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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成２２年度業務実績評価（案） 

１．総合評価 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ、 ２１年度：Ａ 

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％）

 

Ｂ（３点）
 
Ｂ（３点）
Ｂ（３点）
Ｂ（３点）
Ｂ（３点）
Ａ（４点）
Ｂ（３点）

３点×２０％＋３点×２０％＋３点×１５％＋３点×５％＋ 

３点×１５％＋４点×５％＋３点×２０％＝３．０５点 
Ｂ 

総合評価のポイント 
【各事項の評定のウエイトについて】 

１．「業務運営の効率化」及び「財務内容」については、経済産業省所管独立行政法人の業務実績 

 評価の基本方針に基づきウエイトを配分した。 

２．「サービスの質の向上」については、中期目標・中期計画における各業務に沿って評価するこ 

ととし、その業務毎のウエイトは人員等を勘案して配分した。 

 

【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 

ここ数年間で知識・経験の豊富な多くの専門家が退職を迎える年齢構成となっており、組織的 

な実務能力を継承しつつ、人員構成の適正化等に対応していくことの必要性から、専門性の高い 

人材の採用に向けた取り組みと効果的な研修が行われている。 

また、福島原子力事故対応をはじめとして、クリアリングハウス機能の充実、安全研究計画の 

一元化、学協会規格の技術評価など、規制当局の要請に対して、機動的・弾力的な組織運営を図 

ることで、着実に対応している。 

更に、業務経費等の削減を図る観点からは、物品及び役務の調達等については、随意契約見 

し計画等に基づき、一般競争入札への移行を推進することで、随意契約割合は減少しており、又、 

競争入札件数における一者応札の割合や落札率の水準についても、改善に向けて積極的な取組み 

が行われ、着実に低減が図られた。給与水準や総人件費についても、低減に向けた取り組みが計 

画的に行われており、総人件費に関する平成 22 年度目標は達成された。 
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 ２．サービスの質の向上に対する評価について 

 ①検査等業務 

   通常の検査に加え、国からの指示による立入検査にも着実に対応した。一方で、検査業務の 

品質において改善が必要な事案が発覚したが、ＱＭＳの仕組みにおいて原因究明と再発防止対 

策が講じられており、今後は改善状況についてフォローアップしていくことが求められる。 

  ②安全審査等関連業務 

許認可等に関するクロスチェック解析、耐震バックチェックのクロスチェック解析、高経年 

化対策に関する技術評価など、機構が有する 新知見や解析コード等を用いた解析評価等の技 

術支援が的確に行われた。 

  ③防災関連業務 

福島第一原子力発電所事故に対して、原子力防災規程に基づき、緊急事態支援本部を設置 

し、専門家の派遣や技術情報の提供、役務・資機材の提供、国内外への情報発信等を行うな 

ど、原子力安全の専門機関として、原子力安全・保安院等の活動を支援している。 

  ④安全研究・安全情報関連等業務 

    安全研究事業については、外部評価委員会の充実を図り、政策効果を厳格に評価し、必要性 

の高い分野に重点化する仕組みを導入し、運用が図られている。 

  ⑤国際業務・広報業務 

    技術術支援機関国際会議や柏崎国際耐震安全シンポジウムなどの開催・支援、ベトナムをは 

じめとするアジア諸国に対する協力・支援など、国際協力、国際展開の点で多大な成果を得て 

いる。震災対応でも国際的な情報発信･伝達に大いに貢献している。 

広報業務においては、ユーザーニーズを踏まえて全面的に刷新したＷｅｂサイトが、ユー 

ビリティ調査で対外的に高く評価された。 

 

 ３．財務内容の改善に対する評価について 

財務内容（当期総利益の発生要因、利益剰余金の内容、運営費交付金債務の内容）は、適切

である。欠損金が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。 

 

 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。 



 

2

２．業務運営の効率化 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ 

評価のポイント 

 機構は、ここ数年間で約１／３の職員が定年退職を迎える年齢構成となっていることから、組織的な実務能力の継承、 

人員構成の適正化のため、専門性の高い人材の採用に向けた取り組みと効果的な研修が行われている。 

 福島第一原子力発電所事故に対しては、原子力安全・保安院への専門家派遣や技術情報の提供を行うため、組織を機 

動的・弾力的に運営している。また、国内外での事故・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

反映させるための体制を構築し、運用を開始している。 

 業務経費等の削減を図る観点から、物品及び役務の調達等については、一般競争入札への移行を推進することで、随 

意契約割合は順調に減少している。また、一者応札の割合や落札率の低減に向けた取り組みも積極的に行われており、 

一定の成果を得ている。 

 給与水準及び総人件費についても、低減に向けた取り組みが計画的に行われており、目標達成が見込まれている。 

 常時、非常時共に理事長のリーダーシップが発揮され、各部門間での相互点検の仕組みも機能し、内部統制について 

は既に一定のレベルに達している。また、検査等業務のみならず、全業務にＱＭＳを推進しており、業務の質の向上に

向けた継続的改善が図られている。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、Ｂ評価が妥当である。 

 

＜総論＞ 

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２２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． 人材の確保・育成・活用 

 

 

○人材の確保 

人員構成を勘案し、総人件費の縮減等を図りつつ継続的

に新規学卒者の採用を行うとともに、中堅層を主とした中

途採用及び出向受入れを行うことにより、優れた専門的知

 

 

【主な実績】 

○人材の確保 

組織的な実務能力の継承、人員構成の適正化のため、人件費にも配慮しつつ新規学卒者及び中途者の採

用を行った結果、総人件費の縮減目標を達成しつつ、平成22年度の新規学卒者は4名及び中途採用者は18

名確保した。また、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
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識と豊富な経験を持つ人材の確保を図る。 

 

 

 

 

 

○人材の育成 

新規学卒者等については、個別に経験や能力を考慮し、

機構内での研修に加えて、外部関係機関等を活用した研修

を取り入れるとともに、適宜フォローアップを行うこと

で、効果的な人材育成を図る。 

さらに、内部統制の強化を図るために、機構職員として

の知識の習得・向上に着目した一般研修を充実する。 

また、一般研修への参加目標を一人当たり平均3回以上

とする。 

（検査等業務に従事する職員に係る施策については、「Ⅱ

1．検査等業務」の欄に記載。） 

により2名を採用した。 

 

原子力の安全規制に貢献する技術専門家集団として、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ため、リクルート活動強化対策ワーキンググループを設置し積極的にリクルート

活動を展開した結果、平成24年度採用予定者10名程度に対して82名（昨年22名）の応募があった。 

 

○人材の育成 

平成22年4月の組織改編で人材開発グループを人材開発室とし人材育成の体制強化を図った。 

新規学卒者等については、2年間の導入教育計画に基づき、原子力基礎技術研修（54時間）、OJT（2年）

を実施するとともに、アンケートやヒアリング、研修報告会での報告内容により、育成度の把握を行った。 

具体的には、機構内研修においては、教育資料作成ワーキンググループにて作成した新規学卒者等向け

の体系的な教材を使用し、一部については、個別に経験や能力を考慮した上で受講させるなど、基礎知識

の向上を図った。 

また、外部関係機関等を活用した研修として、原子力発電プラントでの実体験研修として関西電力㈱美

浜発電所へ2年間の予定で研修対象者を派遣するとともに、原子力・放射線入門講座（JAEA主催）、欧州の

原子力規制支援機関が開催する原子力安全に係る夏期スクール（ETSON Summer School）等の外部関係機

関が主催する研修を活用し、効果的な人材育成に努めた。 

一般研修として、役職員全員を対象とした無形財産に対する権利性や管理に関する知識習得、向上のた

めに著作権に係る研修、倫理研修等を実施した。 

また、その他の研修として、国際性向上のための語学研修に関する内規を定めるとともに英語学習の支

援、米国短期研修の実施、英語塾の開設等により基礎語学研修の充実に努めた。一般研修には一人当たり

平均5.5回の参加を得て、職員の知識・技能の向上を図った。 

  

 委員評価 

・今後の規制の質と幅の拡大に対して、規制支援の専門家集団としては、人員数だけではなく、質

の高い人材を確保、養成する必要がある。これを見越して、専門性の高い人材の採用と、効率的

な研修が行われており、質の高い実績が認められる。 

・人財確保、育成については、人材開発室の設置やポストドクターに関する新制度等、工夫をこら

し相応の成果を上げているが、JNES 業務を遂行する上でのニーズ（検査、組織運営、研究等）

を再点検しニーズに沿った人財の確保をすることにより重点をおいていく必要がある。 

・年度計画を超えた人材確保・育成は認められるものの、求人難下の経済環境を考慮した。 
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・ポスドクにキャリアパスを提供する試みは、優れたものであり、年度計画を越える工夫である。

また、リクルート活動を積極的に行い、多数の志望者を集めたことも優秀な人材を確保する上で

特筆すべきことである。 

 

２．効率的・機動的な組織運営（組織運営の高

度化(機動的・弾力的な組織運営)） 
 

機構の有する専門技術能力その他の資源を 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、原子力

安全行政上の要請を分析、把握し、必要に応じて組織、人

員配置の見直しを行う。 

 

 

 

【主な実績】 

平成23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で発生した事故に、技術

専門支援機関として、保安院等への専門家派遣や技術情報の提供を行うため、組織を機動的・弾力的に運

営した。主な対応は、以下のとおり。 

・保安院緊急時対応センターに専門家を常駐 

・事故対策に係る安全解析や技術情報を提供する体制を機構内に整備 

・発災後速やかにＪＮＥＳ緊急事態支援本部を設置し職員が24時間体制で常駐 

 

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、

規制教訓抽出機能(クリアリングハウス)について、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した。 

これに伴い、これらの規制対応方針案をJNES組織横断的に検討・承認するための体制として、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、運用を開始した。H22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）した。 

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※１」としたが、「対

応安全情報※２」は0件であった。 

※１：我が国の安全規制に関係があり、検討が必要な安全情報 

※２：「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 

  

 委員評価 

・国難とも言うべき福島原子力事故に対し、機動性の高い体制を作り、規制行政庁への技術支援と

内外に向けた情報提供の点において、効率的な組織運営を行った。 

・福島事故における対応では機動力を発揮し全力で対応したことは認識できるものの、非常時にお

ける受動的対応であり、且つ国民の期待に沿った結果が得られたとは言い難く、年度計画を越え
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た JNES 成果として評価するのは困難である。 

・未曾有の大震災という有事対応はおおいに貢献があったと思われる。 

・運転経験を保安院の規制活動に反映させるため組織を弾力的に運営した。加えて、原子力発電所

事故に際し、迅速に保安院を支援した。 

・独立行政法人の機動性を十分に活かし、原子力安全・保安院をサポートする形で事故対応にあた

り、専門的立場から重要な働きをしている。これは 大限評価されるべきである。 

 

３．効率的・機動的な組織運営（第三者評価の

確実な実施） 

 
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。 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○第三者評価の確実な実施 

原子力安全研究評価委員会において、平成21年度に機構が行った試験研究等の事業を対象として、3回

の本委員会、6回の分科会を開催した。 

各分科会では、平成21年度の研究成果、進捗状況及び平成22年度の研究計画について審議し、評価シー

トとしてまとめ、評価シートの結果を元に、本委員会において新規、継続及び終了テーマを対象に計画の

枠組み及び成果に関する評価を行い、平成21年度評価報告書として結果を取りまとめた。 

また、平成21年度評価報告書での提言により、規制ニーズとの整合性から適切でない研究テーマ1件の

一部項目を取り止めるとともに、3件について予算規模の削減等も含めた計画の 適化を図った。 

 

また、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。 

 

 

 委員評価 

・第三者評価を活用するのは妥当であるが、どの分野に研究リソースを重点的に配置していくか、

については JNES 主導をより強めるべきである。 
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４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

 

 

○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。 

 

 

 

 

【主な実績】 

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。そのための技術的基盤の整備としては、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事業を実施している。その際、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。 

 また、科学的・合理的判断のための仕組みの強化としては、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した。更に、判断

根拠の透明性及び科学的客観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、233

件（国際発表123件、国内発表110件）の学会発表、論文発表を行った。 

 

 

 委員評価 

・科学的、合理的判断の根拠となる技術的な事業成果について、計画を大幅に上回った数の公表を

行った。 

・対外発表が年度計画の倍以上に達するなど、年度計画を上回る形で原子力安全の基礎基盤に寄与

している。 

 

５．業務の効率化（ただし、内部統制に係るも

のを除く） 

 

○業務経費等の削減 

行政支出見直し計画（平成 21 年 6 月）に基づき、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

軽減を継続して進め、業務経費等の削減に努めるととも

に、公正性の確保にも努める。 

 

 

 

【主な実績】 

○業務経費等の削減 

平成 21年 12月に設置した契約監視委員会(平成 21年 11月 17日閣議決定)では監事 2名と外部有識者 2

名を委員として、契約の点検・見直しを行い、平成 22 年 4 月に「随意契約等見直し計画」を策定した。

平成 22 年度は契約監視委員会において「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

を行い、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。 

平成 22 年度の契約に係る改善状況は、以下のとおり。 
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総人件費について、平成 23 年度までの削減目標の着実

な実施を図るために、中途採用の抑制を進めるとともに、

人事院勧告に基づく特別都市手当の改定見送りの実施及

び雇用のあり方や役職員の給与に関して必要な措置を検

討する。 

 

「随意契約等見直し計画」は順調に進捗し、また一者応札が減少し競争性が高まったことなどにより

経費削減効果も顕著となった。 

・契約総件数における「競争性のない随意契約」の件数比率は、平成 21 年度の 12.6％から 3.6 ポイン

ト減少し 9.0％となった。 

・一般競争入札における一者応札の件数比率は、平成21年度の46.9％から3.9ポイント減少し43.0%と

なり、競争性がさらに高まった。(平成20年度実績68.0％) 

・一般競争入札において競争性が高まり、平均落札額が平成21年度の74.6％から3.0ポイント減少し 

7１.6％となったことなどにより、契約ベースで約16億円の経費が削減された。 

 

総人件費（給与、報酬等支給総額）については、39.9 億円と前年度比 9.6％の減となり、 終的な目

標との対比においては、平成 23 年度について、常勤職員の計画的な採用を進め、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。 

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（平成 18 年法律第 47 号）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。 

中途採用者については、総人件費削減目標達成の範囲内で、組織の維持に必要な人員 18 名(昨年度採用

人数 18 名)を確保した。 

他方、特別都市手当については、今後、原子力での優秀な人材を維持していくために民間会社と競って

有為な人材を確保する必要があることから、民間企業との均衡を考慮し、平成２２年４月から国家公務員

の地域手当の地域別支給率（東京特別区 17％から 18％）の改正にあわせ、平成２２年１２月より 7％か

ら 9％に改正した。 

 

 委員評価 

・契約に関するさまざまな工夫により、大幅な経費削減を達成した。 

・契約の適正性、内部統制の有効性等に特段の問題点はない、と思われる。 
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６．業務・システムの 適化 

 

 

○外部能力の活用 

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。 

 

○情報化の推進 

事務処理の効率化・迅速化を推進するため、平成21年

度に引き続き既存アプリケーションシステム（予算執行

管理、財務会計、旅費・経費精算の各システム及びグル

ープウェア）の更新を実施する。 

また、より高度化する外部からの不正アクセスやウィ

ルス侵入等を防ぐため、「第2次情報セキュリティ基本計

画」を踏まえて情報セキュリティに係るPDCAサイクルの

構築を推進するとともに、情報セキュリティに対する一

層の周知・徹底及び意識向上のため、全役職員を対象に

情報セキュリティ研修を実施する。 

さらに、業務・システム 適化計画を推進する。 

 

 

 

【主な実績】 

○外部能力の活用 

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外部に発注した。 

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

の更新に係るプロジェクト管理支援業務、並びにグループウェアの更新及びサーバ統合環境（共通基盤シ

ステム）機器の調達に係る支援業務についても外部に発注した。 

これらの発注に当たっては、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 56 の検討会を年 2回程度開催し、業務の的確な実施に努めた。 

 

 

○情報化の推進 

①事務処理の効率化・迅速化 

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による効率化・迅速化を図

るため、新システムの構築導入を平成 23 年 3 月末に完了した。また、情報共有による事務処理の効率化

を図るため、グループウェア更新作業を実施し平成 23 年度早期に運用開始する。さらに、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を導入し、平成 22 年 12 月

から運用を開始した。 

②情報セキュリティの確保 

昨年度に引き続き、基幹ネットワーク系システムにおいて、スパム対策サーバを適切に管理し、クライ

アント PCのウィルス検出ソフトアップデート及びアップデートによる OSの脆弱性対策を毎月定期的に実

施した。 

また、昨年度の受講者の要望を踏まえ、情報の格付・取扱制限に応じたファイル共有サーバの利用方法

についての eラーニングによる情報セキュリティ研修を 1回実施（受講対象者数（役職員及び機構内で業

務を行う派遣職員、外部業者等）558 名、受講率 100％（昨年度 100%））した他、全役職員を対象とした情

報セキュリティ集合研修を、管理職／一般職員別、地域別（4 ヶ所）に計 10 回実施した（管理職 90 名、

一般職 122 名、計 212 名参加（昨年度は管理職 46 名、一般職 85 名、計 131 名） 
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 さらに、昨年度に引き続き情報セキュリティ責任者等（該当者72名（昨年度61名）を対象に情報セキュ

リティに係る自己点検及びレビューを実施したほか、今年度新たに全役職員及び機構内で業務を行う派遣

職員等（534名）を対象にした自己点検を実施し、一部で実施されていないことが判明した情報の格付け・

取扱制限の明示方法等に係る解説書を平成23年度中に作成し周知する計画を策定した。今後、機構から情

報漏洩を起こさないための対策の見直しと着実な実施を行うことを予定している。 

③業務・システム 適化への対応 

業務・システム 適化計画については、平成 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。 

 

 委員評価 

・自己評価のとおり、経費の削減を進めながら、クオリティの確保はできていると思われる。（小

笠原委員） 
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７．内部統制 

 

○経営機能の強化 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○経営機能の強化 

a)リーダーシップを発揮できる環境整備 

・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)  

・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） 

・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、 終達成度の確認：3回実施） 

b)法人のミッションの役職員の周知徹底 

・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している。 

・上記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している。 

    （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直接訓示するとともに、イントラ画面に掲示し全職員 

に周知徹底） 

・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  

・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。 

・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。  

c)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) 実施した。 

ヒアリングでは各部の潜在的なリスクを明確にすると共に、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。  

d)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
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○内部監査等の確実な実施 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の質の向上 

機構の行う検査等の行政業務支援に係わる業務の品質

を確保するため、国際標準化機構(ISO)に規定される規格

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。 

 

 

○内部監査等の確実な実施 

平成22年度内部監査計画(物品調達等に関する事務処理、資産の管理状況）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（耐震安全部(3/18～19)、防災対策部

(5/12～13)、検査業務部(6/7～8）原子力)システム安全部(9/27～28))、廃棄物燃料輸送安全部(9/30))。 

内部監査によって、物品調達事務処理体制の整備、不要資産処分の推進等の指摘がなされ、これへの対

応を通じて一層の合理的、効率的業務への自律的な改革が図られている。 

また、監事監査事項に係る事項については、以下のとおり。 

a)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。 

b)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)結果を理事長への直接報告及び幹部会での報告の主たるものとして、以下 

がある。 

・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。 

 

○業務の質の向上 

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。 
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要件に準拠するよう機構にあった品質マネジメントシス

テム体制を維持及び改善する。 

リスクマネジメントについては、内部統制の充実を図る

ために、新たに取り組む課題の検討・改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 H23 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 本事象のプロセス分析を実施し、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 

②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 ) 

 

リスクマネジメントについては、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) 実施し、各部の潜在的なリスクを明確にすると共に、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た。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た。  

 委員評価 

・平常時、非常時共に理事長のリーダーシップが発揮され、各部門間での相互点検の仕組みも機能

し、内部統制については既に中期目標の達成レベルに到達していると判断出来る。 

・ガバナンス上の落ち度はない。 

・福島原子力発電所の事故対応では、JNES が一体となった取り組みが行われており、組織全体と

して取り組むべき課題がしっかりと認識されていた。これは使命感に支えられた内部統制が良好

に機能していることを示している。 

 

８．官民競争入札等の活用 

 

○外部能力の活用 

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。 

 

【主な実績】 

○外部能力の活用 

官民競争入札の実績はなかった。 

他方、委託・請負事業の実施に際しては、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

に行った上で、競争入札方式による外部能力の活用に取り組んだ。具体的な外部発注事例は以下のとおり。 
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・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 

・会計システムの更新に係るプロジェクト管理支援業務 

・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 等 

 

 委員評価 

（コメントなし） 
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＜入札・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２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

入札・契約の適正化 【主な実績】 

１．公表の基準の整備状況・公表状況等 

「契約の公表に関する事務取扱要領」を制定・運用中。新たに調達予告情報を機構のホームページにおいて公表している。 

２．規程類の整備状況・公表状況等 

契約業務に係る規程類は、時機に則し制定・改正されており、機構のホームページにおいて公表されている。（下記参考 1、

２参照） 

３．審査体制の整備状況等 

幹部職員をメンバーとする契約審査委員会を設置し、契約締結前に、契約内容の妥当性をチェックする体制を構築、運用

中。（下記参考２参照） 

４．契約の競争性・透明性確保に向けた取組状況 

競争性のない随意契約は４９件に減少（前年度７８件）。金額でも平成２１年度実績の４．１億円から平成２２年度実績は

２．３億円となり減少。(但し、現在賃借中の本部事務所の更新のための賃借契約分を除く) 

（下記参考３、４参照） 

５．関係法人との契約 

該当なし 

６．監事や外部審査委員会等の指摘事項等 

契約関係検討チームでの検討結果を受けて、契約業務の適正化に向けた理事長通達（平成 21 年 8 月 31 日）及び契約監視

委員会での検討を受けて理事長通達（平成 22 年 4月 12 日）を発出し、職員へ周知を図り積極的に取り組んできた。 

また、月次ごとに全契約案件について監事への報告を行い、随意契約、高落札率等の契約について当該案件の妥当性等の

確認を行ってきた。 

７．「独立行政法人整理合理化計画」等の政府方針、勧告の方向性、二次評価の関心事項及び意見、国会審議、会計検査、予算

執行調査等において指摘等がなされた事項への取組み 

競争性のない随意契約の見直しの徹底とともに、一般競争入札についても真に競争性が確保されているか、点検・見直し

を行うため、平成 21 年 11 月 17 日付け閣議決定に基づき、「契約監視委員会」を設置し、契約状況の点検・見直しを行った。 

８．業務運営に当たって問題となる事象等 
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機構では、一者応札案件、高落札率案件を削減するため、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。 

その効果は、平成 22 年度の競争入札について前年度比較すると、一者応札は 191 件（46.9％）から 141 件（43.0％）に減

少し、二者以上応札は 216 件（53.1％）から 187 件（57.0％）となり、割合は増加した。全体の平均落札率にあっては、74.6％

から 71.6％に減少した。（参考資料３参照） 

 

 

 委員評価 

・平成 22 年 4 月に定めた随意契約等見直し計画に沿って、随意契約から一般競争入札への移行、一者応札の見直し

による競争性の確保が進められ、適正な経費運用と経費削減が図られている。 
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（参考１）契約に係る規程類の整備・

公表状況及び当該規程類の適切性 
１．契約の基本となる次の規程及び要領を機構のホームページにおいて公表している。 

  ① 会計規程 

  ② 契約事務取扱要領 

  ③ 政府調達事務取扱要領 

  ④ 委託契約事務取扱要領 

  ⑤ 企画競争に関する契約事務取扱要領 

  ⑥ 総合評価落札方式に関する契約事務取扱要領 

  更に、入札心得、契約条項等のひな形及び契約書の記載例等についても機構のホームページにおいて公表している。 

 

２．契約に係る規程類については、平成 20 年度までに、随意契約とする場合の少額基準、一般競争入札における公告期間など、

国の基準に合わせた整備を行った。平成 21 年度は、機構独自の取組みとして、平成 20 年度に制定した「契約請求票に添付

する書類等の審査事務取扱要領」の改正などの要領等が新設又は改正された。平成 22 年度においては、平成 21 年度に制定

した「入札可能性調査に関する実施要領」の改正を行った。 

○入札可能性調査に関する実施要領の一部改正（平成 22 年 7月 26 日施行） 

  （内容） 

要領の名称を、公募（入札可能性調査に関する実施要領）と改正し、公募の参加者が一者の場合、複数者の場合の手

続き方法について整理した。 
（参考２）契約の適正実施確保のため

の取組状況 
１．随意契約に係る契約相手先の選定及び契約に関する重要事項を審査する機関として、契約審査委員会要領に基づき、従来

から実施している。また、本委員会には、監事も毎回参加している。 

２．監事は、上記 1.の契約審査委員会に出席するとともに、月次ごとの契約案件すべてについて報告を受け、随意契約も含め、

契約の妥当性についての確認を行っている。 

また、平成 21 年 7 月から、契約金額 1,000 万円を超える契約締結に係る決裁伺書について、重要文書として監事等へ回付

することとした。 
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（参考３）平成２２年度に締結した契

約の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件、千円、％） 

  
平成 21 年度 平成 22 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  449  9,590,884    74.6%  389  8,968,799    71.6% 

企画競争・公募  90  2,318,569 

 

 107  2,019,829 

 
随意契約  78     411,855  49    1,798,845 

合計  617   12,321,310  545   12,787,473 

随意契約の割合  12.6%  3.3%  9.0%  14.1% 

 

 
【平成２０年度実績】 

一般競争入札 
１０９.5 億円 
（５２８件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画競争・公募 
８.０億円 
（３６件） 

 
競争性のない随意契約 

金額１７．３億円（12.8％）

 件数１１１件 （16.4％）

 
【平成２１年度実績】 

一般競争入札 
９５．９億円 
（４４９件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画競争・公募 
２３．２億円 
（９０件） 

 
競争性のない随意契約 

金額 ４．１億円（3.3％） 
件数 ７８件 （12.6％） 

平成２０年度～平成２２年度に締結した契約の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

(注) 平成 20 年度、21 年度実績は「平成 21 年度における独立行政法人の契約状況について」（総務省行政管理局ＨＰ公表） 
平成 22 年度実績は「平成 22 年度における独立行政法人の契約状況について」（総務省行政管理局）による。 

(注）「一般競争入札」には、不落随契を含む。 

 
【平成２２年度実績】 

一般競争入札 
８９．７億円 
（３８９件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画競争・公募 
２０．２億円 
（１０７件） 

 
 

競争性のない随意契約 
金額１８．０億円（14.1％） 
件数  ４９件 （9.0％） 

 
契約全体に占める

「競争性のある契

約方式」の割合の

実績比増▲減 
 
金額  

＋9.5 ポイント 
（１.6 億円増） 

件数  
＋3.8 ポイント 

（25 件減） 
 

競争性のある契約方式合計

金額１１７.５億円（87.2％）

件数 ５６４件 （83.6％）

競争性のある契約方式合計 
金額１１９.１億円（96.7％）

件数 ５３９件 （87.4％）

競争性のある契約方式合計 
金額１０９.９億円（85.9％） 
件数  ４９６件（91.0％） 

 
契約全体に占める

「競争性のある契

約方式」の割合の

実績比増▲減 
 
金額  
△10.8 ポイント 

（9.2 億円減） 
件数  

＋3.6 ポイント 
（43 件減） 
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(注）平成 22 年度実績の「競争性のない随意契約」の金額 18.0 億円から本部事務所賃貸 15.7 億円を除くと 2.3 億円(2.1％)、件数は 44 件(8.1％) 
となる 

「競争性のない随意契約」は平成２１年度実績の７８件から平成２２年度実績の４９件へ削減（37％減）。金額でも平成２２年

度実績において、新たに随意契約した本部事務所賃借契約分１５．７億円を除くと２．３億円となり、平成２１年度実績の

４．１億円から減少(44％減)。随意契約見直し効果は着実に表れ、「随意契約等見直し計画」は順調に進捗している。 

 

（件数ベース） 

 

応札(応募)者

一般競争入札 企画競争 公募 見積競争 合計 

21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 

二者以上  216  187  3  9  11  5   7  230  208 

一者  191  141  0  2  76  84    0  267  227 

合計  407  328  3  1  87  89    7  497  435 

一者の割合  46.9%  43.0% 0% 18.2% 87.4% 94.4% % 0% 53.7% 52.2% 

注：一般競争入札には、不落（21 年度：42 件、22 年度:61 件）は含まず 

 

○競争入札 328 件中、応札者が一者であった契約は 141 件（43％）。(21 年度：191 件,47%) 

○競争入札 328 件中、落札率が 95％以上の契約は 74 件（23％）。（21 年度：124 件,30%） 

○一者応札の比率は前年度から 3.9 ポイント減少している。 

○４割を越える契約が一者応札となっている背景には、業務が原子力施設等に特化した専門的かつ特殊性を有したものであ

ることから、事業者が限定されることや高い技術力を求める内容の契約が多いことがある。 

一者応札低減に対応するため、公告期間の延長、入札説明会の開催、応札要件の緩和、契約履行期の充分な確保等につい

て、前年度に引き続き取り組んでいる。 

○高落札率に関しては、落札率 95％以上の契約は前年度から 7 ポイント減少しており、これは再度入札の回数を制限したこ

とにより、再度入札額の下げ幅が小幅から広がったこと及び事前入札制度の導入によるものと考えられる。 

○一者応札低減、高落札率への対応は、引き続き、現在の契約手続きの実態を把握し、可能性のある主な要因を明らかにし

た上で、きめ細かな対応を図っていくことが必要であり、仕様書の適正化、予定価格積算の適正化、総合評価方式又は公

募方式への転換等を行うこととし、契約の適正化に向けた対応に取り組んでいる。 

○委託契約における再委託については、「委託契約事務取扱要領」の規定により、契約審査委員会で認められた場合を除き、

委託金額の 50％を超える額の再委託は禁止している。 
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（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                       ４８ 件、 １，７８８，５８１千円 

○秘密の保持が必要とされている契約                         １件、       １０，２６４千円 
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＜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２２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 【主な実績】 

○ 給与水準については、平成 22 年度の対国家公務員指数は 119.3 (前年度 118.5)であるが、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。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。 

また、大学卒以上の者は、200 名（82.6％）でその内院卒は 89 名なっており、これに対し、国家公務員

における大卒以上の割合は、51.6％(平成 22 年国家公務員給与等実態調査の結果)である。 

なお、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、102.2(前年度 101.5)となって

おり、公務員と比較し、著しく不均衡なものではないものと評価している。 

○ 総人件費（給与、報酬等支給総額）については、39.9 億円と前年度比 9.6％の減となり、 終的な目標と

の対比においては、平成 23 年度について、常勤職員の計画的な採用を進め、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。 

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（平成 18 年法律第 47 号）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。 

○ 法定外福利費については、35，034 千円となっており、昨年度比 1，617 千円の減額であった。なお、施

設利用等を含むレクリエーション経費の支出について、平成 20 年 9 月をもって中止したことにより、平成

22 年度のレクリエーション経費は発生していない。 

 

 
 委員評価 

・合理的な適正化により年度計画を上回る成果を得ている。 

・年度目標を超える縮減を達成している。 

 



 

21

（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位：千円）

  報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他（内容）  

法人の長 19,589 12,500 6,384 705 （特別都市手当）  

理事Ａ 18,019 11,560 5,805 654 （特別都市手当）  

理事Ｂ 9,904 7,320 2,042 
439

103

（特別都市手当）

（通勤手当） 
 

理事Ｃ 15,948 10,984 4,059 
622

283

（特別都市手当）

（通勤手当） 
 

理事Ｄ 6,942 3,622 3,030 
181

109

（特別都市手当）

（通勤手当） 
 

理事Ｅ 491 -  491 -    

理事 F 1,035 - 1,035 -    

監事 A 16,632 10,486 5,265 
594

287

（特別都市手当）

（通勤手当）  

監事 B 14,924 9,844 4,326 
557

197

（特別都市手当）

（通勤手当） 
 

監事 C 618 -  618 -   
 

       

    

（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。 

なお、算定式は次のとおり。 

月例支給額×200/100×100/100（AA 評価) 

月例支給額×200/100×75/100 （A 評価) 

月例支給額×200/100×50/100 （B 評価) 

月例支給額×200/100×25/100 （C 評価) 

月例支給額×200/100×0/100  （D 評価) 



 

22

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、月）

  支給総額 法人での在職期間 業績勘案率 摘要 

理事 4,809 3 年 6 ヶ月 1.0 

 支給額は独立行政法

人評価委員会により決

定された業績勘案率

（1.0）を用いて算出し

た額である。 

（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

区分 人員（人） 平均年齢 

平成２２年度の年間給与額（千円） 

総額 
うち所定内 

（うち通勤手当） 
うち賞与 

常勤職員 242 49.3 9,061 
6,656 

(203) 
2,405

事務・技術 242 49.3 9,061 
6,656 

(203) 
2,405 

（注）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 

(※)国の給与水準を100としたときの

指数 

 ＜事務・技術職員＞ 

  対国家公務員（行政職（一）） １１９．３ 

  地域勘案 １０６．７ 

  学歴勘案 １１４．７ 

  地域・学歴勘案 １０２．２ 
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②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

給与水準については、平成２２年度の対国家公務員指数は 119.3 であるが、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。 

また、職員の在勤地域が東京に集中していることや高学歴者が多数のためなどであり、大学卒以上の者は、200 名（82.6%）

で、その内院卒は 89 名となっており、これに対し国家公務員における大卒以上の割合は、51.6%(平成 22 年国家公務員給与

等実態調査の結果)であるため、対国家公務員指数が高くなる要因となっているが、地域・学歴を勘案すると 102.2 となって

いる。 

さらに、機構は原子力における優秀な人材を維持・育成していくために、電力会社等の民間会社と競って有為な人材を確 

保する必要があり、機構の職員の給与水準について、電気事業と賃金水準を比較したところ、電気事業を 100 とすると、当

機構の水準は 94.2 となっている。 

 

○平成２２年度の指数が昨年度より高くなった理由 

賞与に対する業績評価の反映を厳格化して給与支給額を抑えつつ、組織の活性化のため、本人の能力や組織の維持向上の

ための必要性を踏まえた昇格を実施した等の結果、平成 22 年度については、前年度に比べて指数が若干上昇する結果となっ

た。 
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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。 

  （単位：千円） 

  17 年度実績 18 年度実績 19 年度実績 20 年度実績 21 年度実績 22 年度実績 

給与、報酬等支給総額 4,688,323 4,666,710 4,672,156 4,718,468 4,412,865 3,990,616 

人件費削減率  △0.5％ △0.3％ 0.6% △5.9％ △14.9％ 

人件費削減率（補正値）  △0.5％ △1.0％ △0.1％ △4.2％ △11.7％ 

      

（注 1） 人件費削減率は、平成１７年度実績に対する削減率を示している。  

（注２)  人件費削減率(補正値)は、人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いた削減率で、平成 18 年、平成 19 年、平成

20 年、平成 21 年、平成 22 年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率は、それぞれ０％、０.７％、０％、

△２.４％、△１.５％である。 

 

総人件費（給与、報酬等支給総額）については、３９．９億円と前年度比９．６％の減となり、 終的な目標との対比に

おいては、常勤職員の計画的な採用をすすめ、中期目標年度（平成２３年度）には、４２．２億円となる見込みで、平成１

９年度比４%の減が達成でき、また、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）に基づく基準年度（平成１７年度）比は１０％減が達成できる見込み。 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○平成２０年４月に従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務実績が一層昇任・昇格に適切に反映できるようにした。（昇給・

昇格において、過去３年間の業績評価を踏まえ実施） 

（参考８）その他 ○ 運動施設利用等を含むレクリエーション経費の支出について、平成２０年９月をもって中止したことにより、平成２２年

度のレクリエーション経費は発生していない。 

○ レクリエーション経費以外の法定外福利費については、健康診断費用、産業医報酬、社宅費、借上げ通勤バス費など業務

運営上必要とする費用などで、共済会拠出金等の費用は含まれず平成２２年度は３５，０３４千円となり、医療機器の購入

経費などの減により昨年度比１，６１７千円の減額であった。  

なお、常勤職員一人あたりの平均額では、８．２万円となっており、民間企業の平均額１１．５万円（出典：厚生労働省 平

成１８年就労条件総合調査）を大きく下回っている。 

○  国と異なる諸手当について 

・ 国の「俸給の特別調整額」に相当する「職責手当」については、ＪＮＥＳでは、上位職位の者と下位職位の者との処遇格
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差を大きくしているが、総体的には国に準じたものとなっている。 

・賞与について、国は、期末手当と人の評価（勤務成績）に応じた勤勉手当とに分けて支給しているが、ＪＮＥＳでは個人

の評価をより反映させるため、賞与全額について、勤務成績に応じた評価を行う仕組みとなっており、支給月数について、

国と同様に、平成２２年度では年間３．９５ヶ月としており支給水準の差はない。 

○  慶弔見舞費については、弔電及び供花費の実費額としており社会常識の範囲内と考えている。なお、互助会への支出及び、

永年勤続表彰の支出はない。 
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３－１．サービスの質の向上（検査等業務） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

 通常の検査に加え、柏崎刈羽原子力発電所第２号機等の再起動に向けた設備の点検状況や島根原子力発電所の保守  

理の不備に係る改善状況の確認、更には長期サイクル運転を目指す東北電力㈱東通原子力発電所第１号機の保全計画書

に係る科学的根拠の確認を目的とした立入検査にも着実に対応した。 

一方で、検査業務の品質において改善が必要な事案が発覚したが、ＱＭＳの仕組みにおいて原因究明と再発防止対策

が講じられており、今後は改善状況についてフォローアップしていくことが求められる。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、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２２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等のあった日

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。 

 

 

 

 

 

 

 

○電気事業法又は原子炉等規制法に基づき、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

【主な実績】 

①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。）に規定される以下の検査等（立入検査を除く）について、全種類合わせて 796 件実施した。これ 

に対して検査員の延べ出張日数は 7602 人・日に上ったが、遅滞なく処理を実施し、標準処理期間を越え 

て処理を行ったものはなかった。 

②島根原子力発電所の保守管理不備案件を踏まえ、NISA 指示文書「島根原子力発電所の保守管理の不備等 

を踏まえた定期安全管理審査の対応について（指示）」（平成 22年 6 月 11 日付け、平成 22・06・09 原 

院第 10 号：NISA-169d-10-1）により JNES に対し「定期安全管理審査の改善・見直しの検討」について 

指示を行った。この指示に基づき、JNES は定期安全管理審査の運用改善・継続的な見直しについて検討 

することを目的に検査業務部定期安全管理審査担当審議役を主査とし、検査業務部次長、検査統括審議 

役、各検査グループ長及び他部の専門家計 10 名からなる「定期安全管理審査運用改善検討会」を設置 

し、平成 22 年 8 月 9日より検討を開始し、平成 23 年 2 月までに 6回の検討会を開催して定期安全管理 

審査の実施方法の改善検討を実施した。 

③JNES が実施した溶接検査において、耐圧試験前に終了しておくべき非破壊試験の検査が一部未実施であ

ったことが判明し、平成 22 年 12 月 8 日付けで原子力安全・保安院長からＪＮＥＳ理事長に対し厳重注

意及び追加指示（根本原因分析の実施とそれを踏まえた再発防止対策の策定）を行った。 

 

①機構に対し、原子力機構敦賀本部高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅの炉心確認試 

験の実施に際し、系統構成、安全機能等の確保状況及び不適合発生時の対応等に関する妥当性確認並び
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査員力量評価を効率よく適確に実施するためのシス 

テム化を進め、個別力量向上計画に基づく OJT、研修受講

及び自己学習の実施により、検査員の総合的な力量の向上

を図る。  

 

○新検査制度への対応 

新検査制度は実施段階に移行する。新検査制度として、

新たに導入された保全プログラムの事前確認のうち、原子

力安全・保安院から機構に依頼される保全計画書の技術検

討業務について、技術検討作業及び事業者ヒアリング等を

的確に行い、新制度の円滑な運用を図る。 

また、保安規程において点検実施頻度の詳細な技術評価

に「長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確認計画書」に基づき実施する設備点

検等に関する妥当性確認について、経済産業省が実施する検査への協力のための立入検査を行うよう指

示し、これに基づき立入検査を実施した。（２４人・日）  

②機構に対し、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所第２号機、3号機及び 4号機の設備に係る点検状況の妥 

当性確認における、機種分類ごとの点検方法の確認及び安全上重要な設備の点検の状況確認、その他経 

済産業省の検査協力を行うため、立入検査を行うよう指示し、これに基づき検査を実施した。（１０人・ 

日） 

③機構に対し、「島根原子力発電所第１号機及び２号機の保守管理の不備並びに定期事業者検査の一部未実 

施に係る報告徴収に関する調査報告書（中間）の提出について」の報告内容に関する確認について、経 

済産業省が実施する検査への協力の指示し、これに基づき立入検査を実施した。（１４人・日） 

④機構に対し、東北電力㈱が経済産業大臣に届け出た東通原子力発電所第１号機の保全計画書のうち定期 

検査ごとに実施する点検等の実施頻度の設定に係る科学的根拠の確認を目的とした経済産業省が実施

する検査への協力のための立入検査を行うよう指示し、これに基づき検査を実施した（2７人・日） 

⑤機構に対し、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおける高燃焼度９×９燃料体 

の品質管理の状況、加工の内容について立入検査を行うよう指示し、これに基づき検査を実施した（2 

人・日） 

以上の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。 

 

○研修管理システムを利用し、ＷＥＢ上で支援ツールを活用しながら検査員力量評価を行えるように再構

築した。これにより、これまで３ヶ月を要していた力量評価期間は正味 1ヶ月半で済み、評価自体も円

滑に終了するとともに、充実した個別力量向上計画の策定に繋がった。 

 

 

○原子力安全・保安院が機構に依頼した保安規程（保全計画書）の技術検討業務については、平成２２年 

度は計１０４件の保全計画書に対して、個別プラント毎に、技術検討を実施し、検討が終了した１０３ 

件の検討結果が原子力安全・保安院に報告された。 

平成21年度に引き続き、更なる改善を目指して「電気事業連合会・JNES間 定例打合せ会」を３回開催 

  した。 

東北電力東通１号機の長期サイクル運転実施に関しては、技術評価体制を確立し、２回の保守管理検 

討会及び立入検査を行い、技術評価を実施した。 

保安活動総合評価については、平成21年度の総合評価試運用結果を公表し、それに基づきプラント毎 
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が必要となる部位の届出があった場合は、その技術評価書

の科学的根拠と評価内容の適切性を確認する。 

さらに、保全に係わる検査等における原子力安全・保安

院との連携を図り、プラント特性に応じた効果的な検査を

実施する。 

加えて、平成 21 年度までに枠組みや手法を整備した保

安活動総合評価の試運用を開始する。 

 

の定期安全管理審査の追加審査を計画し、実施している。また、平成22年度の総合評価試運用では課題 

に対する運用改善策を保安活動総合評価検討会にて検討している。 

 

 

 委員評価 

・定型的な検査業務を遅滞なく実施するとともに、島根原子力発電所の保守管理不備に対する対応、

これを受けた定期安全管理審査の運用改善、高速増殖炉もんじゅの妥当性確認などを進め、量的

に計画を上回る業務を実施した。 

・検査業務の品質に対し JNES 内組織として責任を持つ体制整備については評価できるが、その有

効性については次年度以降の成果を注視する必要がある。 

・予防的観点からの検査内容の精度の国民からの要求に対して、十分かというといささか疑問であ

る。「NISA が決めたことは、しっかりやっている」というだけで前年度のような評価は困難であ

る。また、今年度は溶接検査の一部未実施も判明した。経産省から分離独立する NISA との連携

も含めた制度の再設計が待たれる。 

・平成 22 年度の状況下において重要案件であった東通一号機の長期サイクル運転の技術評価につ

いては、年度計画を越える成果を上げている。 
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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 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：ａ、１９年度：ＡＡ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

 許認可等に関するクロスチェック解析、耐震バックチェックのクロスチェック解析、高経年化対策に関する技術評価 

など、機構が有する 新知見や解析コード等を用いた解析評価等の技術支援が的確に行われた。 

 また、新技術等に係る安全審査の実効性向上を図る観点から導入されたトピカルレポート制度の定着に向けた技術支 

援も的確に行われた。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、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 22 年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

○クロスチェック解析 

法令に基づき事業者から原子力安全・保安院への許認可

申請等に関する解析を実施する。案件としては以下のもの

が見込まれる。（実施は審査スケジュールに依存） 

・中国電力㈱上関原子力発電所設置許可申請 

・日本原子力発電㈱東海第二発電所のプラント定格出力

増加に関する設置変更許可申請 

・日本原子力発電㈱敦賀発電所 3号及び 4号の増設に関

する設置変更許可申請の一部補正（平成 21 年度から

継続） 

・リサイクル燃料貯蔵㈱リサイクル燃料備蓄センターの

設工認申請 

・使用済燃料輸送容器等の核燃料輸送物設計承認申請

【補正】 

 ・混合酸化物燃料(MOX)粉末輸送容器等の核燃料輸送物

設計承認申請 

・日本原燃㈱混合酸化物燃料(MOX)燃料加工施設の設計

  工事方法の認可（設工認）申請 

・日本原燃㈱再処理施設の低レベル放射性廃物管理施設

【主な実績】 

○クロスチェック解析 

  原子力安全・保安院からの指示に基づき、クロスチェック解析等を実施した実績は、以下のとおり。 

①中国電力㈱上関原子力発電所設置許可申請 

（クロスチェック解析を実施せず）安全審査に係るヒアリングに同席、及び現地調査に随行し、原子 

力安全・保安院の安全審査業務を支援した。 

②日本原子力発電㈱敦賀発電所 3号及び 4号の増設に関する設置変更許可申請の一部補正 

大破断 LOCA 事象のクロスチェック解析を実施し、申請値の妥当性を確認した。 

また、「原子炉建屋基礎地盤の安定性評価」と「地震随伴事象に対する考慮（原子炉建屋周辺斜面）」

に関してクロスチック解析を実施し、基礎地盤の安定性に関しては基準地震動Ssに対する安定性が確

保されることを確認した。周辺斜面の安定性に関しては、地盤強度のばらつきを考慮した場合に基準

地震動Ssに対する安定性は確保されないことから、グラウンドアンカーによる対策を行うことで安定

性が確保されることを確認した。 

③使用済燃料輸送容器等の核燃料輸送物設計承認申請【補正】 

NFT 型核燃料輸送物（5型式）の設計承認補正申請のうち、臨界安全解析に関するクロスチェック解析 

を実施した。また、除熱、密封、しゃへい、構造解析については、申請者の解析結果の妥当性をレビ 

ューした。 

④日本原燃㈱混合酸化物燃料(MOX)燃料加工施設の設計及び工事方法の認可（設工認）申請 

臨界安全及び遮へいのクロスチェック解析を実施した。  

・臨界安全について 
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【増設】事業変更許可申請 

・日本原燃㈱返還廃棄物管理施設事業変更許可申請 

・日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター

の廃棄物埋設事業変更許可申請 

・日本原子力発電㈱東海発電所の第二種廃棄物埋設事業

許可申請 

 

このうち、中国電力㈱上関原子力発電所設置許可申請に

ついては、対象事象選定の提案等を通じた支援を行う。 

 

 

 

 

 

○トピカルレポートの妥当性評価 

事業者の設置（変更）許可申請に係るトピカルレポート

の活用に関し、原子力安全・保安院がその妥当性評価を行

う際の技術支援を行う。（実施は評価スケジュールに依存）

事業許可時の評価に補足する形で、各保管設備への移動時の評価を中心にクロスチェック解析を行 

った。粉末一時保管設備の貯蔵単位（J85 容器）の外径に関する申請書の記述が誤っていることを 

指摘し、補正されることとなった。 

・遮へい性能について 

建屋壁厚や設備配置が決まったことから、クロスチェック解析を実施し、管理区域区分の設定及び 

線量率評価の妥当性を確認した。 

⑤日本原燃㈱再処理施設の低レベル放射性廃物管理施設【増設】事業変更許可申請 

（クロスチェック解析を実施せず）申請者の解析結果のレビューを実施することで、国の安全審査支 

援を実施中。 

⑥日本原燃㈱返還廃棄物管理施設事業変更許可申請 

（クロスチェック解析を実施せず）申請者の解析結果のレビューを実施することで、国の安全審査支 

援を実施中。 

 

 

○トピカルレポートの妥当性評価 

   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

行った。技術評価結果については、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員

会燃料ワーキンググループ（トピカルレポート）の審議に付し（前年度まで）、意見公募を行って技術評

価報告書をとりまとめた。また、その後、燃料のＰＣＩ（ペレット・被覆管相互作用）による燃料の破

損基準に関するトピカルレポート（ＰＷＲ燃料メーカー２社）が提出され、現在技術評価を実施中。  

 

 

 

 

 

 

委員評価 

・結果論で、評価していることは重々承知しているが、クロスチェック等の安全審査の過程で定型

以外のわかりえた事由、提案すべき事由について、NISAともっと情報共有、連携していれば、今

回の大震災のような有事に対する予防策への反映によりつながったのではないかと思われる。 
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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 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ｂ 

評価のポイント 

 福島第一原子力発電所事故に対して、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、専門家の派遣や技術情報の提供、役務・資機材の提供、国内外への情報発信等を行うなど、原子力安全の専門機

関として、また独法の機動性を活かして原子力安全・保安院等の活動を支援している。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、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２２年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

 

○原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）及び武

力攻撃原子力災害が発生した場合には、法令及び原子力安

全・保安院の指示に基づき、原子力防災に係る以下の業務

を実施する。 

・機構本部要員の参集を行い、対処本部を設置し、原子

力安全・保安院緊急時対応センター(ERC)及び緊急事

態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）に機構の

職員を派遣する。 

・オフサイトセンター及び ERC の機器・設備並びに緊急

時対策支援システム(ERSS)の迅速な立上げ及び運用

を支援する。 

 

【主な実績】 

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原子力安全・保安院の活動を支援し、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。 

  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、原子力 

安全・保安院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 月末現在)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 
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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、原子力安全・保安院 

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 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 日から原子力安全・保安院コールセンターや福島県庁にベテラン職員を 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 月上旬の原子力安全・保安院の 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。 

○原子力防災研修･習熟訓練の実施 

緊急事態応急対策の円滑な実施のため、国、地方自治体、

原子力事業者及び関係機関の防災関係者に対し原子力防

災に関する研修及び習熟訓練を実施する。参加者に対して

アンケート調査等を行い、その結果を評価・分析し、研修

及び習熟訓練の内容改善を図る。なお、研修及び習熟訓練

は国の訓練と整合のとれたものとする。 

○原子力防災研修･習熟訓練の実施 

緊急事態応急対策が円滑に行われるように、国、地方自治体、原子力事業者及び関係機関の防災関係者

を対象に、原子力防災研修・習熟訓練を実施した。参加者に対してアンケート調査等を行い、その結果を

評価・分析し、研修・習熟訓練の内容改善を図った。なお、研修・習熟訓練に用いるテキストの内容等は

国の訓練との整合を図るために改訂した。 

また、研修・習熟訓練の充実や緊急時の実効性向上のために、研修・習熟訓練を通して得られたアンケ

ート調査、第三者評価、自己評価等を整理し、データベースとした。 
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さらに、研修及び習熟訓練を通して得られた知見に基づ

き緊急時の実効性向上のために知的データベースの整

理・検討を行う。 

 

○オフサイトセンター及び ERC の設備更新 

衛星通信システムの IP 化及び放射線防護資機材の再整

備について実施する。 

 

 

 

 

○オフサイトセンター及び ERC の設備更新 

①衛星通信システムのＩＰ化 

衛星通信システムの更新については、平成１９年から原子力安全・保安院と連携し、更新内容及び

予算規模を確定しながら、かつ、他の関係機関（文部科学省、日本原子力研究開発機構）及び地方自

治体にも事前に説明し、国・関係機関・地方自治体間を連係する衛星通信システムをＥＲＣ及び全オ

フサイトセンターに整備・構築した。本システムは地上系の統合原子力防災ネットワークを補完する

システムと位置付けるとともに経済性も追求し既存の衛星システムに較べ非常に安価に構築できた。 

②放射線防護資機材の再整備 

各オフサイトセンター（OFC）に整備された放射線防護資機材については、必要な資機材の見直しを

実施し、種類と数量について再整備した。 

 

 

 

 

 

 

 委員評価 

・福島原子力発電所事故に対して、技術情報の提供、役務・機材の提供、情報発信を行い、防災関

連業務として質と量の両面で優れた業務を実施したものと認められる。 

・中期目標に書かれる防災体制の目的（住民や環境への影響を 小限に抑える）に照らすと、福島

事故の対応として示された実績を基に判断すれば、中期計画の達成は困難と考えられる。 

・現場の方々の大変な尽力があったと思われる。 

・原子力災害対応そのものはAA評価であり、事故対応に寄与するところ大であった。一方、ERSS

が当初の想定の稼働状況に至らなかったこと、オフサイトセンターの機能も十分に確保できなか

ったことを勘案し、Aとする。 
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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） 

１６年度：Ａ／Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

 発電炉・新型炉分野、核燃料サイクル分野、耐震等の基盤技術分野において、平成２２年度は約５０テーマの安全研 

究事業が進められたが、各テーマについては、計画段階から外部委員による研究評価委員会において、その必要性や技

術内容の妥当性等について客観的に評価されて実施しており、更に、その成果ついても同評価委員会での評価を受けた

結果、そのほとんどは概ね計画通りに行われたとの評価を受けている。 

 国内外の原子炉施設等の運転情報や放射線管理に係る情報等の収集、整理、データベース化に加え、核物質防護関係 

の情報収集・分析等も着実に進められた。 

 また、当初計画にはなかったものの、規制当局の要請を受けて、核燃料サイクル施設における検査制度等について、 

その現状分析、課題の抽出、改善に向けた取り組み案の提案等を取りまとめた。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、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２２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 

 

○既設原子炉施設の高経年化対策技術評価、新検査制度整

備に係る検討、MOX 燃料及び高燃焼度燃料の導入に向けた

審査に係る検討、もんじゅ再起動に向けた審査・検査等に

係る解析手法等の整備及び原子炉施設に係る規格基準整

備のための調査、解析、試験及び研究を実施する。また、

クロスチェック解析等に使用するコードの整備等を行う。

 

 

 

 

 

 

１．発電炉・新型炉分野 

【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 21 年度に機構が行った試験研究等の事業を対象とした評価

を実施している。発電炉・新型炉分野では、20 テーマが原子力安全研究評価委員会の評価対象であり、

そのうち 2テーマが「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」以上の高い評価を得た。また、他のテーマは概ね計画通りの「Ⅲ」

の評価を得た。 

「高燃焼度燃料破損限界試験」について、外面割れによる燃料破損過程の分析から、事象の発生条件が

整理されたこと、ハルデン炉出力急昇試験において燃料輸送手続きが進捗し、計画期間内での試験実施

の見通しを得ていること、並びに、質の高い、貴重なデータが得られており、信頼性の向上に役立つレ

ベルであることなどが評価されている。 

「設計・建設段階の規制に必要な安全評価手法、解析コードの整備」では、もんじゅの立ち上げを先導

できるよう、より高度な研究が求められるなかで、多くの成果が得られ、また、成果が広く活用されて

いることが評価されている。  
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○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。 

  

○国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報告等を基に約1,700件、 

運転計画情報については事業者から国へ報告された運転計画届出を基に約620件、定期検査情報として主 

要改造工事データに関する350件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

海外原子炉施設等の運転特性情報についてはIAEA-発電用原子炉情報システムを基に約6,000件の情報 

を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

放射線管理情報については、原子力安全・保安院がプレス発表した放射線業務従事者線量等報告書、 

放射線管理等報告書及び再処理施設における環境放射線管理報告を基に約350件の情報を収集、整理し、 

データベースを整備更新した。 

○定期安全管理審査、定期検査、使用前検査、保安検査等に係る情報及びそれぞれの検査、審査結果の判 

定に係る情報を収集、整備を行い、安全実績指標評価手法、安全重要度評価手法に基づく平成２１年度 

保安活動総合評価を実施し、今年度から試運用を開始した。 

 

 委員評価 

・外部委員による研究評価委員会において、客観性が高く、また、規制の動向に合わせた必要性を

踏まえた評価が適正に行われており、質の高い評価とその反映、今後の展開を見込んだ新型炉等

への研究展開が図られている。 

・高速炉のシビアアクシデント解析について、年度計画を上回る意欲的な取り組みが見られる。 

 

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対策技術評価、核燃料サイ

クル施設及び廃棄物処分等に係る許認可、規格基準整備の

ための調査、解析、試験及び研究を実施する。また、クロ

スチェック解析等に使用するコードの整備等を行う。 

 

○核燃料サイクル施設における検査制度等に関する検討

（計画外） 

 

 

 

２．核燃料サイクル・廃棄物分野 

【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 21 年度に機構が行った試験研究等の事業を対象とした評価

を実施している。核燃料サイクル・廃棄物分野では、11 テーマが原子力安全研究評価委員会の評価対象

であり、「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」以上の高い評価はなかったが、全てのテーマにおいて概ね計画通りの「Ⅲ」の

評価を得た。 

 

 ○「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（平成22年9月）し、ウラン加工 

施設、濃縮施設、再処理施設の検査制度等における現状分析、課題の摘出を行い、設工認申請の対象範 

囲、施設定期検査の方法等に係る課題を整理するとともに、それらの改善に向けた取り組み案を含めて、 

原子力安全・保安院への提案内容を公開報告書案としてまとめた。 
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○中間貯蔵施設の安全規制に資するため、 新の国内外の

安全規制動向や関連する技術データ等の調査・収集を行う

とともに、関連する学協会規格等の評価検討を継続し、基

準適合性の判断基準の整備を行う。 

 

○米国における使用済燃料の120年以上の長期貯蔵計画に対するNRCの規制動向に係る情報を収集すると

ともに、輸送貯蔵兼用キャスクに対象を絞った規制のガイドライン策定の準備会合（IAEA 本部）に参加

し、世界的にも注目を集める日本の規制の考え方等が IAEA ガイドラインに反映されるように働きかけ

を行った。 

○コンクリートキャスク用キャニスタ蓋溶接部のＵＴ検査性試験を実施した結果、現在の学協会規格では

十分ではないと判断されたことから、当該規格を制定した日本機械学会に対し、試験結果を報告すると

ともに試験に基づく規格の問題点の指摘及び改善提案を行った。本指摘等を受けて機械学会分科会にお

いて、作業会を設置して規格改訂の検討を行うことになった。 

 委員評価 

・外部委員による研究評価委員会において、客観性が高く、また、規制の動向に合わせた必要性を

踏まえた評価が適正に行われており、質の高い評価とその反映、今後の展開を見込んだ燃料サイ

クル等への研究展開が図られている。 

 

３．基盤技術分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○代表的な軟岩サイトで深さ 3,000m のボーリングを行

い、深部地盤地震動観測システムを構築する。 

 

３．基盤技術分野 

【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 21 年度に機構が行った試験研究等の事業を対象とした評価を 

実施している。基盤技術分野では、22 テーマが原子力安全研究評価委員会の評価対象であり、そのうち 

2 テーマが「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」以上の高い評価を得た。また、他のテーマは概ね計画通りの「Ⅲ」の評価を 

得た。 

  「地震随伴事象関連研究項目」について、津波に関する研究について広い視点で実施されており、着実 

に成果が上げられていること、流体の時間領域での挙動解析には大きな時間を必要とするなかで、計算 

時間短縮が可能な手法を開発していること、斜面の研究において実験と解析を並行して順調に進められ、 

注目に値する成果をあげていることが評価されている。 

  「経年化関連研究項目」では、研究の量・質ともに充実しており、成果をクロスチェックに活用すると 

ともに安全規制にも大いに役立っていること、成果を精力的に有力学会誌にて発表していることが評価 

されている。 

○深部地盤地震動観測地点として新潟工科大学敷地内を選定し、地震基盤相当の岩盤に達する深さ 3000m 

のボーリング掘削を実施した。また、ボーリングを実施しながら、地質調査、各種検層(PS 検層、密度 

検層、Q値測定など)を実施し、それらのデータから深部地盤の構造や各種物性、減衰特性の評価方法及 
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○保安活動における人的・組織面の分析・評価等、人的要

因、組織要因に係る調査、分析及びその基盤整備を実施す

る。 

 

 

 

 

 

○中央制御室居住性に係る有毒ガス評価手法の保安院内

規化支援を行う。 

びその検証データを取得した。 

 

○継続して実施してきた技術支援の活動経験をもとに、ガイドラインの活用状況を評価し、既存成果の「根 

本原因分析ガイドライン」を改訂した。原子力安全・保安院が主催する原子炉安全小委員会安全管理技 

術評価ワーキンググループの承認を経て、12 月に NISA 文書（NISA-166e-10-1、NISA-181e-10、 

NISA-191e-10-1、NISA-314e-10-1）として正式発行された。この改訂では、検査の実態に合わせて、 

保安検査官が使い易いものとすることを考慮するとともに、本ガイドラインの適用が核燃料サイクル施 

設を加えた原子力施設に拡張されたことに対応したものである。これに伴い、これまで継続的に行って 

いた原子炉施設に加え、新たに原子力施設全般についても技術支援の対象となった。 

 

○中央制御室居住性に係る有毒ガス評価手法の課題を解決し、想定事故、解析条件、評価方法、判断基準 

を示した中央制御室居住性に係る有毒ガス評価ガイドラインを策定した。これによって、保安院内規の 

基となる制御室居住性に係る有毒ガス評価ガイドラインの策定という当初の目的を達成した。     

 委員評価 

・外部委員による研究評価委員会において、客観性が高く、また、規制の動向に合わせた必要性を

踏まえた評価が適正に行われており、質の高い評価とその反映、今後の展開を見込んだ外部事象

や経年化に関する研究展開が図られている。 
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４． 防護対策分野 

 

○核物質防護審査・検査の支援として、海外規制動向・テ

ロ事案等の調査・分析、並びに海外規制情報及び防護シス

テム関連データ等の調査・分析を行う。 

 

○技術ガイドの整備・充実として、原子力安全・保安院が

核物質防護審査・検査に活用する技術ガイド・解説書の整

備を実施する。 

 

○核物質防護に係る日米技術情報交換会合の開催及び

IAEA 核セキュリティ文書の改訂・整備作業への参加を通

じて、情報の収集・整理・分析・評価を行う。 

 

４．防護対策分野 

【主な実績】 

○海外における核物質防護検査に係る規制情報、防護訓練に係る国内外の技術情報等について、原子力安 

全・保安院が行う核物質防護検査制度の充実等の検討に資するために調査・分析結果を提供した。 

                                     

 

○原子力安全・保安院が実施した防護機器の性能調査事業の技術支援をするとともに、技術ガイド等の整 

備に必要な技術情報の知見を蓄積した。  

 

 

 ○日米技術情報交換会合を通じての米国の核物質防護対策の新たな現状についての情報の入手及び仏国の 

  放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）との情報交換会合を通じての仏国の核物質防護対策に関する規 

制情報を入手した。また、IAEA の核セキュリティ文書の改訂・整備作業に係る技術会合等へ参加し、国 

際協力に努めるとともに、国内基準の高度化のための情報収集・分析を行った。 

 委員評価 

（コメントなし） 

５． その他 

 

○高経年化対策業務、廃棄物関連業務等、原子力を巡る情

勢を踏まえた喫緊の課題に重点化する。その他業務につい

ては、廃止を含めた積極的な見直しを行い、前年度と比較

し経費縮減を図る。 

 

○安全情報業務の実施に当たっては、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、データ入力コストを削

減すること等により、業務の効率化に務める。 

５．その他 

【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会の平成21年度評価報告書の提言により、規制ニーズとの整合性から適切でな 

い研究テーマ1件を取り止め、3件について予算規模の削減等を行うとともに喫緊の課題に重点化した安

全研究を実施し、計画の 適化を図った。  

 

 

○安全情報データベースの登録作業内容をチェックし、不要な登録作業や効率可能な箇所をピックアップ 

して、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 23 年度の登録作業予算を前年度比で約 25%減と 

した。  
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 委員評価 

・評価委員会の提言を受け、規制要求への対応を明確にしながら、研究課題のスクラップアンドビ

ルドが進められており、質の高い運営が行われている。 

・原発の安全を確保するという大命題を前提とすれば、多くのリソースをかけて実施している研究

の成果が期待以上のものであるとは言い難い。 
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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（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ、２１年度：Ａ 

評価のポイント 

 第２回技術支援機関国際会議や第１回柏崎国際耐震安全シンポジウムなどを開催・支援し、また、ベトナムをはじめ 

とするアジア諸国に対する協力・支援を幅広く進めており、国際協力、国際展開の点で多大な成果を得ている。 

震災対応でも国際的な情報発信･伝達に大いに貢献している。 

 また、広報業務においては、ユーザーニーズを踏まえて全面的に刷新したＷｅｂサイトが、ユーザビリティ調査で対 

外的に高く評価された。 

以上のことから、質又は量の観点から中期計画を上回るものであり、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２２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．国際業務 

 

○海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

(a)海外の原子力安全規制情報調査等 

(b)我が国の原子力安全に係る情報の提供 

我が国における運転状況、事故・故障情報、規制動

向等の原子力安全及び安全規制に係る情報及び機

構の活動に関する情報を海外に発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．国際業務 

【主な実績】 

○海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

①IAEA 及び OECD/NEA 等国際会議、仏放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)、韓国原子力安全技術院 

(KINS)、台湾核能科技協進会(NuSTA)、米国原子力規制委員会(NRC)、中国核安全センター(NSC)との原 

子力安全規制に係る技術的な情報交換会合、米国原子力規制情報会議(RIC)、欧州技術支援機関会議 

(Eurosafe Forum)等を通じて、海外主要原子力発電国における調査を行い、海外における原子力安全 

及び安全規制に係る情報を収集した。 

②機構の国際活動を紹介した International Activities Bulletin 等の各種印刷物の配布やホームペー 

ジを活用して、我が国における原子力安全及び安全規制に係る情報及び機構の活動に関する情報を海 

外に発信した。  

③更に震災関係海外への情報発信を積極的に行い、米国 NRC の支援チームと協議し東電に対する技術支 

援のサポートや海外プレス対応を支援するとともに、海外の要人に事故情報を提供した。また、原子 

力安全・保安院の IAEA、OECD/NEA への事故報告の支援の実施や、アジア各国（中国、ベトナム、韓国、 

台湾等）への事故状況説明を実施した。 
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○二国間・多国間の協力枠組に基づく各種活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近隣アジア諸国等に対する協力・支援（研修等）を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際条約等の義務の遂行に係る活動を行う。 

 

 

 

○二国間・多国間の協力枠組に基づく各種活動 

①IAEAが主催する「第２回技術支援機関(TSO)国際会議」が10月26日-28日、東京で開催された。機構は、

ホスト機関として会議の運営等でIAEAを支援した。本会議には、海外より米国、仏国、独国、中国、

ロシア、ベルギー、ベトナム、UAE、ヨルダン、ポーランド等の原子力安全規制機関及び技術支援機

関（TSO）のトップが参加するとともに（45カ国、５国際機関から130名）、国内から経済産業省副大

臣、原子力安全・保安院長等、関連機関を含め100名、合計230名が参加した。 

②平成22年度末より行われる新規特別拠出金プロジェクト(EBP)においては平成２２年８月IAEAに実施

計画を提案し、平成23年1月の出資者会議で17WGのうち9WGでJNESが主導的な役割を担った。（IAEAよ

り高い評価と感謝の意が示された。） 

③IAEA安全基準の 上位委員会(CSS)に出席（９月）し、IAEA安全基準の使用状況の把握、安全基準の

中でのセキュリティの扱いに関する政策課題の議論、安全基準ドラフトの審議を行った。 

④IAEAの東南アジア、太平洋及び極東における原子力施設の安全に係る特別拠出金事業(EBP-Asia)に関

して、IAEAアジア原子力安全ネットワーク(ANSN)の日本ハブセンターを維持・運営するとともに、第

11回、第12回運営委員会に出席し議長を務めた。  

⑤平成22年11月にIAEAとの共催、東電・新潟工科大・原子力安全・保安院の協賛、OECD／NEA・EDFの協

力により第1回柏崎国際耐震安全シンポジウムを開催し、国際共通課題と今後の展望を取りまとめた。

及びこれと平行して開催された市民講座の開催・運営を支援した（11月） 

 

 

○ベトナムの新規原子力発電所建設計画が具体化し，機構としてベトナムの規制機関たるVARANS（ベトナ

ム放射線・原子力安全庁）との協力関係をより強化するため，昨年10月、東京に於いてVARANS局長・機

構理事長の間で協力覚書（MOU）を締結した。このMOUに基づき本年度は耐震研修、熱流動等研修を実施

した。なお本年度は、ベトナムの規制機関であるVARANSに対する総合的な協力プログラムの策定に着手

した。主にはベトナムの安全指針整備への協力、各種研修生の受け入れによる人材育成支援が中心とな

るが、前者については、安全系機器の重要度分類審査指針、耐震設計審査指針等いくつかのベトナムの

指針等のドラフトを共同でレビューすることについて合意、一部実施している。 

 

 

○原子力安全条約第5回条約検討会合（平成23年4月予定）に向けて国別報告書の作成、他国への質問作成 

及び他国からの質問への回答作成に関わり原子力安全･保安院の要請に応じてその支援を行った。 

また、第５回条約検討会合の第１グループのラポータを務めることとなり、任命された。更に、廃棄物

等安全条約では平成 23 年１０月提出予定の第４回の日本国報告書作成へ向けて、我が国における条約
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２．広報業務 

 

広報機構の業務内容とその成果や重要性についての理

解の増進に資するよう広報戦略を見直すとともに適切な

広報手段を活用して、効率的かつ効果的な広報活動を推進

する。 

義務の履行状況についての報告書作成で保安院を支援した。 

 

 

２．広報業務 

【主な実績】 

①全面的に刷新したホームページのユーザビリティ等をWEBの評価機関の検証をうけ、改善指摘事項につ

いて改善を図った。その結果、（株）日経BPコンサルティングが実施した「独立行政法人Webサイトユー

ザビリティ調査2010/2011」の調査結果でJNESが全独立行政法人中１位になった。 

②「変わる世界の中で：JNESの取組み」と題して、JNESの国際的な取組に関するシンポジウムを開催した。

会場は昨年度と同じく有楽町朝日ホールで開催し、参加者数は、外部から273名の参加があり、JNESの

参加者146名と合わせて419名であった。特別講演として、前米国NRC委員長で現テキサス大学のDale 

Klein教授による「進化する世界の原子力規制」と題した講演を行った。 

 

 

 委員評価 

・第 2回技術支援機関国際会議、第 1回柏崎国際耐震安全シンポジウムなどを開催・支援し、また、

アジア諸国に対する協力・支援を幅広く進めており、国際協力、国際展開の点で、量的に多大な

成果を得ている。 

・年度計画を超える成果があった。今後ますます発信力が問われることになる。 

・当初計画の国際会議等の実施に加え、震災対応でも国際的な情報発信･伝達に貢献した。Ｗｅｂ

サイトのユーザビリティ調査で対外的に高く評価された。 

・柏崎における耐震安全シンポジウムは、一般市民を巻き込み、一つの成功例になったと考えられ

る。また、Web の評価が飛躍的に改善されたことを国民への情報提供という観点から高く評価し

たい。 
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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） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ 

評価のポイント 

 財務内容（当期総利益の発生要因、利益剰余金の内容、運営費交付金債務の内容等）は、適切である。 

 また、東京都内２か所の本部事務所の統合移転やワシントン事務所管理費の削減など経費節約に向けた取り組みも適 

切に実施されている。 

 法人合計として欠損金が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。 

以上のことから、概ね中期計画等に基づき展開されており、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２２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法人合計として欠損金

の発生が無い。なお、その他の勘定（検査手数料自己収入を主にするもの）においても黒字を維持した。 

 

 

 

○平成 22 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。 

 

１．保有資産の有効活用 

 

○国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行

政法人の利益剰余金や保有する施設等について、そもそも

当該独立行政法人が保有する必要性があるか、必要な場合

でも 小限のものとなっているかについて厳しく検証し、

不要と認められるものについては速やかに国庫納付を行 

う。 

 

【主な実績】 

○現行中期計画が終了する平成 23 年度末において、利益剰余金については必要 小限のものを除き全額

国庫返納を行う予定だが、現時点では、福島第一原子力発電所の事故により平成 23 年度の収支の推計

は困難。 
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○不要な施設等の納付方法については、原則として現物に

より速やかに納付することとし、国は、納付を受けたも

のを含めた国有財産全体の有効活用を図る。 

 

○なお、本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの

以外のものについても、各独立行政法人は、貸付資産、知

的財産権も含めた幅広い資産を対象に、自主的な見直しを

不断に行う。 

 

○国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充 

当するため、事務所等の運営については、徹底的な整理・

統廃合や組織・府省の枠を超えた共用化を行い、管理部門

経費を削減する。 

 

○東京事務所については、真に必要なもののみ存置すると

ともに、併せて必要な機能の移転・集約化を図り、効率的

な業務運営を確保する。 

 

○海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検

証し、整理・統廃合を行うとともに、経費削減、ユーザー

への利便性の観点から、同一都市にあり、政策連携効果が

見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配

慮しつつ、施設の共用化を図る。 

このため、海外事務所を有する各独立行政法人や主務府

省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連

携を強化する。 

 

○職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊

施設、貸会議室等の利用により機能を代替できるものは廃

止する。 

○該当なし 

 

 

 

○該当なし 

 

 

 

 

○２か所の本部事務所を統合し、省スペース化や一般管理費の削減を行うこととしている。（平成２３年

末までに完了予定） 

 

 

 

○東京都内２か所の本部事務所について、原子力災害等の緊急時対応業務に支障がないように、立地条件

や耐震性能等を考慮の上、移転・集約を行うこととしている。（平成２３年末までに完了予定） 

 

 

○事務所管理経費の具体的な見直し項目（派遣人件費、通信運搬費、リース料、消耗品費、修繕費など） 

を抽出済であり、これら削減へ向けた準備作業などをすすめているところ。引き続き管理経費 10%以上

の削減目標達成に向け対応していく。 

 

 

 

 

 

 

○該当なし 
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○本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産につい

ても、事業規模を施設に合わせて考える現状維持的な姿勢

を改め、規模・コスト・立地等を再検証し、徹底した効率

化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法

の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を

行う。 

○該当なし 

・機構は、会議所、研修施設、分室等の資産を保有していない。機構が保有している資産は、オフサイ 

トセンター関係の設備や試験研究装置等であり、試験研究装置等は事業終了後の有効活用（機構内の 

他事業でのニーズ調査、転用できないものは売却等）を図っている。 

・平成 22 年度に他業務に転用された資産は 1件、売却(譲渡)された装置は 0件、処分された資産は 792 

件であった。 

◆賃借している建物、構築物、土地等の状況は、下記のとおり。 

○原子力施設の検査・審査、原子力安全に係る解析・評価、原子力災害の予防・拡大防止、米国原子力規 

制機関等との連絡調整業務を行うため、関係箇所に近い、東京、青森、福井、米国ワシントンに事務所 

を賃借して対応している。 

○特に、機構は原子力防災に必要な緊急時対策の支援システムを運用するとともに、国民保護法に基づく 

指定公共団体に指定されており、非常時優先業務の一翼を担っている。万一の原子力災害発生時には、

機構は原子力安全・保安院の緊急時対応センターへ緊急時対策判断等のための要員を派遣し、国の行

う緊急時対応業務を支援しているため、国の求めに応じて速やかに必要な人材を派遣することができ

る位置に置かれることが求められるため、総理官邸等に比較的近い神谷町に本部を置く必要がある。 

○主要な面積を占める本部事務所の執務者一人当たりの床面積は、日本ビルヂング協会連合会が継続的に 

行っている調査データの範囲内である。 

また、本部事務所の賃料は、 近の周辺相場と比較して高目の水準にあるところ、「独立行政法人の事 

務・事業の見直しの基本方針」(H22.12.7 閣議決定)を踏まえ、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し、賃借料等についてもコストを削減することとしている。 

○機構は事務所の他、検査員の研修施設として都心からのアクセスが良く、原子力関係施設に近い、ひた 

ちなか市に原子力安全研修センターを賃借している。稼働率((利用日数×利用棟数)/ (利用可能日数× 

利用可能棟数))は 53％であった。 

・建物賃借料 37,415 千円、役務費 5,378 千円、水道光熱費 1,863 千円 

・施設利用収入等はなかった。 

・施設管理業務をアウトソーシングし、業務を効率化（役務費は 5,378 千円） 

 

 

２．欠損金、剰余金の適正化 

 

 

【主な実績】 
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○欠損金の発生が無い。 

 

 

・法人合計として、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 215 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。 

・平成 22 年度に交付された立地勘定の運営費交付金は 15531 百万円、執行額は 16137 百万円で執行率は 

103.9％となる。 

・平成 22 年度に交付された利用勘定の運営費交付金は 5164 百万円、執行額は 5047 百万円で執行率は 

97.7％となる。 

・立地勘定の執行率が 100%を超えた主な理由は、平成 19 年 7 月に発生した中越沖地震により、耐震安全 

性向上に係る新たな安全研究（耐震裕度研究）のニーズが発生し、その対応のため平成 22 年度において 

も耐震関連の安全研究に予算の重点化を図り、当初予算よりも追加配分を行うなどの予算の有効活用を 

行ったため。 

 

３．リスク管理債権の適正化 

 

【主な実績】 

リスク管理債権は無い。 

４．その他 

 

【主な実績】 

関連会社は無い。 

当機構は特定事業執行型(医療・福祉・検査・審査等）の法人であり、試験・研究業務としては国が実施 

する審査、検査等のための基準等の策定に資する研究を行っており、特許権等は保有していない。 

 委員評価 

（コメントなし） 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 

 

○主にその他の勘定において、利益剰余金が 215 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。 

 

（単位：百万円）
H23.3.31現在 参考：H22.3.31現在

資産
Ⅰ　流動資産 18,175 17,154
　現金及び預金 17,088 16,431
　その他流動資産 1,086 722
Ⅱ　固定資産 6,542 7,691
　有形固定資産 8,953 10,773
　減価償却累計額 △ 4,640 △ 5,197
　減損損失累計額 △ 98 -
　無形固定資産 1,594 1,314
　投資その他の資産 733 801
資産合計 24,717 24,845

負債
Ⅰ　流動負債 18,186 17,432
　運営費交付金債務 9,150 7,749
　未払金 5,351 6,447
　未払消費税等 0 -
　未払費用 355 377
　その他流動負債 3,328 2,857
Ⅱ　固定負債 5,063 5,973
　資産見返負債 2,339 2,314
　その他固定負債 2,724 3,658
負債計 23,250 23,405

純資産
Ⅰ　資本金 － －
Ⅱ　資本剰余金 674 772
Ⅲ　利益剰余金 793 667
純資産計 1,467 1,439

負債純資産合計 24,717 24,845

貸借対照表
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 

 

 

 

（単位：百万円）
損益計算書 H22.4.1～H23.3.31 H21.4.1～H22.3.31
経常費用

業務費 17,940 17,775
　人件費 4,191 4,390
　減価償却費 1,715 1,580
　外注費 8,245 8,091
　その他 3,788 3,713
一般管理費 1,999 2,061
　人件費 1,053 1,034
　減価償却費 127 148
　その他 818 877
財務費用 102 123
経常費用合計 20,042 19,960

経常収益
運営費交付金収益 18,444 18,447
手数料収入 991 897
資産見返負債戻入 820 627
財務収益等 12 24
経常収益合計 20,267 19,997

臨時損失 100 -
臨時利益 1 -

当期総利益 125 37


