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「見直し（案）」と「勧告の方向性」に係る対比表（原子力安全基盤機構） 

見直し（案） 

（「当初案」と比較し、加筆及び削除した部分をそれぞれアンダーラインで示す） 

勧告の方向性 

（「見直し（案）」へ反映させた部分をアンダーラインで示す） 

独立行政法人原子力安全基盤機構の中期目標期間終了時における 

組織・業務全般の見直し（案）について 

平成２３年１２月

    経 済 産 業 省

Ⅰ．独立行政法人原子力安全基盤機構の現状に関する基本認識 

 

１．JNESの設立目的 

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「JNES」という。）は、「公益法人に関す

る行政の関与のあり方の改革実施計画」（平成14年3月29日閣議決定）を受け、国が

それまで３つの公益法人へ委託、指定していた業務を引き上げ、整理、合理化の上で、

国の検査の一部と併せて移管し、新規の独立行政法人として設立された。 

なお、平成14年8月に発覚した電力会社の一連の不正記録問題を受けて、原子力安

全規制の強化が図られることになり、この一翼をJNESが担うため、発足が平成15年10

月１日に半年間繰り上げられた。 

原子力の安全を確保するためには、単に国が規制行政を行うのみならず、行政遂行

に必要な知的・物的インフラが整備される必要がある。JNESは、技術基準適合性の判

断（検査）、手法の開発、安全機能の評価（安全審査）、災害対策活動拠点の整備（防

災）、新たな知見、データの取得（安全研究、情報）など、国の原子力安全行政の実

施上、重要な基盤を整備することを目的として設立されたものである。 

 

２．これまでのJNESの取り組み 

第二期中期目標期間（平成 19 年 4 月 1 日～24 年 3 月）においては、原子力発電

所等の各種検査、安全性に関する解析・評価、防災支援、安全確保に関する調査・

独立行政法人原子力安全基盤機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧

告の方向性(案) 
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試験・研究及び情報の収集・分析・提供など各分野において、経常的・基盤的な業

務を実施するとともに、新検査制度の導入、中越沖地震を踏まえた耐震安全性の充

実・強化、高経年化対応、放射性廃棄物処理・処分などの新たな規制課題に対して

も、高度な技術力と、機動的で柔軟な組織運営により対応するなど、原子力安全・

保安院の多種多様な規制活動を一元的に支援してきた。 

また、中期目標を達成するために必要な人材の確保や体制の整備に取り組むとと

もに、業務の効率化に向けた取り組みも推進してきた。 

こうした業績に対し、経済産業省独立行政法人評価委員会から以下の評価を得てい

る。（平成19年度～平成21年度：Ａ、平成22年度：Ｂ） 

（１）法令に基づく検査等業務の着実な実施 

電気事業法及び原子炉等規制法に規定される定期安全管理審査や使用前検査等

の実績は、平成 19 年度から平成 22 年度までの 4年間において延べ約 49,800 人・

日に上るが、品質マネジメントシステムを維持・改善することで検査業務の質の

確保を図りながら、法令に基づき適正に実施している。 

平成 21 年 1 月から運用を開始した新検査制度においては、マニュアル類の整備

など制度設計の段階から規制当局を支援するとともに、JNES 検査員の力量の確保

や体制整備を図ることで、制度の円滑な導入に貢献した。 

また、中越沖地震による東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所のプラント状況の

確認、長期停止中の高速増殖原型炉もんじゅに係る設備点検等の妥当性確認など、

国からの指示による立入検査も着実に実施している。 

他方、現中期目標期間中、溶接検査や定期検査の一部未実施などの不備事案や、

検査要領書作成の過程において、事業者からの情報提供に過度に依存し、検査が

形骸化していると疑念をもたれるような事案等、機構が行う検査の信頼性に対す

る疑念をもたれるような事案が発覚した。このため、大臣の指示を受け、JNES は

平成 23 年 11 月に「検査等業務についての第三者調査委員会」を設置し、検査等

業務の見直しや検査体制のあり方について検討され、年内には報告書が取りまと

められる予定としている。 
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（２）規制当局に対する適切な技術的支援等 

①安全性に関する解析・評価 

耐震設計審査指針の改定に伴い事業者が行う耐震バックチェックの妥当性確

認については、新潟県中越沖地震を踏まえ、その範囲の拡大や迅速な対応が求

められる中で、全事業者、全原子力発電所を対象として確実に実施されている。

さらに、運転開始後４０年を迎える原子力発電所の高経年化技術評価の妥当性

確認、アクシデントマネジメント対策の解析・評価等についても、JNES が有す

る最新知見や解析評価技術により実施され、国が行う安全性の審査を支援して

いる。 

②規制制度の高度化等に向けた調査・試験研究等 

高経年化、保守管理、核燃料サイクル、耐震安全、リスク情報など幅広い分野

において調査・試験研究が行われ、国の規制制度の見直しや規格基準の整備、

クロスチェック等に用いられる解析プログラムの整備等において、その成果が

活用されている。 

（具体例）    

・新潟県中越沖地震を踏まえた強振動評価技術の整備 

・中央制御室の居住性評価に係る被ばく評価手法の高度化 

・不適合事象の人的・組織的要因に対する科学的、合理的評価手法の整備 

 他方、今回、未曾有の原子力災害を防げなかったことに鑑みれば、原子力安 

全確保の一端を担う機関として、安全確保の上でわずかな懸念もないがしろにせ

ず、新しい知見に対して先見性・機動性をもって対応し、規制当局に対して、必

要な提言を行ってきたか省みる必要がある。 

（３）東日本大震災への対応 

平成 23 年 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、原子力防災規程に基づき、理事長を本部長と

する緊急事態支援本部を迅速に設置し、原子力安全の専門機関として、又、機動

的・弾力的な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
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に万全を期すよう 

   ・原子力安全・保安院等への専門家派遣や技術情報の提供  

   ・現地対策本部への緊急の役務・資機材提供 

   ・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 時間体制の支援を実施してきた。 

   一方、ＪＮＥＳがその整備の一端を担い、運営支援を行うオフサイトセンター

は、今回の原子力災害対応において、本来期待された機能を十分果たすことがで

きなかったことは十分反省すべき事項であり、今後この教訓を踏まえ、オフサイ

トセンターの機能を十分発揮できる運営支援を実施することが必要である。 

（４）業務運営の効率化 

①機動的・弾力的な組織運営 

突発的な大規模自然災害（平成19年7月新潟県中越沖地震、平成23年3月東北

地方太平洋沖地震）に対して、緊急に組織改編するなどしてJNESの有する専門

的知見を結集することで、原子力の安全規制の実施を強力に支援できている。 

また、平成21年4月には、一層の業務の重点化、効率化によって規制当局の要

請に対し適時適切に対応するため、第三者の意見も聴取し、組織発足以来の大

規模な組織改編を行っており、専門性の強化、意思決定の迅速化、業務や予算

執行の効率化などの成果を得ている。 

  ②第三者評価制度の効果的活用 

 第三者評価の導入、充実を図り、JNESが行う事業の公平性、客観性、透明性

をより一層向上させることで、信頼性の確保に努めている。 

  例えば、安全研究においては、外部評価委員会の充実を図り、政策効果を厳

格に評価するなど、必要性の高い分野に重点化する仕組みを運用している。ま

た、契約業務の適正化に向けて契約監視委員会を設置し、随意契約や一者応札

の低減状況など点検・見直しが行われている。 

③業務経費等の着実な削減 

平成 19 年度以降、一般競争入札の範囲の拡大などの対応を図ってきたが、平
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成 21 年度に外部有識者を含めた「契約関係検討チーム」を設置し、一者応札率

や高落札率の現状分析と具体的な改善策を定め、低減に向けた取り組みを積極

的に行っており、着実にその成果が得られている。 

④人材確保・育成に向けた取組 

 JNESが担う検査等業務や安全審査等業務、防災等業務、調査・試験研究等業 

務を執行する職員には、高度な科学的知見や現場経験等によって培われた高度な

専門性が求められる。従って、新卒者に対しては各種研修やOJTを通じて長期に

わたる育成が必要となる。 

JNESの職員年齢構成は、発足時からベテラン職員が多数を占めていたが、人材

確保等は即戦力となる中途採用に過度に依存してきたため、これまでその職員年

齢構成の歪みが是正されていない。 

今後、中長期的な観点から若手の育成に努めるとともに、ベテラン人材が退職

期を迎える状況に対して、世代交代に備えた人材確保や技術伝承にこれまで以上

に積極的に取り組むことが必要である。 

 

３．JNESを取り巻く最近の状況 

（１）独立行政法人業務の合理化、効率化に向けた検討 

｢独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針｣(平成22年12月7日閣議決定)で

は、‘基本方針の着実な実施とともに、改革の第二段階として、同方針を踏まえた

独立行政法人の制度・組織の見直しの検討を今後進める’ことが明記された。 

その後、行政刷新会議では、｢独立行政法人改革に関する分科会｣を設置し、全て

の独立行政法人を対象としてヒアリングを行うなど、見直し内容の検討が進められ

ており、JNES については、第３回分科会の中間報告では｢当該法人は環境省への移

管の予定であること、また、原子力安全行政全般の見直しの中で、法人の形態等に

ついては、新たな原子力行政の在り方を踏まえて検討することが必要であることを

確認｣したとしている。 

（２）事故調査・検証委員会の動き 
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平成 23 年 5 月 24 日の閣議において、開催が閣議決定された、｢東京電力福島原

子力発電所における事故調査・検証委員会｣では、今回の発電所事故の技術的な問

題のみならず、制度的な問題まで含めた検討を行う考えが示され、年内を目途に

中間報告書が取りまとめられる予定としている。 

（３）IAEA 報告書（事故の教訓と原子力安全対策の抜本的な見直し） 

平成 23 年 6 月、原子力災害対策本部が策定し、原子力安全に関する IAEA 閣僚

会議で発表された報告書では、これまでに得られた事故の教訓を踏まえ、「我が国

における原子力安全対策は、今後、根本的な見直しが不可避である」とし、その

ひとつとして、「原子力安全・保安院を経済産業省から独立させ、原子力安全委員

会や各省も含めて原子力安全規制行政や環境モニタリングの実施体制の見直しの

検討に着手する。」としている。 

また、9月 11 日に原子力災害対策本部決定された追加報告書では、｢原子力安全・

保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離・独立させ、原子力安全委員

会の機能も統合し、環境省の外局として｢原子力安全庁(仮称)｣を設置する｣旨、記

載されている。 

（４）原子力安全規制に関する組織の見直しについて 

平成 23 年 8 月 12 日、原子力安全規制に関する組織の見直しについて関係閣僚

了解された。その中で、JNES については、｢実際の規制業務においては、JNES 等

の支援機関が重要な役割を果たしている。新組織の設置に当たっても、これら支

援機関と一体的な運用体制を確立することが重要である。また、人材面での支援

も期待される｣とし、JNES を新組織の所管にすることが明記されている。 

現在、内閣官房に設置された原子力安全規制組織等改革準備室において、検討

が進められている。 

（５）海外の状況 

今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故後も、中国を初めとするアジア諸

国では、経済発展に伴うエネルギーの不足解消のため、原子力発電所の建設に積極

的に取り組む姿勢を維持している。今後、原子力発電所の新規導入国に対し、事故
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情報の共有による安全水準の向上や安全基準の策定に向けた支援が必要になると

考えられる。 

 

Ⅱ．組織・業務全般の見直しの方向性 

 

１．基本方針 

我が国の原子力安全規制は、このたびの未曾有の自然災害である東北地方太平洋

沖地震による原子力発電所の重大事故を経験し、大きな転換期を迎えている。 

今後、安全規制制度の抜本的な見直しに併せて、規制体制も大幅に見直されよう

としているが、いずれにせよ、今回の事故の教訓を踏まえた安全規制体系の改善、

強化に向けた課題に、着実に取り組んでいく専門機関が必要である。ついては、JNES

の組織・業務内容の検討に当たっては、事故調査・検証委員会での検討状況や原子

力安全規制に関する組織の見直し等を踏まえて、適宜、見直しを行うことを前提に、

現在の JNES が担う技術支援機関としての役割に沿って行うこととする。 

また、JNESは、原子力安全の確保に責任を有する他の機関と同様、原子力安全の確

保には深層防護の追求が不可欠であるとの原点に常に立ち戻り、安全規制制度の整

備、高度化や規制基準の見直し、規制運用の改善・合理化など、優先的に取り組むべ

き課題やその解決策等について、高度な科学的分析・評価結果に基づく付加価値のあ

る提言活動を行うことが重要であり、更には、安全規制を取り巻く環境変化に対し一

層の先見性、機動性をもって規制当局を支援する必要がある。 

 

 

 

 

２．業務内容の見直し 

２．１安全規制制度及び規制体制の見直しへの対応 

（１）東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応 

 

 

 

東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故（以下「福

島原発事故」という。）による甚大な被害に言及するまでもなく、独立行政法人原子力安全基

盤機構（以下「ＪＮＥＳ」という。）が担う業務の重要性に疑問の余地はない。しかしながら、

繰り返される検査ミスをみても、これまでのＪＮＥＳは、到底国民の期待に応えてきたとは

言い難く、危機意識の欠如・マネジメントの不在など、組織風土に根差した根本的原因に大

きな問題があると指摘せざるを得ない。 

失墜した国民の信頼を回復し、原子力の安全性を確保するため、ＪＮＥＳの組織風土を刷

新し抜本的な意識改革を行うとともに、ＪＮＥＳの主要な事務及び事業については、独立行

政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る観

点から、以下の方向で見直しを行うものとする。 

なお、この勧告の方向性は、現行の原子力安全規制体制を前提としたものであり、

原子力エネルギー政策の見直しや福島原発事故の検証を踏まえた安全規制組織の在り

方の検討を必ずしも拘束するものではないが、平成 24 年末を目途に成案を得るとされ

る原子力安全規制に関する実施体制・業務の在り方等の検討においても勧告の方向性

の趣旨を踏まえた検討が行われることを期待する。 

また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議

決定）に基づく取組については、引き続き着実に実施するものとする。 

さらに、独立行政法人の的確な評価のためには、目標が明瞭性・客観性を備えている

ことが不可欠であり、中期目標の策定に当たっては、達成すべき内容や水準等を可能

な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合であっ

ても、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努めるものとする。
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①「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書（東京電力福

島原子力発電所の事故について）」（平成23年6月7日原子力災害対策本部決定）

における原子力の安全確保のための教訓（地震・津波への対策の強化など）や、

事故調査・検証委員会での検討状況等を踏まえ、今後、規制当局が行う新たな

安全規制の検討、新たに必要な評価方法の整備などにおいて、必要となる試験

データの収集や技術的根拠等の整備を図る。 

②｢事故の収束・検証に関する当面の取組のロードマップ｣（平成23年5月7日原子

力災害対策本部決定。7月19日改訂）にて中期的課題とされている、使用済燃料

の処理、破損燃料の処理、汚染水処理に伴う廃棄物の処理等について、技術デ

ータの整備や指針・規格基準案の作成、安全評価手法の整備等を行う。 

（２）原子力安全規制に関する新たな組織が行う安全規制業務に対し、人材面も含め

必要な支援を行う。 

 

２．２各業務分野における事務、事業の見直し 

経常的・基盤的な業務について、第二期中期目標の実施状況を検証し、改善点や

将来的な規制ニーズに照らして不可欠な課題に重点的に取り組む。 

（１）検査等業務 

  ①抜本的な見直し  

    検査等業務に関しては、以下の事項のほか、「検査等業務についての第三者調

査委員会」において明確となった課題への対応を図るなど、国民の信頼を確保す

るため、抜本的な見直しを行う。 

ａ．検査員等の中立性・公正性の確保 

検査等の業務を厳格に行うためには、検査員等が原子力事業者等から独立し、

中立性・公正性が確保されていることが不可欠であり、原子力事業者等からの採 

用（再雇用を含む。）に依存することがないような体制を構築するため、新規採用

者や原子力事業者等以外からの中途採用者の育成に努め、検査等の業務に従事さ 

せる原子力事業者等の出身者を極力低減させるとともに、検査対象を、出身元と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 検査等業務 

(1)抜本的見直し 

検査ミス等の事象発生時には、ＪＮＥＳにおいて発生原因の究明と再発防止対策の策

定、研修等による検査員への周知とその実行等、各種対策を講じてきたとしているが、

今般も重大な検査ミスが発覚している。 

ＪＮＥＳのコアミッションである検査等業務に関しては、ＪＮＥＳ品質マネジメントシ

ステム（ＱＭＳ）により品質管理を行ってきたとしているが、度重なる検査ミスの発生

は、組織風土・危機意識の欠如のみならず、検査の手法、内部チェックシステムやマネ

ジメントレビューなど様々な問題に起因するものであり、抜本的な見直しが必要不可欠

である。 

検査等の業務を厳格に行うためには、検査員等が原子力事業者等から独立し、中立性・
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かかわりのない施設に限る。 

    ｂ．抜き打ち検査の強化等と情報の開示 

抜き打ち検査の強化、検査員の意識改革や質の向上など、検査の在り方を抜本

的に見直すこととし、その際、検査等の中立性・公正性に疑念を招くことがない

よう、検査員等の倫理について厳格な規律を確保するとともに、全ての検査等に

ついて、検査の結果や検査での指摘事項、やり取り概要等の情報を開示する。 

        ｃ．第三者を活用した品質管理の強化 

検査の各段階及び各作業において、品質管理レビューが正常に行われるよう、

JNES 関係者以外の第三者が検査を監視できるような体制に改めるものとし、現行

のJNES内部の業務管理・チェック体制については、ゼロベースでの刷新を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②福井事務所における検査等の見直し 

検査業務部による一括体制が適切に機能するように、組織の見直しも含めた検査等

業務のマネジメントの抜本的な見直しを行う。 

 

 

 

 

公正性が確保されていることが不可欠であるが、ＪＮＥＳは、検査員等として原子力事

業者等の出身者を多数採用しており、検査の中立性・公正性に疑念が生じている。この

ため、原子力事業者等からの採用（再雇用を含む。）に依存することがないような体制を

構築するため、新規採用者や原子力事業者等以外からの中途採用者の育成に努め、検査

等の業務に従事させる原子力事業者等の出身者を極力低減させるとともに、検査対象を、

出身元とかかわりのない施設に限るものとし、国民の信頼を確保するための措置を講ず

るものとする。 

また、検査要領書を事実上検査事業者側に作成させるなどの不透明な関係が国民の信頼

を失わせる事態を招いており、抜き打ち検査の強化など検査の在り方を抜本的に見直す

ものとする。その際、検査等の中立性・公正性に疑念を招くことがないよう、検査員等

の倫理について厳格な規律を確保するとともに、ＪＮＥＳが行う全ての検査等について、

検査の結果や検査での指摘事項、やり取り概要等の情報を開示するものとする。 

加えて、ＪＮＥＳ内部の検査リスクの品質管理手法に関しては、検査の各段階及び各作

業において、品質管理レビューが正常に行われるよう、ＪＮＥＳ関係者以外の第三者が

ＪＮＥＳ検査を監視できるような体制に改めるものとし、現行のＪＮＥＳ内部の業務管

理・チェック体制については、ゼロベースでの刷新を行うものとする。 

また、ＪＮＥＳによる品質管理手法の見直しのみでは、国民の信頼はあまり回復できな

いと考えられることから、今後の原子力安全規制に関する実施体制・業務の在り方等の

検討に当たっては、ＪＮＥＳが行う検査等に対し、新たな外部監視体制の構築等、ＪＮ

ＥＳの枠組みを越えた検査等安全規制体制を検討するものとする。 

(2)福井事務所における検査等の見直し 

福井事務所については、福井県内に立地する原子力施設の検査等の業務を実施するため

に配置されており、組織上ＪＮＥＳ本部の検査業務部（以下「検査業務部」という。）と

一括体制になっているとしているが、検査業務部と福井事務所それぞれ策定されている

「品質マネジメント（ＱＭ）マニュアル」をみても、同水準とはなっていない。 

また、今般発覚した検査ミスは福井事務所が実施した大飯原発３号機の14回定期検査

であるが、１年後に実施された15回定期安全管理審査レビューの際には発覚せず、１年
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（２）防災関連業務 

①東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対応 

今後、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に関する調査・検証作業や防災計

画・指針等の見直し作業（政府においては、JNES を災害対策基本法上の指定公共機

関に指定することを検討）を受けて、緊急時における原子力災害対策において重要な

役割を果たす支援機関として、政府災害対策本部の活動に対するプラント現状評価等

の技術支援強化や、防災対策を重点的に充実すべき地域の見直しを踏まえた自治体の

防災訓練等に対する支援を行う。 

また、緊急事態応急対策拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）の立地

場所や機能・設備等も含めた検討が行われることとなっているが、今後、検討の結果

を踏まえて、緊急時の支援体制の強化を図るなど、事故の教訓を踏まえた対応を行う

観点から、 

ａ．ハード面については、地震・津波という複合災害及び高い放射線量を想定した施

設等の改善等（放射線の遮蔽や、非常時の電源・通信手段及び食料等の確保）を図

るとともに、 

ｂ．ソフト面については、災害事象が急激に進行した場合の初動体制の立ち上げ、シ

ビアアクシデントに至り緊急時対応が広範囲･長期に及ぶ場合の一連の対応等を始

めとした防災訓練・計画の抜本的な見直し、関係規程等のマニュアル類や緊急時対

策支援システム（ERSS）の機能改善等の見直しを行う。 

 

 

半後に行われた同原発４号機の定期安全管理審査レビューの際にミスが発覚したもので

あり、福井事務所における検査等のマネジメントが的確に機能していないとの疑念が拭

えない。 

このため、検査業務部による一括体制が適切に機能するように検査等業務のマネジメン

トの見直しを行うこととし、福井事務所については検査業務部との統合も含めた抜本的

な見直しを行うものとする。 

２ 防災関連業務 

(1)福島原発事故の教訓を踏まえた対応 

福島原発事故においては、大熊町に設置されていた緊急事態応急対策拠点施設（以下

「オフサイトセンター」という。）が使用できない事態に陥り、このことが福島原発事故

に対する初動対応とその後の対策の遅れの一因とされている。 

今後、福島原発事故に関する調査・検証作業や防災計画・指針等の見直し作業におい

て、オフサイトセンターの立地場所や機能・設備等も含めた検討が行われることとなっ

ているが、その際、福島原発事故の教訓を踏まえた対応を行う観点から、 

 

 

 

 

① ハード面については、地震・津波という複合災害及び高い放射線量を想定した施

設等の改善等(放射線の遮蔽や、非常時の電源・通信手段及び食料等の確保)を図る

とともに、 

② ソフト面については、災害事象が急激に進行した場合の初動体制の立ち上げ、シ

ビアアクシデント（注）に至り緊急時対応が広範囲･長期に及ぶ場合の一連の対応等

を始めとした防災訓練・計画の抜本的な見直し、関係規程等のマニュアル類や緊急

時対策支援システム(ＥＲＳＳ)の機能改善 

等の見直しを行うものとする。 

(注)設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定された手
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②オフサイトセンターの管理運営方法の見直し 

東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の重大性に鑑み、シビアアクシデント

に対応できるよう、防災計画・防災指針等の見直し作業におけるオフサイトセ

ンターのあり方の検討と併せ、オフサイトセンターの管理運営方法についても

検討を行い、抜本的な見直しを行う。 

なお、運営支援に対する業務委託を行う場合は、委託先ごとに選定理由や委

託業務の内容及び契約金額等の詳細情報を迅速かつ分かりやすく開示する。 

 

 

 

 

（３）調査・研究等業務 

①安全研究の重点化 

安全研究（６分野17テーマ61プロジェクト）に関しては、東京電力(株)福島第一

原子力発電所事故に係る「原子力安全に関する IAEA 閣僚会議に対する日本国政

府の報告書」や「事故の収束・検証に関する当面の取組のロードマップ（中期的課

題）」、「科学技術基本計画」（平成23年8月19日閣議決定）等を踏まえるとともに、

エネルギー・原子力政策の見直し等の方向性を見据えつつ、以下のとおり重点化して

行う。 

ａ．喫緊かつ最重要課題である東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の収束に向 

けた取組や同事故の教訓を踏まえた新たな規制課題への対応を行う安全研究分野 

にリソースを集中投入して行う。 

ｂ．ａ．の財源を得る観点から、現在実施している61プロジェクトについて、緊急

性が認められない研究プロジェクトについては、研究期間内であっても中止又は一

時停止等の措置を講ずるとともに、実施プロジェクトの研究内容・規模の見直しと

段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御ができない状態であり、その結果、

炉心の重大な損傷に至る事象で、過酷事故とも呼ばれる。 

(2)オフサイトセンターの管理運営方法の見直し 

オフサイトセンターの維持管理等に関しては、主要設備・システム等の日常管理、

定期点検等を原子力事業者等 10 社へ業務委託しており、毎年、多額の経費が支出

されているが、このような原子力事業者等への業務発注は、不透明感が否めない。

福島原発事故の重大性にも鑑みれば、シビアアクシデントに対応できるよう、防

災計画・防災指針等の見直し作業におけるオフサイトセンターの在り方の検討と併

せ、オフサイトセンターの管理運営方法についても検討を行い、抜本的な見直しを

行うものとする。 

なお、引き続き運営支援会社に対する業務委託を行う場合は、委託先ごとに選定

理由や委託業務の内容及び契約金額等の詳細情報を迅速かつ分かりやすく開示す

るものとする。 

３ 調査・研究等業務 

(1)安全研究の重点化 

ＪＮＥＳが行っている安全研究(６分野17テーマ61プロジェクト)に関しては、福島

原発事故収束のロードマップ(中期的課題)や「科学技術基本計画」（平成23年８月19日

閣議決定）等を踏まえるとともに、エネルギー・原子力政策の見直し等の方向性を見据

えつつ、以下の見直しを行うものとする。 

 

 

① 喫緊かつ最重要課題である福島原発事故の収束に向けた取組や同事故の教訓を踏ま

えた新たな規制課題への対応を行う安全研究分野にリソースを集中投入して行うもの

とする。 

② ①の財源を得る観点から、現在実施している61プロジェクトについて、緊急性が認

められない研究プロジェクトについては、研究期間内であっても中止又は一時停止等の

措置を講ずるとともに、実施プロジェクトの研究内容・規模の見直しとプロジェクト間
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プロジェクト間の整理・統合を図る。 

ｃ．平成19年以前に研究を開始し、次期中期目標期間終了時(平成28年度)まで長期

にわたり研究を実施することとしているプロジェクトについて、速やかに第三者委

員会において継続実施すべきか否か、研究計画の絞り込みやプロジェクト間の統廃

合が可能か否か等について検討を行い、研究プロジェクトの刷新を図る。 

 

ｄ．研究開発段階炉に関する研究については、原子力政策及び研究開発ニーズを十分

に踏まえたものとして再設計するとともに、長期の試験設定とならないよう留意 

する。 

ｅ．核燃料サイクル施設に関する調査研究については、原子力・エネルギー政策の見

直しを踏まえ、安全規制のために不可欠な技術的根拠及び解析評価手法の整備に限

定して実施する。 

ｆ．現在実施されている安全研究テーマの抽出を行うための基礎・基盤研究に

ついては、廃止する。 

②提言活動の強化 

安全研究、情報収集等から得られた知見を効果的に活用し、科学的合理的な安全規

制の充実を図るため、規制制度、指針、基準、規格等の制定・改定について具体的な

提言を行うために必要な取組体制を確立する。 

③研究マネジメントシステムの構築と研究成果の活用・公表方法の見直し 

安全研究の目標やスケジュールを明確化し、研究プログラムの全体把握やプロジェ

クトごとの進捗管理・実績把握等を適切に行った上で、社会情勢の変化等の状況を踏

まえ、迅速に研究プログラムの改廃等を行うとともに、安全基準・指針等に的確に反

映できるような公表を行えるよう、専門スタッフによる新たなマネジメントシステム

を構築する。 

 

 

 

の整理・統合を図るものとする。 

③ 平成19年以前に研究を開始し、次期中期目標期間終了時(平成28年度)まで長期にわ

たり研究を実施することとしているプロジェクトが全体の４割以上となっている現状

を踏まえ、速やかに第三者機関において継続実施すべきか否か、研究計画の絞り込みや

プロジェクト間の統廃合が可能か否か等について検討を行い、研究プロジェクトの刷新

を図るものとする。 

④ 研究開発段階炉に関する研究については、原子力政策及び研究開発ニーズを十分に踏

まえたものとして再設計するとともに、長期の試験設定とならないよう留意するものと

する。 

 

 

 

⑤ 現在実施されている安全研究テーマの抽出を行うための基礎・基盤研究につい

ては、廃止するものとする。 

 

 

 

 

(2)研究マネジメントシステムの構築と研究成果の活用・公表方法の見直し 

安全研究分野として実施している研究等業務には、ＪＮＥＳ業務の中で最も多くの予算

が投入されているが、研究プログラムの全体把握やプロジェクトごとの進捗管理・実績把

握等が十分に行われておらず、研究プロジェクトの選定、研究成果の公表・活用に至る一

連の研究マネジメントが不十分なまま業務が実施されてきたところである。 

研究プログラムの全体把握やプロジェクトごとの進捗管理・実績把握等を適切に行った

上で、社会情勢の変化等の状況を踏まえ、迅速に研究プログラムの改廃等を行うとともに、

安全基準・指針等に的確に反映できるような公表を行えるよう、専門スタッフによる新た

なマネジメントシステムを構築するものとする。 
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 ④研究の委託先・手法の検討 

安全研究の委託にあたっては、契約の適正化を図るため、安全研究に支障を

来さないよう調達に関する実施計画の見直しを行うとともに、委託先ごとに選

定理由や委託業務の内容及び契約金額等の詳細情報を迅速かつ分かりやすく

開示する。 

 

 

（４）情報の収集・整理等業務 

①目標の明確化と達成状況の定量的な検証 

情報の収集・整理等業務については、適切な中期目標管理を行い、国民への

説明責任を果たすためにも、明瞭性・客観性を備えた業務として目標の明確化

を図る。 

②原子力ライブラリの見直し 

原子力ライブラリについては、原子力施設の安全等に関する情報提供を行う

ための施設として設置しているが、これまでの利用実態を踏まえ、利用者の利

便性の向上及び積極的な公開を図る観点から、情報提供の方法については、入

館方式ではなく電子方式等の方法に改善することとし、現行の入館方式による

原子力ライブラリは廃止する。 

 

（５）国際支援業務 

海外原子力安全情報の収集・活用や海外への情報発信、我が国の原子力安全規

制技術や基準等の国際標準化を推進、国際条約等の義務の遂行に係る支援活動な

ど、IAEA、OECD/NEA 等の国際機関において、一貫性、継続性、安定性をもって積

極的な国際活動を行うとともに、国際的に通用する人材の育成に取り組む。また、

規制当局の二国間協力取り決めに基づく支援活動や原子力発電所の新規導入国に

対する支援活動を通じ、国際的な原子力安全の向上に貢献する。 

 

(3)研究の委託先・手法の検討 

多額の研究予算は、そのほとんどがデータ等取得のために外部委託（外注費）されてお

り、長期にわたり原子力事業者等へ支出されている。 

利害関係のある原子力事業者等への外注費支出は、国民目線から不透明感が否め

ないことから、安全研究に支障を来さないよう実施計画の見直しを行うとともに、

委託先ごとに選定理由や委託業務の内容及び契約金額等の詳細情報を迅速かつ分

かりやすく開示するものとする。 

４ 情報の収集・整理等業務 

(1)目標の明確化と達成状況の定量的な検証 

情報の収集・整理等業務については、定量的な業務の達成水準が明らかにされて

いないが、適切な中期目標管理を行い国民への説明責任を果たすためにも、明瞭

性・客観性を備えた業務として目標の明確化を図るものとする。 

 (2)原子力ライブラリの見直し 

原子力ライブラリについては、原子力施設の安全等に関する情報提供を行うため

の施設として設置しているが、実態としてＪＮＥＳ職員の利用者が全体の３分の２

を占めており、外部の利用者は年間 400 人程度と利用実績が高いとは言い難い。ま

た、情報提供の方法についても、利用者の利便性の向上及び積極的な公開を図る観

点から、入館方式ではなく電子方式等の方法に改善すべきである。 

このため、現行の入館方式による原子力ライブラリは廃止するものとする。 
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３．組織運営の見直し 

（１）人材の確保・育成 

JNES の技術系職員の年齢分布は、平成 15 年の JNES 設立以降、50 歳以上が 3

分の 2 以上を占め高齢化が進行しており、今後数年間で 100 名以上の技術系職員

が退職する年齢構造になっていることに加え、先記の 2.1 及び 2.2 の業務を着実

に遂行するために必要な体制を整える観点から、特殊性・専門性の高い原子力分

野において、即戦力となる人材を確保する必要性はあるとしても、中長期的な視

点に立って採用を行い、人材の育成を図ることにより、業務の的確な執行ととも

に、検査等安全基盤に関する技術が円滑に継承されるよう、新卒採用者の確保に

向けた採用活動を更に強化するとともに、新卒採用者の育成を念頭において、次

期中期目標期間における集中した取組みを展開する。 

また、技術支援機関としての機能を一層高度化するため、高度な専門性に加え、

法令、制度等にも精通し、総合的な判断能力を有する人材の育成に取り組む。 

（２）業務の効率化 

｢独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針｣(平成22年12月7日閣議決定)

を踏まえ、事務・事業の見直しや資産・運営等の見直しに着実に取り組む。 

（３）組織運営の高度化 

①業務の質の向上 

JNES では、品質マネジメントシステムやリスクマネジメントシステムを維 

持・改善することで業務の質の向上に努めているが、更に組織業務の全般に展

開することや第三者評価を含め自ら厳格に業務実態を評価し、課題を抽出し、

改善に繋げる活動に重点化するなど、当該システムの効果的な運用によって、

より一層の質の向上を図る。 

  ②内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図る。その際、総務省の「独立行政

法人における内部統制と評価に関する研究会」が昨年３月に公表した報告書

（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・

 

第２ 人材構成の見直し 

ＪＮＥＳの技術系職員の年齢分布は、平成 15 年のＪＮＥＳ設立以降、50 歳以上が

３分の２以上を占め高齢化が進行しており、今後数年間で 100 名以上の技術系職員

が退職する年齢構造になっている。特殊性・専門性の高い原子力分野において、即

戦力となる人材を確保する必要性はあるとしても、これまで、平成 15 年以降に採用

された者のうち新卒採用者が１割にも満たず、なおかつ、中途採用者はその約６割

が 50 歳以上であり、中長期的な視点での人材の確保が行われてきたとは言い難い。

このため、中長期的な視点に立って採用を行い人材の育成を図ることにより、業

務の的確な執行とともに、検査等安全基盤に関する技術が円滑に継承されるよう、

次期中期目標期間における集中した取組を展開する必要がある。 

なお、利害関係のある原子力事業者等の出身者の中途採用は、国民からの信頼確

保の観点から、極めて望ましくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 業務全般に関する見直し 

上記第１から第３に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独

立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が昨年３月に公表した報告

書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独

立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果の意見
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独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果

の意見等として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にす

る。 

③機動的・弾力的な組織運営 

JNES の有する専門技術能力その他資源を最大限に活用し、組織全体としての

成果を向上していくため、組織横断的な企画立案・運営等の強化、規制制度の

理解と専門技術の融合、組織活性化に繋がる組織風土の醸成等を目途とした組

織運営の改善を図る。 

また、JNES は非公務員型の独立行政法人として、制度的自由度が高い組織形

態を採用しており、これによって職員の専門性を涵養するとともに、専門性の

高い職員の定着を図り、新たな規制ニーズへ機敏に対応するとともに、大規模

自然災害等による事故にも迅速かつ的確に対応してきた。 

引き続き、非公務員型独立行政法人としてのメリットを活かした機動的・弾

力的な組織運営を行うこととする。 

（４）その他 

     毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況

にも留意した上で、厳格に行う。 
 

等として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況に

も留意した上で、厳格に行うものとする。 

 

 


