討（作業部会4回、WG３回）
(3)原子力安全・保安部会原子力防災小委員会火災防護WGに対しH 22年7月、12月に経過を報告し、
保安規定等の認可に活用するためのNISA内規案として策定する計画である。

○成果
今後、原子力防災小委員会の審議を経てNISA内規として制定する予定である。

2.原子力発電所火災防護対策評価マニュアルの整備
○目的
柏崎刈羽原子力発電所等での小火災の頻発及び火災ハザード解析活用の指摘(IAEA/OSART)を踏まえ、
火災防護対策の定量的評価手法を整備する。

○実施内容
NISA、JNES及び事業者による12回の打合せと2回の現場調査の結果を踏まえ、火災防護対策評価マ
ニュアル案を策定した。

○成果
今後、原子力防災小委員会の審議を経てNISA内規として制定する予定である。

1.核燃料施設火災防護ガイドライン整備
○目的
核燃料施設の火災防護に関する技術基準には規則の解釈がないことから、海外、軽水炉の知見も踏ま
えつつNISA内規を策定する

○実施内容
(1)軽水炉、海外の火災防護指針類の調査と必要事項の抽出
(2)事業者、専門家、JNES及びNISA参加の検討会で検討（作業部会4回、WG３回）
(3)原子力安全・保安部会原子力防災小委員会火災防護WGに対しH 22年7月、12月に経過を報告し、
保安規定等の認可に活用するためのNISA内規案として策定する計画である。

○成果
今後、原子力防災小委員会の審議を経てNISA内規として制定する予定である。

2.原子力発電所火災防護対策評価マニュアルの整備
○目的
柏崎刈羽原子力発電所等での小火災の頻発及び火災ハザード解析活用の指摘(IAEA/OSART)を踏まえ、
火災防護対策の定量的評価手法を整備する。

○実施内容
NISA、JNES及び事業者による12回の打合せと2回の現場調査の結果を踏まえ、火災防護対策評価マ
ニュアル案を策定した。

○成果
今後、原子力防災小委員会の審議を経てNISA内規として制定する予定である。

(3)規制基準の整備 ①原子力施設火災防護対策ガイドライン等の整備(3)規制基準の整備 ①原子力施設火災防護対策ガイドライン等の整備

Ⅱ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組みⅡ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組み
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Ⅱ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組みⅡ.サービスの質の向上 2.規制制度への提言などの取組み

○目的
高速増殖炉の燃料健全性評価に関する技術上の基準案を作成し、「もんじゅ高度化炉心」等の

安全審査を的確に遂行する。

○目的
高速増殖炉の燃料健全性評価に関する技術上の基準案を作成し、「もんじゅ高度化炉心」等の

安全審査を的確に遂行する。

(2)規制基準の整備 ②高速増殖炉の燃料健全性技術基準の作成(2)規制基準の整備 ②高速増殖炉の燃料健全性技術基準の作成

○実施内容
高速増殖炉燃料の安全設計・安全評価に関し、性能規定
から仕様規定までの要求を集約してパッケージ化した技
術上の基準案（「ナトリウム冷却型高速増殖炉燃料の技
術基準（案）」仮称）を作成。

作成に際しては、国内の専門家のみならず、フランスや
IAEAでの会議の意見等を反映した。

○成果
・作成した技術基準はNISAが審査で使う審査の要領
に反映される予定。
・IAEAの技術報告書（TECDOC）として発行を目
指し活動中。

要求事項(要求性能を具体化)
燃料健全性、制御棒挿入経路、冷却可能形状
の維持
燃料許容設計限界、燃料破損判断基準の設定

指針(具体的な評価項目、判断基準、な
どを具体化)
評価項目、判断基準、評価方法
燃料許容設計限界、燃料破損判断基準の設定
手順

原則（要求される性能を規定）
基本機能
(止める、冷やす、閉じ込める)

「ナトリウム冷却型高速増殖炉燃料の技術基準」
(案)の構成
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(1)規格基準の体系的整備の促進(1)規格基準の体系的整備の促進

Ⅱ．サービスの質の向上 3.技術評価関連業務Ⅱ．サービスの質の向上 3.技術評価関連業務

○実施内容
(1)JNES内に｢規格基準評価委員会｣等
を設置し、公開のもとで審議する体
制を構築。

(2)NISA及び学協会との連携体制(規格
基準連絡会等)やJNES内体制(規格
基準整備WG等)も強化し、情報共有
を図り、効率的に技術評価を実施。

上記体制は昨年8月に発足し、日本電
気協会「原子力発電所放射線遮へい
設計規程(JEAC4615- 2008)」の
技術評価を実施し、結果は公表済み。
（従来よりも短期間の約半年で

技術評価を完了）

○目的
学協会規格の技術評価の体制強化として、過去にNISAとJNESが共同で行ってきた技術評価書案の作成
をJNESが単独で、主体的に実施するために体制を再構築した。

規格基準整備の実施体制

○成果
JNES単独で技術評価書を作成する体制を構築し、学協会規格の規制基準化を高度な専門性をもって
適時的確に行うことを可能とした。

NISA JNES
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(2)トピカルレポートの妥当性評価(2)トピカルレポートの妥当性評価

Ⅱ．サービスの質の向上 3.技術評価関連業務Ⅱ．サービスの質の向上 3.技術評価関連業務

○実施内容
ＢＷＲの燃料棒熱機械設計コードに関するトピカルレポート（ＢＷＲ燃料メーカー２社）の技術評価
をH 22年度、初めて完了した。

その後、燃料の破損基準に関するトピカルレポートがＰＷＲ
燃料メーカー２社から提出され、現在技術評価を実施中。

○成果
技術評価を行ったトピカルレポートは、NISAが行う、今後
の個別の安全審査で活用される。

○目的
トピカルレポート制度は個別の審査に先立ち、共通的な技術基盤を予め評価し、安全審査の期間短縮
による規制資源の効率化を図る。
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島根原子力発電所の保守管理不備への対応島根原子力発電所の保守管理不備への対応

Ⅱ．サービスの質の向上 ４.検査業務Ⅱ．サービスの質の向上 ４.検査業務

○実施内容
（1）島根原子力発電所における再発防止対策の実施状況等の審査

定期安全管理審査において、点検の計画、実施、不適合管理、点検計画への反映などのプロセスが再発防止

対策に従って適切に実施されているかを厳格に審査
（２）島根原子力発電所以外の原子力発電所に係る審査

島根以外の原子力発電所の定期安全管理審査において、（１）の視点に加え、点検計画と点検実績のかい離

の有無を審査

（３）今回の教訓を踏まえた 「定期安全管理審査」の実施方法の改善検討
①島根原子力発電所における再発防止対策の実施状況等の審査
機構内に「定期安全管理審査運用改善検討会」を設置し、審査実施方法を検討
（検討課題）・点検実績と計画のかい離確認の確実な実施。

・不適合等の疑義を確認した場合、確認範囲・深さを拡大する等の柔軟性の欠如
（課題対応）・点検計画と点検実績のかい離の有無の審査の観点を充実

・不具合発見時の深堀りするためサンプリング範囲、数の追加手順の明記

②継続的な定期安全管理審査の運用の見直し
・プラント毎の特徴を捉えた実効的な審査手順の明記。
・審査ノウハウの蓄積,重要プロセスの審査等、定期事業者検査を俯瞰した審査手順に見直し

③更なる運用改善検討と今後の予定
定期事業者検査を俯瞰し本質的な改善を促す審査をするための発電所特性を把握する仕組みの強化

○目的
２１年度に発生した「島根原子力発電所の保守管理不備事案」に関するフォローアップ等の対応を行う。
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(1)JNES柏崎耐震安全センターにおける研究(1)JNES柏崎耐震安全センターにおける研究

○目的
H 22年11月、新潟工科大学内にJNES柏崎耐震安全センターを設立。
本センターにおいて、深部地震動観測研究等の安全研究を推進すると
ともに、最新知見の発信、産学官の耐震安全研究の効率的な実施を図る。

○実施内容
深度地震観測システムの構築
深度3000mまで地震動を観測できるシステムを構築し、深部
地盤の増幅特性評価手法の実証試験を行い、結果を基準地震動
の評価手法に反映するとともに、安全審査のガイドラインに
反映させる。

(1)深度3000mのボーリング掘削と調査
(2)深部地震動が観測できる地震計の開発と試験の実施。
要求性能は以下のとおり。

・高温・高圧耐性
・幅広い測定レンジ（微動(10μgal)～強震動(1000gal)）
・一つのボーリング孔に複数の地震計を設置可能な機器

○成果
深部地震動観測システムの構築に必要な調査・開発・試験を
ほぼ完了。
H 23年12月より観測システムの運用、深部地震動観測
に着手できる見通しを付けた。

○目的
H 22年11月、新潟工科大学内にJNES柏崎耐震安全センターを設立。
本センターにおいて、深部地震動観測研究等の安全研究を推進すると
ともに、最新知見の発信、産学官の耐震安全研究の効率的な実施を図る。

○実施内容
深度地震観測システムの構築
深度3000mまで地震動を観測できるシステムを構築し、深部
地盤の増幅特性評価手法の実証試験を行い、結果を基準地震動
の評価手法に反映するとともに、安全審査のガイドラインに
反映させる。

(1)深度3000mのボーリング掘削と調査
(2)深部地震動が観測できる地震計の開発と試験の実施。
要求性能は以下のとおり。

・高温・高圧耐性
・幅広い測定レンジ（微動(10μgal)～強震動(1000gal)）
・一つのボーリング孔に複数の地震計を設置可能な機器

○成果
深部地震動観測システムの構築に必要な調査・開発・試験を
ほぼ完了。
H 23年12月より観測システムの運用、深部地震動観測
に着手できる見通しを付けた。

Ⅱ．サービスの質の向上 ５．安全研究関連業務Ⅱ．サービスの質の向上 ５．安全研究関連業務

開発した地震計

地震計高温高圧耐性試験

1545mm

φ 119mm

X

Y

Z

φ
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○目的
耐震設計審査指針の｢残余のリスク｣*の評価に資するために、安全上重要
な機器設備の地震に対する機能限界値を明確にする。

*:想定した基準地震動を上回る地震動の影響により、施設が損傷し放射性物質の拡散や周辺公衆の
被ばくをもたらすリスク

○実施内容
H 22年度は非常用ディーゼル発電機(ＤＧ) と配管サポート用スナバの
強度・機能限界(耐力) 評価手法と耐力データを整備した。
・非常用ＤＧ：ガバナの耐力試験と評価を実施済。クランク軸受の試験
体製作中。
・配管サポート用スナバ：耐力試験と評価を実施。

○成果
上記機器等の機能限界値の整備により、耐震設計のバックチェック
における｢残余のリスク｣評価の精度向上が出来た。
・非常用ＤＧ：ガバナは設計上の機能維持確認済加速度の２倍
まで機能維持を確認。
・配管サポート用スナバ：耐力は定格容量の1.5倍（設計許容値）
～９倍の範囲

○目的
耐震設計審査指針の｢残余のリスク｣*の評価に資するために、安全上重要
な機器設備の地震に対する機能限界値を明確にする。

*:想定した基準地震動を上回る地震動の影響により、施設が損傷し放射性物質の拡散や周辺公衆の
被ばくをもたらすリスク

○実施内容
H 22年度は非常用ディーゼル発電機(ＤＧ) と配管サポート用スナバの
強度・機能限界(耐力) 評価手法と耐力データを整備した。
・非常用ＤＧ：ガバナの耐力試験と評価を実施済。クランク軸受の試験
体製作中。
・配管サポート用スナバ：耐力試験と評価を実施。

○成果
上記機器等の機能限界値の整備により、耐震設計のバックチェック
における｢残余のリスク｣評価の精度向上が出来た。
・非常用ＤＧ：ガバナは設計上の機能維持確認済加速度の２倍
まで機能維持を確認。
・配管サポート用スナバ：耐力は定格容量の1.5倍（設計許容値）
～９倍の範囲

非常用ＤＧのガバナの試験状況

配管サポート用スナバの試験状況

Ⅱ．サービスの質の向上の例 ５．安全研究関連業務Ⅱ．サービスの質の向上の例 ５．安全研究関連業務

(2)耐震機能限界試験（非常用ディーゼル発電機と配管サポート用スナバ ）(2)耐震機能限界試験（非常用ディーゼル発電機と配管サポート用スナバ ）
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(3)廃止措置終了確認の具体化に関する検討(3)廃止措置終了確認の具体化に関する検討

Ⅱ．サービスの質の向上 ５．安全研究関連業務Ⅱ．サービスの質の向上 ５．安全研究関連業務

○目的
将来の国内の原子力施設における廃止措置終了確認の具体的な方法を策定する。

○実施内容
・アメリカ及びドイツの廃止措置終了確認における安全確認
の実績を公開文書等により収集・調査することで、廃止措
置終了確認の手続き及び放射能測定等の活動に関する知見
をとりまとめた。

・海外の敷地の汚染実績等に基づき、廃止措置終了時の敷地
の汚染量を二次元的に評価できる汚染予測評価手法を構築
した。
また、構築した手法に基づき、東海発電所を想定し、試行
的に解析を行った。

○成果
成果の一部はNISAが取りまとめた「廃止措置の終了の確認に係る基本的考え方（中間とりまとめ）-
主な論点と今後の検討の方向性について- 」(原子力安全・保安部会廃止措置安全小委員会、H 23年１
月) の基礎データとして活用された。

敷地等の汚染予測評価結果の例

55Fe,60Co,63Ni
1.04×1010 (Bq)
81(m)
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○目的
原子力発電の新規導入国や開発拡大国が増大するなか、TSOとして原子力安全・核セキュリティ基盤
整備の技術的支援を討議するIAEA主催の国際会議をホストした。(H 22年10月26～28日 於東京）

○実施内容
世界的な原子力安全、核セキュリティ強化の
中で技術支援等ができる貢献やどのような行動
が必要か等について討論
・TSOの指針となる役割、機能及び価値
・原子力安全インフラ整備に対する技術・科学
支援
・核セキュリティの技術･科学支援に対する
新たなニーズ
・原子力安全と核セキュリティのネットワーク
構築と研究拠点作り

○成果
・IAEA、米国等の原子力安全規制機関、TSOのトップやNISA院長等合計45カ国から230名が参加。
・新興国の原子力安全規制体制の構築支援のために、人材育成を含めた安全基盤整備や核セキュリ
ティ体制整備に対し、TSO間での連携の強化やTSOが行う技術支援･国際協力の方向付けがJNESの
リーダーシップのもと図られた。

○目的
原子力発電の新規導入国や開発拡大国が増大するなか、TSOとして原子力安全・核セキュリティ基盤
整備の技術的支援を討議するIAEA主催の国際会議をホストした。(H 22年10月26～28日 於東京）

○実施内容
世界的な原子力安全、核セキュリティ強化の
中で技術支援等ができる貢献やどのような行動
が必要か等について討論
・TSOの指針となる役割、機能及び価値
・原子力安全インフラ整備に対する技術・科学
支援

・核セキュリティの技術･科学支援に対する
新たなニーズ

・原子力安全と核セキュリティのネットワーク
構築と研究拠点作り

○成果
・IAEA、米国等の原子力安全規制機関、TSOのトップやNISA院長等合計45カ国から230名が参加。
・新興国の原子力安全規制体制の構築支援のために、人材育成を含めた安全基盤整備や核セキュリ
ティ体制整備に対し、TSO間での連携の強化やTSOが行う技術支援･国際協力の方向付けがJNESの
リーダーシップのもと図られた。

(1)国際TSO（技術支援機関）会議の開催(1)国際TSO（技術支援機関）会議の開催

Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務
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(2)  新興国（特にベトナム）支援(2)  新興国（特にベトナム）支援

Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務

〇目的
近隣アジア諸国の原子力の安全確保に資するため、原子力新興国を対象に基盤整備と法制度整備の観
点から支援を実施。

〇実施内容
(1)ベトナム
規制機関VARANSとの間で締結した協力覚書に基づき、効果的な支援プログラムを提案するため、

JNES内に｢ベトナム支援検討委員会｣を設置。ここでの議論や相手国との調整を経て、相手国が規制
を行う上で必要となる研修や法制度整備支援を実施。
①研修の例：耐震研修、熱流動等研修(各1週間、計37名受講)
・受け入れ機関：VARANS
・研修内容 耐震設計、許認可制度、燃料設計、炉心設計、熱流動等。
その他H 22年度には2回開催(計32名受講）
②法制度整備支援：重要度分類指針等の5指針類についてJNESが日本
の指針等の情報提供やベトナム指針案のレビューにより支援すること
で合意。これを受け、第1段として重要度分類指針について、3月末
にベトナムに提供済み。

(2)その他の国
中国に対しては規制検査等の講義を実施。(2回、計20名受講）
新規原子力発電所導入の機運が高まった諸国に職員が訪問し、各国の取組状況を把握。
例：マーレーシア：規制機関(AELB)と協力協定締結を交渉
(3)新興国支援を実効的に行うため、組織改正により国際室内に「新興国支援センター」設置を決定。

○成果
新興国の規制当局職員に、原子力安全規制の考え方、規制体系、規制基準等を提供支援することで、
規制機関としての規制能力を高め、ひいては、近隣アジア諸国の原子力安全確保に資する。

〇目的
近隣アジア諸国の原子力の安全確保に資するため、原子力新興国を対象に基盤整備と法制度整備の観
点から支援を実施。

〇実施内容
(1)ベトナム
規制機関VARANSとの間で締結した協力覚書に基づき、効果的な支援プログラムを提案するため、
JNES内に｢ベトナム支援検討委員会｣を設置。ここでの議論や相手国との調整を経て、相手国が規制
を行う上で必要となる研修や法制度整備支援を実施。
①研修の例：耐震研修、熱流動等研修(各1週間、計37名受講)
・受け入れ機関：VARANS
・研修内容 耐震設計、許認可制度、燃料設計、炉心設計、熱流動等。
その他H 22年度には2回開催(計32名受講）
②法制度整備支援：重要度分類指針等の5指針類についてJNESが日本
の指針等の情報提供やベトナム指針案のレビューにより支援すること
で合意。これを受け、第1段として重要度分類指針について、3月末
にベトナムに提供済み。

(2)その他の国
中国に対しては規制検査等の講義を実施。(2回、計20名受講）
新規原子力発電所導入の機運が高まった諸国に職員が訪問し、各国の取組状況を把握。
例：マーレーシア：規制機関(AELB)と協力協定締結を交渉
(3)新興国支援を実効的に行うため、組織改正により国際室内に「新興国支援センター」設置を決定。

○成果
新興国の規制当局職員に、原子力安全規制の考え方、規制体系、規制基準等を提供支援することで、
規制機関としての規制能力を高め、ひいては、近隣アジア諸国の原子力安全確保に資する。

熱流動研修
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○目的
中越沖地震の教訓を踏まえ、以下を目的に市民参加型のシンポジウムを柏崎･刈羽地域の新潟工科大学
で開催。 (H 22年11月24～26日 於柏崎市）
・原子力施設の耐震安全性向上への貢献及びIAEA国際耐震安全センター(ISSC)の活動、とIAEA関連
ガイド類の作成への寄与。
・原子力耐震分野の共通課題を抽出し、方向性を議論し、耐震技術革新への道を提示し、次世代の人
材育成のための機会の付与。

○実施内容
(1)テーマ：4セッション（A：地震･地震動、B:津波、C:耐震裕度・リスク評価、D：地震情報伝達シ
ステム）で耐震安全性に関する方向付けを議論
(2)ワークショップの同時開催：
・深部地震観測の研究開発動向に関する
ワークショップ（OECＤ/NEAと共催）
・原子力発電所の免震に関するワークショップ
（フランス電力公社と共催）

(3)原子力耐震安全に係る市民公開講座
・一般市民及び新潟工科大学生を対象に開催

○成果
・合計28カ国から568名(うち海外69 名) が参加。
・JNESリーダーシップのもと耐震安全に係る国際共通課題
への提言を取りまとめた。

・提言に基づき、IAEAの新規特別拠出金事業(Extra Bud-
getary Project, EBP)で各セッションの関連し
た検討が開始されている。（次頁を参照。）

○目的
中越沖地震の教訓を踏まえ、以下を目的に市民参加型のシンポジウムを柏崎･刈羽地域の新潟工科大学
で開催。 (H 22年11月24～26日 於柏崎市）
・原子力施設の耐震安全性向上への貢献及びIAEA国際耐震安全センター(ISSC)の活動、とIAEA関連
ガイド類の作成への寄与。
・原子力耐震分野の共通課題を抽出し、方向性を議論し、耐震技術革新への道を提示し、次世代の人
材育成のための機会の付与。

○実施内容
(1)テーマ：4セッション（A：地震･地震動、B:津波、C:耐震裕度・リスク評価、D：地震情報伝達シ
ステム）で耐震安全性に関する方向付けを議論
(2)ワークショップの同時開催：
・深部地震観測の研究開発動向に関する
ワークショップ（OECＤ/NEAと共催）
・原子力発電所の免震に関するワークショップ
（フランス電力公社と共催）

(3)原子力耐震安全に係る市民公開講座
・一般市民及び新潟工科大学生を対象に開催

○成果
・合計28カ国から568名(うち海外69 名) が参加。
・JNESリーダーシップのもと耐震安全に係る国際共通課題
への提言を取りまとめた。
・提言に基づき、IAEAの新規特別拠出金事業(Extra Bud-
getary Project, EBP)で各セッションの関連し
た検討が開始されている。（次頁を参照。）

(3)柏崎国際原子力耐震安全シンポジウムの開催(3)柏崎国際原子力耐震安全シンポジウムの開催

Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務
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〇目的
IAEAの特別拠出金事業(EBP)の活動を通じて、耐震安全に係る多くの日本の基準類をIAEAの安全基
準に反映し、近い将来には、欧米だけでなく、原子力施設新規導入国(特にアジア諸国)において日本の
耐震技術が主導できることを目標とする。

〇実施内容
原子力施設の耐震安全性評価の高度化に係る研究開発をIAEA
と推進するため、新EBPの立上げをIAEAに提案するとともに、
現地対応要員として職員を1名派遣した。
また、16カ国28機関が参加した拠出国会議に以下の
テーマを提案し承認された。

・地震動評価
・施設の耐震安全性・耐震裕度の評価
・津波評価
・大地震後の施設の健全性評価及び緊急情報の伝達

〇成果
JNESが上記の各々のテーマの議長となり、JNESの
リーダーシップの下、新EBPの活動が開始された。
本事業の成果は、世界の全原子力立地国で活用される予定。

〇目的
IAEAの特別拠出金事業(EBP)の活動を通じて、耐震安全に係る多くの日本の基準類をIAEAの安全基
準に反映し、近い将来には、欧米だけでなく、原子力施設新規導入国(特にアジア諸国)において日本の
耐震技術が主導できることを目標とする。

〇実施内容
原子力施設の耐震安全性評価の高度化に係る研究開発をIAEA
と推進するため、新EBPの立上げをIAEAに提案するとともに、
現地対応要員として職員を1名派遣した。
また、16カ国28機関が参加した拠出国会議に以下の
テーマを提案し承認された。

・地震動評価
・施設の耐震安全性・耐震裕度の評価
・津波評価
・大地震後の施設の健全性評価及び緊急情報の伝達

〇成果
JNESが上記の各々のテーマの議長となり、JNESの
リーダーシップの下、新EBPの活動が開始された。
本事業の成果は、世界の全原子力立地国で活用される予定。

(4) IAEA(新EBP)関係(4) IAEA(新EBP)関係

Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務Ⅱ．サービスの質の向上 ６．国際業務

EBP参加国会議でJNESが議長に就任
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(1)ホームページの使い易さの向上(1)ホームページの使い易さの向上

○目的
インターネット広報を更に充実するため、JNESのホームページを見易く使い易いよう改善する。

○実施内容
(1) トップページにクイックアクセスを設置する等、ホームページの本格的な改善を行った。
(2)その取組みについて、H 22年度にWeb評価機関の検証を受けた。
(3)その後も、ホームページの改善を継続的に実施中。

○成果
H 22年度にＷeb評価機関が実施した｢独立行政法人Webサイト
ユーザビリティ調査2010/2011｣において」JNESは全独立
行政法人104法人中１位となった。

参考 ２００６年調査 １０４独法中 １０３位
２００８年調査 １０１独法中 ４８位
２０１０年調査 １０４独法中 １位

○目的
インターネット広報を更に充実するため、JNESのホームページを見易く使い易いよう改善する。

○実施内容
(1) トップページにクイックアクセスを設置する等、ホームページの本格的な改善を行った。
(2)その取組みについて、H 22年度にWeb評価機関の検証を受けた。
(3)その後も、ホームページの改善を継続的に実施中。

○成果
H 22年度にＷeb評価機関が実施した｢独立行政法人Webサイト
ユーザビリティ調査2010/2011｣において」JNESは全独立
行政法人104法人中１位となった。

参考 ２００６年調査 １０４独法中 １０３位
２００８年調査 １０１独法中 ４８位
２０１０年調査 １０４独法中 １位

Ⅱ．サービスの質の向上 ７.広報業務Ⅱ．サービスの質の向上 ７.広報業務
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①人材開発の強化、②人材の確保①人材開発の強化、②人材の確保

Ⅱ ．業務運営の効率化 １．人材確保・育成・活用Ⅱ ．業務運営の効率化 １．人材確保・育成・活用

○人材開発の強化
・総務部の人材開発グループを総務部人材開発室に格上げするとともに、人事グループ新設し、
人材の確保と育成に注力。（平成22年4月）

・JNESは原子力の安全規制に貢献する技術専門家集団であることから、その基盤となる質の
高い人材の確保を中長期的な人材戦略に基づき進めることは重要な課題。
⇒ リクルート活動強化対策ワーキンググループを設置し、継続して質の高い人材を確保する
ための方策の検討を開始。

○人材の確保
・平成21年度に新設された若手博士号取得者(ポスドク)にキャリアパスを提供する制度に
より２名を採用。

・今後も、優秀な人材を確保する新たな制度として定着を計画。
・積極的にリクルート活動を展開し、平成２４年度採用予定者10名程度に対して82名の応募
があった。

○ＪＮＥＳ職員ＯＢの有効活用
・原子力安全の基盤業務に関する技術的知識や経験を有する者を、アドホック的に活用し、業務支援
を行わせることを目的として「原子力安全人財バンク制度」を制定。

○人材開発の強化
・総務部の人材開発グループを総務部人材開発室に格上げするとともに、人事グループ新設し、
人材の確保と育成に注力。（平成22年4月）
・JNESは原子力の安全規制に貢献する技術専門家集団であることから、その基盤となる質の
高い人材の確保を中長期的な人材戦略に基づき進めることは重要な課題。
⇒ リクルート活動強化対策ワーキンググループを設置し、継続して質の高い人材を確保する
ための方策の検討を開始。

○人材の確保
・平成21年度に新設された若手博士号取得者(ポスドク)にキャリアパスを提供する制度に
より２名を採用。
・今後も、優秀な人材を確保する新たな制度として定着を計画。
・積極的にリクルート活動を展開し、平成２４年度採用予定者10名程度に対して82名の応募
があった。

○ＪＮＥＳ職員ＯＢの有効活用
・原子力安全の基盤業務に関する技術的知識や経験を有する者を、アドホック的に活用し、業務支援
を行わせることを目的として「原子力安全人財バンク制度」を制定。
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②人材の育成②人材の育成

Ⅱ ．業務運営の効率化 １．人材確保・育成・活用Ⅱ ．業務運営の効率化 １．人材確保・育成・活用

○人材の育成
・人材育成戦略ワーキンググループを設置し、JNESの人材育成戦略の検討を推進
‐新規学卒者等を対象とした２年間の導入教育システムを策定し運用を開始
‐教育資料作成ワーキンググループで作成した、職員の専門性を活用した体系的な教材
（8分野、30テーマ）を原子力基礎研修に使用
‐入構後10年を経過した職員のあるべき人材像と代表的なキャリアパスの例示
‐職員の専門性を把握し分析するための専門性登録システムを開発整備
‐機構業務に有用な外部資格の取得支援制度を検討し運用を開始
‐国際性向上のため、米国短期研修の実施、英語塾の開設、語学研修支援強化、欧州規制
支援機関が主催する夏期スクールへの若手職員派遣等を実施

・専門的知識の効果的な向上及び現場経験の確保を図るため外部機関への研修派遣を実施。
‐原子力発電所、関係学会、国際機関（IAEA他）等（平成２２年度 9 名を派遣）

・職員の一般的な知識の向上、内部統制の強化等を図るため、著作権に係る研修、倫理研修等の
一般研修を実施、参加実績は、平均5.5回/年・人で中期計画目標（３回/年・人）を満足

○人材の育成
・人材育成戦略ワーキンググループを設置し、JNESの人材育成戦略の検討を推進
‐新規学卒者等を対象とした２年間の導入教育システムを策定し運用を開始
‐教育資料作成ワーキンググループで作成した、職員の専門性を活用した体系的な教材
（8分野、30テーマ）を原子力基礎研修に使用

‐入構後10年を経過した職員のあるべき人材像と代表的なキャリアパスの例示
‐職員の専門性を把握し分析するための専門性登録システムを開発整備
‐機構業務に有用な外部資格の取得支援制度を検討し運用を開始
‐国際性向上のため、米国短期研修の実施、英語塾の開設、語学研修支援強化、欧州規制
支援機関が主催する夏期スクールへの若手職員派遣等を実施

・専門的知識の効果的な向上及び現場経験の確保を図るため外部機関への研修派遣を実施。
‐原子力発電所、関係学会、国際機関（IAEA他）等（平成２２年度 9 名を派遣）

・職員の一般的な知識の向上、内部統制の強化等を図るため、著作権に係る研修、倫理研修等の
一般研修を実施、参加実績は、平均5.5回/年・人で中期計画目標（３回/年・人）を満足
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○ 目的
本年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により福島第一原子力発電所において未曾
有の事故が発生した。技術専門支援機関として事故対応に万全を期すべく、事象の進展に応
じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うため、組織を機動的・弾力的に運営する。

○ 実施内容
(1)事象の進展予測を行い、必要となる技術的支援が適時適切に行えるよう専門チームを設置。

(2)ＩＡＥＡ等の場で規制当局として事故状況報告を行うため、事故調査報告書の策定のため
の組織横断的な専門チームを設置。

○ 成果
専門支援体制を構築することで、ＮＩＳＡの要請に適時的確に技術情報を提供できた。また、
スケジュールが極めてタイトな中で、ＮＩＳＡはＩＡＥＡ等国際機関への事故状況説明を適
切に行うことができた。

○ 目的
本年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により福島第一原子力発電所において未曾
有の事故が発生した。技術専門支援機関として事故対応に万全を期すべく、事象の進展に応
じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うため、組織を機動的・弾力的に運営する。

○ 実施内容
(1)事象の進展予測を行い、必要となる技術的支援が適時適切に行えるよう専門チームを設置。

(2)ＩＡＥＡ等の場で規制当局として事故状況報告を行うため、事故調査報告書の策定のため
の組織横断的な専門チームを設置。

○ 成果
専門支援体制を構築することで、ＮＩＳＡの要請に適時的確に技術情報を提供できた。また、
スケジュールが極めてタイトな中で、ＮＩＳＡはＩＡＥＡ等国際機関への事故状況説明を適
切に行うことができた。

(1)機動的・弾力的な組織運営 ①東北地方太平洋沖地震への対応(1)機動的・弾力的な組織運営 ①東北地方太平洋沖地震への対応

Ⅲ．業務運営の効率化 ２. 効率的･機動的な組織運営Ⅲ．業務運営の効率化 ２. 効率的･機動的な組織運営
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○ 目的
運転経験の規制へのフィードバックは、原子力安全確保の観点から極めて重要である。このため、国内外
で発生した事故・トラブルなど運転経験を迅速かつ効率的に抽出し規制活動に反映させるため、これまで
の実施体制を見直すなど組織を機動的・弾力的に運営し、規制教訓抽出機能(クリアリングハウス＊1 )の
更なる強化を行う。

○ 実施内容
(1)これまでの単なる技術的な分析・評価に加え、それらに基づいた規制活動への対応方針案の策定まで
機能を拡大。
(2)上記の規制対応方針案をJNES組織横断的に検討・承認する体制として、高度な専門性を有する職員に
より構成される「JNES運転経験等反映委員会」を設置し、運用開始。
(3)H 22年度は秋以降２回の「JNES運転経験等反映委員会」と傘下の技術WGを開催（月１～２回）。

○ 成果
体制整備により、運転経験を機動的に規制活動へ反映することが可能となった。なお発電炉に関しては欧
米の75件の安全情報を分析し、9 件を「検討安全情報」＊2としたが、「対応安全情報」＊3は0件であった。
今後も引き続き、組織の機動的・弾力的な運営により、運転経験の分析・評価を的確に行いつつ、規制対
応案を積極的に提案する。

*1：原子炉等の運転経験を(広い技術的視点から)組織的にレビューし、その重要度を評価するとともに、関係者で情報を共有し、教訓事項を規制に生かすと
いう活動を担う組織

*2：我が国の安全規制に関係があり、検討が必要な安全情報
*3：「検討安全情報」のうち我が国の安全規制に何らかの対応が必要な安全情報

○ 目的
運転経験の規制へのフィードバックは、原子力安全確保の観点から極めて重要である。このため、国内外
で発生した事故・トラブルなど運転経験を迅速かつ効率的に抽出し規制活動に反映させるため、これまで
の実施体制を見直すなど組織を機動的・弾力的に運営し、規制教訓抽出機能(クリアリングハウス＊1 )の
更なる強化を行う。

○ 実施内容
(1)これまでの単なる技術的な分析・評価に加え、それらに基づいた規制活動への対応方針案の策定まで
機能を拡大。
(2)上記の規制対応方針案をJNES組織横断的に検討・承認する体制として、高度な専門性を有する職員に
より構成される「JNES運転経験等反映委員会」を設置し、運用開始。
(3)H 22年度は秋以降２回の「JNES運転経験等反映委員会」と傘下の技術WGを開催（月１～２回）。

○ 成果
体制整備により、運転経験を機動的に規制活動へ反映することが可能となった。なお発電炉に関しては欧
米の75件の安全情報を分析し、9 件を「検討安全情報」＊2としたが、「対応安全情報」＊3は0件であった。
今後も引き続き、組織の機動的・弾力的な運営により、運転経験の分析・評価を的確に行いつつ、規制対
応案を積極的に提案する。

*1：原子炉等の運転経験を(広い技術的視点から)組織的にレビューし、その重要度を評価するとともに、関係者で情報を共有し、教訓事項を規制に生かすと
いう活動を担う組織

*2：我が国の安全規制に関係があり、検討が必要な安全情報
*3：「検討安全情報」のうち我が国の安全規制に何らかの対応が必要な安全情報

(1)機動的・弾力的な組織運営 ②クリアリングハウスの強化(1)機動的・弾力的な組織運営 ②クリアリングハウスの強化

Ⅲ．業務運営の効率化 ２. 効率的･機動的な組織運営Ⅲ．業務運営の効率化 ２. 効率的･機動的な組織運営
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１．総合評価１．総合評価Ⅲ．業務運営の効率化 ２.効率的･機動的な組織運営Ⅲ．業務運営の効率化 ２.効率的･機動的な組織運営

(2)業務の質の向上 ①品質マネジメントシステム体制の維持及び改善(2)業務の質の向上 ①品質マネジメントシステム体制の維持及び改善

○ 全業務において引き続きQMSを推進しつつ、「溶接検査一部未実施」（平成22年11
月2日判明）を踏まえた規程類の見直し、体制強化を実施した。

(1)全業務のQMSの推進
①各部にてセルフアセスメント(業務の実施状況の自己評価)を実施しており、継続的改善の為、抽
出された推奨事項はH 2３年度業務に反映。
②業務品質の更なる向上の為、クロスチェック解析業務等を対象にプロセス分析を試行した。分析
結果と実際の不適合事象との比較・分析により分析手法の妥当性確認と改善点の抽出を行った。
今後、試行結果を踏まえ、重要業務を対象にプロセス分析を行い、継続的改善を図っていく。

(2)｢溶接検査一部未実施｣への対応
① H 22年11月2日、JNESの検査員がＡ工場（以下「申請者」という）が申請した溶接検査の一
部である耐圧試験を実施していたところ、同耐圧試験前に終了すべき非破壊試験が一部未実施で
あることに気付き、検査を中断した。その後、過去の溶接検査を調査した結果、H 21年度にも
同申請者が申請した溶接検査に一部未実施があることが判明した。

②JNESでは本事象のプロセス分析、組織要因分析を実施し、プロセス上の弱点等を明確にし、そ
の後の再発防止対策に反映した。
③再発防止対策の一つとして、検査業務全体を対象とした業務マニュアルの改訂管理や力量管理
の強化など、検査業務を行う3部門の業務品質管理を統一して行うように体制を変更し、それに
伴うQM規程類の改正を準備した。(4/1に検査品質グループを設置。なお、5/15には品質担当
次長を任命 )

○ 全業務において引き続きQMSを推進しつつ、「溶接検査一部未実施」（平成22年11
月2日判明）を踏まえた規程類の見直し、体制強化を実施した。

(1)全業務のQMSの推進
①各部にてセルフアセスメント(業務の実施状況の自己評価)を実施しており、継続的改善の為、抽
出された推奨事項はH 2３年度業務に反映。
②業務品質の更なる向上の為、クロスチェック解析業務等を対象にプロセス分析を試行した。分析
結果と実際の不適合事象との比較・分析により分析手法の妥当性確認と改善点の抽出を行った。
今後、試行結果を踏まえ、重要業務を対象にプロセス分析を行い、継続的改善を図っていく。

(2)｢溶接検査一部未実施｣への対応
① H 22年11月2日、JNESの検査員がＡ工場（以下「申請者」という）が申請した溶接検査の一
部である耐圧試験を実施していたところ、同耐圧試験前に終了すべき非破壊試験が一部未実施で
あることに気付き、検査を中断した。その後、過去の溶接検査を調査した結果、H 21年度にも
同申請者が申請した溶接検査に一部未実施があることが判明した。

②JNESでは本事象のプロセス分析、組織要因分析を実施し、プロセス上の弱点等を明確にし、そ
の後の再発防止対策に反映した。
③再発防止対策の一つとして、検査業務全体を対象とした業務マニュアルの改訂管理や力量管理
の強化など、検査業務を行う3部門の業務品質管理を統一して行うように体制を変更し、それに
伴うQM規程類の改正を準備した。(4/1に検査品質グループを設置。なお、5/15には品質担当
次長を任命 )
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(3)第三者評価 ①安全研究に対する外部評価(3)第三者評価 ①安全研究に対する外部評価

○「原子力安全研究評価委員会」の評価結果

JNESが中期目標等に基づき実施する試験及び
研究、並びに安全性に関する解析及び評価につい
て客観的評価を行う「 原子力安全研究評価委員会」
での意見等を踏まえ、継続的な改善を実施。

(1)平成22年度の安全研究63事業では5段階評価

(Ⅰ＞Ⅴ)のⅡが10％、Ⅲが9 0％であり、概ね計

画通りの成果を上げながら業務を進めているとの

評価。

(2)評価の結果、今後の安全研究計画の修正等に関し、

規制機関の研究という観点から優先度を付けた計画

を策定する等、６項目の提言があった。

そのうちの福島事故に対する重点化の提言につい

ては、平成23年度版安全研究計画に関して緊急

に対応すべき項目として7件の新規事業を追加

した。（再掲）

○「原子力安全研究評価委員会」の評価結果

JNESが中期目標等に基づき実施する試験及び
研究、並びに安全性に関する解析及び評価につい
て客観的評価を行う「 原子力安全研究評価委員会」
での意見等を踏まえ、継続的な改善を実施。

(1)平成22年度の安全研究63事業では5段階評価

(Ⅰ＞Ⅴ)のⅡが10％、Ⅲが9 0％であり、概ね計

画通りの成果を上げながら業務を進めているとの

評価。

(2)評価の結果、今後の安全研究計画の修正等に関し、

規制機関の研究という観点から優先度を付けた計画

を策定する等、６項目の提言があった。

そのうちの福島事故に対する重点化の提言につい

ては、平成23年度版安全研究計画に関して緊急

に対応すべき項目として7件の新規事業を追加

した。（再掲）
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(3)第三者評価 ②学協会規格の技術評価に対する外部評価(3)第三者評価 ②学協会規格の技術評価に対する外部評価

○「規格基準評価委員会」の設置
学協会規格の技術評価をJNESが実施するにあたり、客観性、透明性を確保して進めるため、新た
に外部有識者で構成する規格基準評価委員会と分野別WGを設置し、公開の下で技術評価書案の審

議を行うと共に、その審議結果は公衆審査に付す仕組みとした。（再掲）

○「規格基準評価委員会」の設置
学協会規格の技術評価をJNESが実施するにあたり、客観性、透明性を確保して進めるため、新た
に外部有識者で構成する規格基準評価委員会と分野別WGを設置し、公開の下で技術評価書案の審

議を行うと共に、その審議結果は公衆審査に付す仕組みとした。（再掲）

Ⅲ．業務運営の効率化 ２.効率的･機動的な組織運営Ⅲ．業務運営の効率化 ２.効率的･機動的な組織運営
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○検査等業務、安全審査関連業務などの原子力安全規制活動そのものに位置づけられる業務
の実施に当たっては、科学的・合理的判断の下に行う必要がある。そのために以下の活動
を行っている。

(1)科学的・合理的判断を行うための技術的基盤の整備(再掲)
クロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入等を始めとした安全規制を科学的・合理的
に進めるため、安全研究63事業を実施。規制機関の行う研究として適切なニーズの展開、優先度の設
定、推進側研究との重複回避等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、23年度
安全研究計画に反映した。

(2)科学的・合理的判断のための仕組みの強化(再掲)
学協会規格の技術評価を科学的・合理的に行うため、学識経験者で構成される規格基準評価委員会の

意見を聴取する仕組みを構築。

○判断根拠の透明性確保
判断根拠の透明性及び科学的妥当性の確保に資するため、233件（国際発表123件、国内発表110

件）の学会発表、論文発表を実施。国際発表の主要テーマは高経年化対策や耐震設計で計45件を占め、

国内発表は耐震設計や解析手法の整備が主で計62件を占めた。

○検査等業務、安全審査関連業務などの原子力安全規制活動そのものに位置づけられる業務
の実施に当たっては、科学的・合理的判断の下に行う必要がある。そのために以下の活動
を行っている。

(1)科学的・合理的判断を行うための技術的基盤の整備(再掲)
クロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入等を始めとした安全規制を科学的・合理的
に進めるため、安全研究63事業を実施。規制機関の行う研究として適切なニーズの展開、優先度の設
定、推進側研究との重複回避等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、23年度
安全研究計画に反映した。

(2)科学的・合理的判断のための仕組みの強化(再掲)
学協会規格の技術評価を科学的・合理的に行うため、学識経験者で構成される規格基準評価委員会の

意見を聴取する仕組みを構築。

○判断根拠の透明性確保
判断根拠の透明性及び科学的妥当性の確保に資するため、233件（国際発表123件、国内発表110

件）の学会発表、論文発表を実施。国際発表の主要テーマは高経年化対策や耐震設計で計45件を占め、

国内発表は耐震設計や解析手法の整備が主で計62件を占めた。

Ⅲ．業務運営の効率化 ３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施Ⅲ．業務運営の効率化 ３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施
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(1)一般管理費、事業費の削減(1)一般管理費、事業費の削減

○一般管理費、事業費

・一般管理費：毎年度平均3％減（中期計画目標）を達成

・事業費：毎年度平均1％減（中期計画目標）を達成

○業務経費等については、支出見直しプロジェクトチームを設置(H 21年6月)し、契約の
適正化、事務経費の削減等を推進するとともに、JNESの業務実態を踏まえた経費削減策
を摘出した。

○その中で、実施中の対策は継続し、未実施の対策はH 22年度に実施した。

○一般管理費、事業費

・一般管理費：毎年度平均3％減（中期計画目標）を達成

・事業費：毎年度平均1％減（中期計画目標）を達成

○業務経費等については、支出見直しプロジェクトチームを設置(H 21年6月)し、契約の
適正化、事務経費の削減等を推進するとともに、JNESの業務実態を踏まえた経費削減策
を摘出した。

○その中で、実施中の対策は継続し、未実施の対策はH 22年度に実施した。

金額単位：百万円

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化

*1 期間平均増減比は、平成18年度予算(一般管理費:3,39 2、事業費：19 ,085(百万円)を基準として算出。

※※※※
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○総人件費
22名の新規採用者を確保しつつも、定年
退職者も多いため計画的に減少しており、
(1)H 17年度が基準年度の場合*1、5%以上
の削減目標を達成。

(2)H 19 年度が基準年度の場合、 H 23年度
までに4％以上の削減目標 *2も達成でき
る見通しである。

○対国家公務員指数(ラスパイレス指数)
在勤地域・学歴を勘案して102.2となり、
H 21年度より、微増した。
微増理由は、56歳以上の者の役職任用などの

影響による。

*1:「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年法第47号)」に基づく評価

*2:「行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)」に基づく評価

○総人件費
22名の新規採用者を確保しつつも、定年
退職者も多いため計画的に減少しており、
(1)H 17年度が基準年度の場合*1、5%以上
の削減目標を達成。

(2)H 19 年度が基準年度の場合、 H 23年度
までに4％以上の削減目標 *2も達成でき
る見通しである。

○対国家公務員指数(ラスパイレス指数)
在勤地域・学歴を勘案して102.2となり、
H 21年度より、微増した。
微増理由は、56歳以上の者の役職任用などの

影響による。

*1:「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年法第47号)」に基づく評価
*2:「行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)」に基づく評価

(2)人件費の削減(2)人件費の削減

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化

ラスパイレス指数(国の給与水準を100とした時の指数)

総人件費の推移

36

38

40

42

44

46

48

102.2

119.3

H
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(3)契約の適正化(3)契約の適正化

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化

契約の適正化に係る活動状況

H 2２年 ４月「契約監視委員会」開催
H 21年度の契約状況の点検・見直し結果について（中間取
りまとめ）の評価。

H 2２年 ９月「契約監視委員会」開催
H 2２年度８月までの契約状況（一者応札要因、落札率など）
について点検を実施

H 2２年 11月「契約監視委員会」開催
H 2２年度10月までの契約状況（一者応札要因、落札率、低
落札率案件など）について点検を実施

引き続き、一者応札等に対する改善策として、「公告期間の延長」、「入札
説明会の開催」等、15項目（ H 22年4月12日理事長通知を発出）を実施し、契
約の適正化を更に推進。

契約の適正化に係る活動状況

H 2２年 ４月「契約監視委員会」開催
H 21年度の契約状況の点検・見直し結果について（中間取
りまとめ）の評価。

H 2２年 ９月「契約監視委員会」開催
H 2２年度８月までの契約状況（一者応札要因、落札率など）
について点検を実施

H 2２年 11月「契約監視委員会」開催
H 2２年度10月までの契約状況（一者応札要因、落札率、低
落札率案件など）について点検を実施

引き続き、一者応札等に対する改善策として、「公告期間の延長」、「入札
説明会の開催」等、15項目（ H 22年4月12日理事長通知を発出）を実施し、契
約の適正化を更に推進。
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(3)契約の適正化、自己評価①(3)契約の適正化、自己評価①

Ⅲ．業務運営の効率化 4．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 4．業務の効率化

競争入札（平均落札率約7２％）への移行に伴い、件数・金額共に減少。平成２２年度は契約
ベースで約16億円の経費が節約。

平成２２年度に締結した契約の状況（随意契約）
○件数の割合

※本部事務所賃借契約を除いた場合。平成２２年度に新たな随意契約として本部事務所賃借契約を締結したがこれを含むと14.1％

○金額の割合

競争入札の拡大

16.4%
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(3)契約の適正化、自己評価②(3)契約の適正化、自己評価②

Ⅲ．業務運営の効率化 4．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 4．業務の効率化

平成２２年度に締結した契約の状況（一者応札）
○件数の割合

○件数割合の場合、H 22年度はH 20年
度比で約37％の低減を達成した。

○受注機会を増大させるため、引き続き、
公告期間の延長、入札説明会の開催、応
札要件の緩和、プロジェクトの細分化な
どに取り組み、応札・応募し易い環境の
整備等を図る。

○４３％から大幅に下げるのが難しい理
由及び事例
（理由）
・原子力施設等に特化した専門的かつ特
殊性を有した業務で、事業者が限定さ
れるため
・高い技術力を求める内容の契約が多い
ため
（事例）
国内商業ベースの発電炉はBWR型と
PWR型の２種類であり、製造業者は国
内では３社に限られている。

○金額の割合

一
者
応
札
割
合
の
更
な

る
低
減
に
向
け
て
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

86.2% 80.8%

55.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



35

(4)事務所等の見直し ①本部事務所の統合化(4)事務所等の見直し ①本部事務所の統合化

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化

○目的
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(H 22.12.7閣議決定)を踏まえ、
緊急時対応の必要性を考慮しつつ、効率的な業務運営を確保するため、２か所の本部
事務所を早期に統合する。(実施時期：H 23年度以降実施 )

○実施内容
H 22年度末に統合先物件を公募の上、物件の選定を行った。
・H 23年２月 統合物件公募・選定委員会設置

・H 23年３月 物件公募、審査等

※４月統合先物件を決定、事務所賃貸契約締結

※H 23年９月以降、本館、別館を段階的に移転予定

○成果
本部統合により、以下の成果が期待される。

・本館及び別館の統合による業務の効率化

・耐震性の強化、省エネ化

・本部事務所賃料等のコスト削減化

○目的
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(H 22.12.7閣議決定)を踏まえ、
緊急時対応の必要性を考慮しつつ、効率的な業務運営を確保するため、２か所の本部
事務所を早期に統合する。(実施時期：H 23年度以降実施 )

○実施内容
H 22年度末に統合先物件を公募の上、物件の選定を行った。
・H 23年２月 統合物件公募・選定委員会設置

・H 23年３月 物件公募、審査等

※４月統合先物件を決定、事務所賃貸契約締結

※H 23年９月以降、本館、別館を段階的に移転予定

○成果

本部統合により、以下の成果が期待される。

・本館及び別館の統合による業務の効率化

・耐震性の強化、省エネ化
・本部事務所賃料等のコスト削減化
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(4)事務所等の見直し ②ワシントン事務所の徹底的な効率化(4)事務所等の見直し ②ワシントン事務所の徹底的な効率化

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化

○目的
JNESワシントン事務所は世界の原子力規制をリードしている米国原子力規制委員会との
交流、情報収集、分析のために設置されたが、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基
本方針」(H 22.12.7閣議決定)に基づき、徹底的な効率利用を図る。

○実施内容
H 22年度の効率化に関する実績は以下のとおり。
(1)エネルギー関連情報の定期購読誌の見直しを行った。

(2)事務所管理経費の具体的な見直し項目案（派遣人件費、通信運搬費、リース料、消耗品
費、修繕費など）の抽出作業を実施した。

○成果
H 22年度は見直すべき項目を明確にした。これを踏まえ、H 23年度は管理経費10％以上
の削減(H 22年度比。削減額約6百万円）)目標達成できる見込み。

○目的
JNESワシントン事務所は世界の原子力規制をリードしている米国原子力規制委員会との
交流、情報収集、分析のために設置されたが、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基
本方針」(H 22.12.7閣議決定)に基づき、徹底的な効率利用を図る。

○実施内容
H 22年度の効率化に関する実績は以下のとおり。
(1)エネルギー関連情報の定期購読誌の見直しを行った。

(2)事務所管理経費の具体的な見直し項目案（派遣人件費、通信運搬費、リース料、消耗品
費、修繕費など）の抽出作業を実施した。

○成果
H 22年度は見直すべき項目を明確にした。これを踏まえ、H 23年度は管理経費10％以上
の削減(H 22年度比。削減額約6百万円）)目標達成できる見込み。
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(1)外部能力の活用、②情報化の推進（IT総コスト削減含む）(1)外部能力の活用、②情報化の推進（IT総コスト削減含む）

Ⅲ．業務運営の効率化 ５．業務・システムの最適化Ⅲ．業務運営の効率化 ５．業務・システムの最適化

○外部能力の活用

(1)調査、試験関連業務等においてデータ入力などの単純作業は、業務の効率化の観点か
らアウトソーシングを実施。

(2)給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業務は専門性が求められることから、
効率化の観点からアウトソーシングを継続実施。

(3)情報システムの刷新に係るプロジェクトを高度な技術レベルで効率的に遂行するため
に、会計システム及びグループウェアの更新並びにサーバ統合環境（共通基盤システ
ム）機器の調達に係る支援業務のアウトソーシングを実施した。

○情報化の推進

(1)予算執行管理、財務会計、旅費・経費精算の各業務システムの連携機能強化及び運用
経費削減を図るため、新システムの構築導入を完了。

(2)機構役職員間のコミュニケーションの効率化のために、在席表示及び簡易メッセージ
ソフトの導入を実施。

(3)機構の管理・業務支援等のIT総コストについて、H 23年度にH 22年度実績比30%以
上の削減を達成するため、H 21年度末に策定した各種情報システムサーバ（約60台）
の運用効率向上を目的としたサーバシステム見直し方針に従い調達仕様書を作成し、調
達手続きを実施した。

○外部能力の活用

(1)調査、試験関連業務等においてデータ入力などの単純作業は、業務の効率化の観点か
らアウトソーシングを実施。

(2)給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業務は専門性が求められることから、
効率化の観点からアウトソーシングを継続実施。

(3)情報システムの刷新に係るプロジェクトを高度な技術レベルで効率的に遂行するため
に、会計システム及びグループウェアの更新並びにサーバ統合環境（共通基盤システ
ム）機器の調達に係る支援業務のアウトソーシングを実施した。

○情報化の推進

(1)予算執行管理、財務会計、旅費・経費精算の各業務システムの連携機能強化及び運用
経費削減を図るため、新システムの構築導入を完了。

(2)機構役職員間のコミュニケーションの効率化のために、在席表示及び簡易メッセージ
ソフトの導入を実施。

(3)機構の管理・業務支援等のIT総コストについて、H 23年度にH 22年度実績比30%以
上の削減を達成するため、H 21年度末に策定した各種情報システムサーバ（約60台）
の運用効率向上を目的としたサーバシステム見直し方針に従い調達仕様書を作成し、調
達手続きを実施した。
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○経営機能

(1)リーダーシップを発揮できる環境整備：
①重要事項の審議と情報共有が目的の幹部会（役員・各部室長等で構成）の実施。 (11回開催) 
②理事長をトップに品質保証活動を管理するQM委員会の実施。（２回開催）
③品質方針、中期計画及び年度計画で定めた成果目標に対する達成状況を評価するための理事長ヒ
アリングの実施。（設定目標の確認、中間達成状況の確認、最終達成度の確認：３回実施）

(2)法人のミッションの役職員の周知徹底：
①理事長からの明確なメッセージを的確に全役職員に周知・
徹底するため、年３回の理事長訓示を役職員を対象に直接行
うとともに、出張等により直接訓示を受ける機会がなかった
職員に向け、全役職員が毎日閲覧する機構内イントラ画面に
訓示内容を掲載
②①以外にも業務上必要に応じ、適時に理事長から全役職員
に向けたメッセージを発信 （例：緊急事態支援本部長として
福島第一原子力発電所事故における機構役職員の対応に当たっ
ての方針・心構え等をメッセージとして直接各部室長に訓
示するとともに、イントラ画面に掲示し全職員に周知徹底）
③行動規範（品質方針）を役職員に徹底するため、ポスターを
全役職員が日々確認可能な場所に配置するとともに、イン
トラのトップ画面に掲示し周知

○経営機能

(1)リーダーシップを発揮できる環境整備：
①重要事項の審議と情報共有が目的の幹部会（役員・各部室長等で構成）の実施。 (11回開催) 
②理事長をトップに品質保証活動を管理するQM委員会の実施。（２回開催）
③品質方針、中期計画及び年度計画で定めた成果目標に対する達成状況を評価するための理事長ヒ
アリングの実施。（設定目標の確認、中間達成状況の確認、最終達成度の確認：３回実施）

(2)法人のミッションの役職員の周知徹底：
①理事長からの明確なメッセージを的確に全役職員に周知・
徹底するため、年３回の理事長訓示を役職員を対象に直接行
うとともに、出張等により直接訓示を受ける機会がなかった
職員に向け、全役職員が毎日閲覧する機構内イントラ画面に
訓示内容を掲載
②①以外にも業務上必要に応じ、適時に理事長から全役職員
に向けたメッセージを発信 （例：緊急事態支援本部長として
福島第一原子力発電所事故における機構役職員の対応に当たっ
ての方針・心構え等をメッセージとして直接各部室長に訓
示するとともに、イントラ画面に掲示し全職員に周知徹底）
③行動規範（品質方針）を役職員に徹底するため、ポスターを
全役職員が日々確認可能な場所に配置するとともに、イン
トラのトップ画面に掲示し周知

１．総合評価１．総合評価

(1)経営機能(1)経営機能

Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)

社内イントラトップ画面
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○経営機能（続き）

(2)法人のミッションの役職員の周知徹底（続き）：

④上記により周知した理事長訓示等に基づきグループ単位で設定した成果目標について、その達
成度を定期的に理事長が直接レビューし、周知徹底を図った
⑤役員・各部室長等幹部により構成される幹部会において議論した議事を全役職員に周知するた
め、議事概要をイントラ画面に掲載。

(3)組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等：
業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議論する理事長ヒアリングを年3回(年初、期中、
年度末) 実施。
ヒアリングでは各部の潜在的なリスクを明確にするとともに、当面の課題や問題点を適時適切に把
握し、必要な指示を行い、その対応状況について確認している。更に次年度の指示事項は前年度の
到達状況を踏まえ、制定するなど継続的改善を図っている。

(4)内部統制の現状把握・対応計画の作成：
監査室による内部監査結果、監事監査事項に関わる実態調査も幹部会にて報告・審議されており、
幹部会の議事進行役である理事長は、かかる場において内部統制上の課題等の把握を行っている。
また、QM委員会、理事長ヒアリングなどの場において、理事長が直接、各部室の業務状況等を確
認することで、内部統制の現状を的確に把握・検証し、必要な措置を指示している。

○経営機能（続き）

(2)法人のミッションの役職員の周知徹底（続き）：

④上記により周知した理事長訓示等に基づきグループ単位で設定した成果目標について、その達
成度を定期的に理事長が直接レビューし、周知徹底を図った
⑤役員・各部室長等幹部により構成される幹部会において議論した議事を全役職員に周知するた
め、議事概要をイントラ画面に掲載。

(3)組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等：
業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議論する理事長ヒアリングを年3回(年初、期中、
年度末) 実施。
ヒアリングでは各部の潜在的なリスクを明確にするとともに、当面の課題や問題点を適時適切に把
握し、必要な指示を行い、その対応状況について確認している。更に次年度の指示事項は前年度の
到達状況を踏まえ、制定するなど継続的改善を図っている。

(4)内部統制の現状把握・対応計画の作成：
監査室による内部監査結果、監事監査事項に関わる実態調査も幹部会にて報告・審議されており、
幹部会の議事進行役である理事長は、かかる場において内部統制上の課題等の把握を行っている。
また、QM委員会、理事長ヒアリングなどの場において、理事長が直接、各部室の業務状況等を確
認することで、内部統制の現状を的確に把握・検証し、必要な措置を指示している。

１．総合評価１．総合評価

(1)経営機能(1)経営機能

Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)
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○監査機能

(1)法人の長のマネジメントに留意した監事監査
QM委員会、理事長ヒアリング、幹部会などに同席し、また、理事長訓示内容の確認を通じて理事
長のマネジメントをモニタリングするなど内部統制の現状を的確に把握、評価、必要な措置を講じ
ている。特に、理事長が、組織全体で取り組むべき重要課題を適時的確に把握し、指示事項の周知
徹底が適切に行われているか把握・評価している。具体例は、以下のとおり。
・大震災による福島第一原子力発電所事故に対する緊急事態支援本部を立ち上げ、本部長として全
役職員に対し、支援方針、心構えを訓示するなどにより、全役職員が一丸となり未曾有の原子力
災害に対し的確な取り組みが行われていることを確認。
・平成２１年度に放射性廃棄物処分、使用済燃料中間貯蔵、輸送の各部門を一つに統合したが、業
務の効率性、実効性向上などその効果を、理事長ヒアリングにおいて的確に検証していることを
確認。

(2)監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告
監事監査(契約に係るもの)結果の理事長への直接報告及び幹部会での報告：
・契約締結決裁書(1000万円超)の回付に加え、100万円以下の簡易契約について、監査対象と
し監査を実施

・閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検及び見直しについて」に基づき設置された、監事及
び外部有識者による「契約監視委員会」において、随意契約及び1者応札・応募の改善等契約
状況の点検・見直しを行った。

(3)理事長の行った内部監査：
テーマ：物品調達に関する事務処理、資産の管理状況に関する実態監査
対 象：５部門に対し、２回に分けて実施。

主な指摘：物品調達事務処理体制の整備、資産の適切な管理及び不用資産処分の推進等
なお、指摘の対応を通し、自立的な改善を図っている。

○監査機能

(1)法人の長のマネジメントに留意した監事監査
QM委員会、理事長ヒアリング、幹部会などに同席し、また、理事長訓示内容の確認を通じて理事
長のマネジメントをモニタリングするなど内部統制の現状を的確に把握、評価、必要な措置を講じ
ている。特に、理事長が、組織全体で取り組むべき重要課題を適時的確に把握し、指示事項の周知
徹底が適切に行われているか把握・評価している。具体例は、以下のとおり。
・大震災による福島第一原子力発電所事故に対する緊急事態支援本部を立ち上げ、本部長として全
役職員に対し、支援方針、心構えを訓示するなどにより、全役職員が一丸となり未曾有の原子力
災害に対し的確な取り組みが行われていることを確認。
・平成２１年度に放射性廃棄物処分、使用済燃料中間貯蔵、輸送の各部門を一つに統合したが、業
務の効率性、実効性向上などその効果を、理事長ヒアリングにおいて的確に検証していることを
確認。

(2)監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告
監事監査(契約に係るもの)結果の理事長への直接報告及び幹部会での報告：
・契約締結決裁書(1000万円超)の回付に加え、100万円以下の簡易契約について、監査対象と
し監査を実施

・閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検及び見直しについて」に基づき設置された、監事及
び外部有識者による「契約監視委員会」において、随意契約及び1者応札・応募の改善等契約
状況の点検・見直しを行った。

(3)理事長の行った内部監査：
テーマ：物品調達に関する事務処理、資産の管理状況に関する実態監査
対 象：５部門に対し、２回に分けて実施。

主な指摘：物品調達事務処理体制の整備、資産の適切な管理及び不用資産処分の推進等
なお、指摘の対応を通し、自立的な改善を図っている。

１．総合評価１．総合評価

(2)監査機能(2)監査機能

Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)
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(3)契約適正化 (４)情報セキュリティ(3)契約適正化 (４)情報セキュリティ

○契約適正化(再掲)
・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」 (H 21年11月17日閣議決定)を踏まえ、契約

監視委員会を設け、監事2名と外部有識者2名を委員として、契約の点検・見直しを実施している。

・H 22年4月には「随意契約等見直し計画」を策定。H 22年度は契約監視委員会を3回開催し、「随
意契約等見直し計画」の実施状況についてのフォローアップを行うと共に見直し計画の実施や見
直しが適切なものとなっているか点検を行なった。

○情報セキュリティ
・全役職員及び機構内で業務を行う派遣職員等を対象に
自己点検及びレビューを実施。

・全役職員を対象に情報セキュリティ研修
(e- ラーニング)を実施。

○契約適正化(再掲)
・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」 (H 21年11月17日閣議決定)を踏まえ、契約

監視委員会を設け、監事2名と外部有識者2名を委員として、契約の点検・見直しを実施している。

・H 22年4月には「随意契約等見直し計画」を策定。H 22年度は契約監視委員会を3回開催し、「随
意契約等見直し計画」の実施状況についてのフォローアップを行うと共に見直し計画の実施や見
直しが適切なものとなっているか点検を行なった。

○情報セキュリティ
・全役職員及び機構内で業務を行う派遣職員等を対象に
自己点検及びレビューを実施。

・全役職員を対象に情報セキュリティ研修
(e- ラーニング)を実施。

Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)Ⅲ．業務運営の効率化 ６．内部統制(主要な活動)

情報セキュリティ研修（e- Learning）受講率
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Ⅳ ．自己評価結果（1）Ⅳ ．自己評価結果（1）

業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。

ポストドクターにキャリアパスを提供する制度は、継続して質
の高い人材を確保するための有効な方策である。また、戦略的な
リクルート活動の展開により、24年度新卒者採用に過去最高と
なる82名（昨年22名）の応募があるなど、質の高い人材を獲得
する機会を増加させた。さらに、人材開発室の設置など人材育成
の体制強化を図り、個別に経験や能力を考慮した研修を行うなど
効果的な人材育成に努め、年度計画を超えた成果を得た。今後さ
らに、これら制度等の維持・向上を図る。

１．人材の確保･育成･活用

福島第一原子力発電所の事故に対しては組織を機動的・弾力的
に運営し、技術的支援を適時適切に行う専門チームを設置すると
ともに事故調査報告書の策定のための組織横断的な専門チームを
設置し、原子力安全・保安院に適時的確に情報提供を行った。
また、運転経験の規制へのフィードバックが迅速かつ効率的に

行えるよう、組織を機動的・弾力的に運営し、運転経験を機動的
に規制活動へ反映することが可能となった。
以上のことから、年度計画を超えた成果を得た。

２．効率的・機動的な組織運営

○組織運営の高度化

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（2）Ⅳ ．自己評価結果（2）

業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。

原子力安全研究評価委員会を設置し、外部専門家の知見を安全
研究の運営に反映することでより効率的な研究計画の策定や成果
評価を行うことができた。また規格基準評価委員会を設置し、外
部専門家の知見を学協会規格の技術評価に反映することで、公正
中立かつ客観性、透明性の確保ができ、年度計画を達成した。

３．効率的・機動的な組織運営

○第３者評価の確実な実施

随意契約割合、一者応札の割合等が低減され、約16億円の節約
が得られた。総人件費も計画的に低減し、中期計画期間内での目
標達成の見込みを得、年度計画を達成した。
引き続き公告期間延長、入札説明会の開催、応札要件の緩和、

プロジェクトの細分化など、応札・応募し易い環境の整備等を図
る。

５．業務の効率化

原子力安全研究評価委員会の審議を踏まえ、安全研究の科学
的・合理的推進を図ることが出来た。また、規格基準評価委員会
を設置し、学協会規格の技術評価を科学的・合理的に行う仕組み
を構築した。
なお、事業成果の科学的客観性を確保するため、233件の学会

発表、論文発表(目標100件)を行うなど、年度計画を達成した。

４．科学的・合理的判断に基づ
く業務の実施

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（3）Ⅳ ．自己評価結果（3）

業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。

業務運営方針の議論と掲示事項の通知を行う理事長ヒアリング
において、各部室長やグループ長から理事長は、当面の課題や問
題点を適時適切に把握している。
その上で、理事長のリーダーシップ発揮のもと、会議体で直接

に、また、全役職員が毎日閲覧するイントラネットのトップ画面
への掲示などにより全役職員に機構のミッションをより深く浸透
させる取り組みを行うことにより、理事長のリーダーシップによ
るミッションの達成が図られた。
また、自律的な監査機能を発揮し、契約の適正化活動を行って

いるほか、QMSに対する活動の成果を得ており、内部統制は良好
に機能している。以上のことから年度計画を達成した。

７．内部統制

定型的な業務やデータ入力作業については、外部への外注を継
続するとともに、経費の削減についても進めている。また、ITコ
ストの低減について各種情報システムサーバ（約60台）の運用効
率向上を目的としたサーバシステム見直し方針に従い調達仕様書
を作成し、的確にコスト低減に向けた手続きを推進していること
から、年度計画を達成した。

６．業務・システムの最適化

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（4）Ⅳ ．自己評価結果（4）

業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。業務運営の効率化に係る自己評価結果は以下のとおりである。

規程類は適切に制改正され、契約等の業務はこれらを遵守して
実施されている。競争性のない随意契約件数、一者応札案件割合、
高落札率案件の削減については契約監視委員会を設置して行われ
ており、いずれも前年度より減少するなど契約のより一層の適正
化に向けた対応を継続的に推進していることから年度計画を達成
した。
なお、契約件数の減少の一方で、契約金額が増加しているのは

契約金額の大きい本部事務所賃貸借契約を平成22年度に新たな随
意契約として締結したことによる。

８．入札・契約に関する事項

平成22年度は39.9億円と前年度比9.6％の減となり、今後も常勤
職員の計画的な採用を進めていくことから、最終中期目標年度
（平成23年度）には平成19年度比4%減を達成できる見込みである。
なお「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」に基づく基準年度（平成17年度）比は14.9％減（補
正値11.7％減）となり、目標年度（平成23年度）には6％以上の減
を達成できる見込みである。以上のことから、年度計画を超える
成果を得た。

９．役職員の給与等に関する事
項

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（5）Ⅳ ．自己評価結果（5）

サービスの質の向上に係る自己評価結果は以下のとおりである。サービスの質の向上に係る自己評価結果は以下のとおりである。

年度計画を達成した。事業者の行った安全評価等の妥当性を緊急に確認
するクロスチェック解析の実施や新技術に係る安全審査を効率的にするト
ピカルレポートの妥当性評価実施などを行った。
今後も、重要性・緊急性のある事業の予算執行を柔軟に行い、効果的・

効率的な事業運営を図る。

２．安全審査等関連業
務

年度計画を達成した。柏崎刈羽原子力発電所の立上げに先立ち、安全上
重要な設備の点検状況の確認等に係る立入検査への協力、長期サイクル運
転実施に係る技術評価及び保安活動総合評価の試運用を実施するなど、年
度計画を超えた成果を得た。
また、溶接検査の一部未実施事象に対する再発防止対策として、溶接検

査に係る業務マニュアル及び申請者に向けた手引きの充実を図った。さら
に、組織要因に対応した再発防止策を実施している。
加えて、「島根原子力発電所の保守管理不備事案」の教訓を踏まえた

「定期安全管理審査」の実施方法の改善を実施している。

１．検査等業務

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（6）Ⅳ ．自己評価結果（6）

サービスの質の向上に係わる全体評価結果は以下のとおりである。サービスの質の向上に係わる全体評価結果は以下のとおりである。

平成22年度評価対象63業務では評価Ⅰとなる業務はなく、評価Ⅱは過去2ヵ年
の評価結果と比較して減少しているものの、評価Ⅳ及び評価Ⅴもなく、評価Ⅲが約
9 0%を占めており、全体として計画通りの成果を上げながら業務が進められてい
る。なお、評価委員会の提言である規制課題との流れを明確化する、規制機関の研
究という観点から優先度を付けた計画を策定する等を踏まえ実施していく。
また、「加工施設・再処理施設の検査制度等の在り方」の検討などＮＩＳＡが取

りまとめた４５項目の規制課題に対して、技術的な専門性を活用し積極的に貢献し
ており、年度計画を越えた成果を得た。

４．安全研究・安全情
報

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力㈱福島第一原子
力発電所の事故に対し、JNESは原子力防災規程に基づき、迅速に理事長を本部長
とする緊急事態支援本部を設置し、原子力安全の専門機関として、また機動性を有
する独立行政法人として事故対応に万全を期すよう、 24時間のバックアップ体制
の下で

①保安院等への専門家派遣や技術情報の提供
②現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
③国内外等への情報発信

などを実施し、NISAの活動を強力に支援した。その一方で、オフサイトセンター
設備については、期待された機能を十分発揮することはできなかった。

３．防災関連業務

評価結果項目
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Ⅳ ．自己評価結果（7）Ⅳ ．自己評価結果（7）

サービスの質の向上に係わる全体評価結果は以下のとおりである。サービスの質の向上に係わる全体評価結果は以下のとおりである。

第２回技術支援機関（TSO）国際会議、第1回柏崎国際耐震安全シン
ポジウム等の大規模な国際会議において国際共通枠組みや今後の展望な
どを取りまとめるなど成功裏に終えることが出来た事に加え、ベトナム
については安全指針整備への協力、人材育成支援等、従来以上の充実し
た新興国支援を行った。更に震災対応としての国際的に情報発信を行う
など、年度計画を越える成果が得られた。
広報業務についてもJNESのホームページが「独立行政法人Webサイ

トユーザビリティ調査2010/2011」で全独立行政法人中１位になる
など極めて高く評価され、年度計画を越える成果が得られた。

5.国際・広報事業

評価結果項目


