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１．経緯 

当機構は、平成 15 年 10 月の設立以降、関係法令（電気事業法及び原子炉

等規制法）に基づく検査等業務を実施しており、法律に基づく検査を厳格に

実施する立場から高い公正性、中立性、適正性が求められることから、これ

まで本業務については、品質管理マネジメントに係る関係規程に基づき、必

要な改善を講じてきた。 
しかしながら、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検

査未実施等の問題があったことから、検査業務に対する機構の取り組み姿勢

など様々な問題点を徹底的に分析抽出し、改善すべき点を明らかにするため、

平成２３年１１月４日、外部の有識者から構成される「検査等業務について

の第三者調査委員会」（委員長：柏木俊彦弁護士）を機構内に設置し検討をい

ただいてきた。４回にわたる委員会開催等を経て、本年１月１２日、同委員

会より当機構理事長に対し検討結果を取りまとめた報告書の提出があった。

（以下「第三者委員会報告」という。） 
 

２．第三者委員会報告を受けた機構の取組方針 

機構として、第三者委員会報告において、検査手順書の作成プロセスや当

機構と事業者の関係について、事業者依存体質があり、検査の信頼性を損ね

ることとなったなど、厳しい指摘があったことは、大変遺憾であり、真摯に

反省し、報告いただいた内容に基づき、事業者依存体質等の改善策を講じて

いくこととしている。 
また、同報告において指摘のあった「法によって委託された検査等業務を

他に委ねることも他に依存することも許されるものではなく、また、被検査

者その他からの影響を受けることのない、主体性と独立性を確保して業務執

行を行う責務」についても、今一度再認識し、検査等業務に関する品質マネ

ジメントシステムの充実、検査実施プロセスの見直し、検査員の意識改革な

ど広範な改善対策を講じていくこととしている。 
具体的な改善への取り組みについては、以下に示す取組方針及び実施工程

により早期に改善策を実施することとしている。 
法律に基づく検査を実施する立場として、あるべき姿を今一度、初心に帰

って明確にし、組織を上げて信頼回復に取り組んでいく所存である。 
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３．具体的な取組方針 

（１）改善措置を厳格に実施するため、理事長の直接指揮の下、トップマネジ

メントによる組織全体の問題として総力を挙げて改善に取り組む。 
改善措置のプロセスにおいては、機構の改善への取り組み状況について、

外部有識者からの意見、助言を受けることとする。また、かかる意見等を

反映した上で、利益相反や親密さのリスクを考慮した資格要件を満たす内

部監査員を選任して内部監査を実施し、これらの結果を踏まえたトップマ

ネジメントによる改善措置を講ずる。 
 
（２）第三者委員会報告に示された「機構の検査等業務のあり方」及び「問題

点の検討」の趣旨を十分に理解し、これらの趣旨から検査等業務の課題を

明確にした上で改善に取り組む。この際、第三者委員会報告において提言

のあった１３項目の具体的な改善策についてはすべて包含する。具体的に

は、以下の課題ごとに改善作業を進める。 
 

① 主体性、独立性の確保の基本方針の検討 
② 検査等業務の役務としての品質の確保 
③ 監査機能の充実 
④ 検査員の質の向上 
⑤ 適正な検査体制の確保 

 
（３）改善措置は、４月１日以降、新たな仕組みに基づき検査等業務が開始で

きるよう、検査員の質の向上など研修等を通じて継続的な取り組みが必要

となるものを除き、遅くとも本年３月３１日までには終了させる。この際、

改善措置を早期に講ずることのできるものについては、上記にかかわらず

前倒しで実施していく。 
 
 

４．実施工程（（別紙）検査等業務の改善に向けた実施工程表） 

（１）主体性、独立性の確保の基本方針の検討 
改めて法定検査の使命を整理するとともに、検査の内容毎の意義と目的を明

確にした上で、改善のための基本方針を 1 月末までに策定する。本基本方針に

基づき、（２）から（５）の検討を実施する。 
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（２）検査等業務の役務としての品質の確保 
以下の項目を検討し、３月下旬までに検査等業務の役務としての品質を確保

する仕組みを整備する。 
①検査等業務の役務としての品質を確保するための要求事項を、独立性、公平

性が求められる製品認証機関の品質マネジメントの要求事項である

ISO/IEC ガイド 65「製品認証機関に対する一般的要求事項」を参考に検討

し、３月下旬までに規程等を整備する。 
②事務規程、基本要領、手順の制定・改廃プロセスが明確になるように 2 月下

旬までに規程等を見直す。その際、特に責任者及びその役割が明確になるよ

うにする。 
③事務規程、基本要領、手順の制定・改廃プロセスについては、検査員が検査

に専念できるように、マネジメントレベルの関与がより強くなるようにし、

2 月下旬までに規程等を見直す。 
④検査員の個々の能力に頼らないような検査を実現するための管理プロセス

を構築するために、②及び③により見直した規程等に基づいて、３月下旬ま

でに検査ごとに事務規程、基本要領、手順を見直す。なお、事務規程、基本

要領、手順の見直しが完了した検査から順次適用を開始する。 
⑤検査三部門の品質管理を一括して行えるように、業務品質管理体制の改善を

検討し、その結果を３月下旬までに規程等の見直しに反映する。 
⑥検査等業務の役務としての品質を継続的に改善できるように、１月下旬まで

に不適合判断基準の抜本的な見直しを実施し、２月下旬までに見直し内容の

検査員への周知を行う。 
⑦検査等業務の役務としての品質を確保できるように、自らの役務の記録とし

て、事業者へのヒアリング時の議事録等の保管を義務付けるよう２月下旬ま

でに規程類を見直し、検査員への周知徹底を図る。 
⑧検査員が主体性、独立性を持って検査に当たるための要件について検討し、

検査員職務規程として 2 月下旬までに制定し、検査等業務の役割の重要性の

自覚を浸透させるために、３月下旬までに研修により検査員への周知徹底を

図る。 
⑨機構の QM 規程、各部門の QM マニュアル間で用語の齟齬が生じないよう

に、１月下旬までに用語の定義の明確化を行い、2 月下旬までに見直し内容

の検査員への周知徹底を図る。 
 
（３）監査機能の充実 

内部監査（セルフアセスメント）の監査員の資格の厳格化等による効果的な

内部監査の仕組みについて検討し、2 月下旬までに規程等の見直し及び体制の
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構築を行う。また、検査等業務に関する外部監査を定期的に行うための体制を

2 月下旬までに整備する。 
検査等業務についての改善措置の実施状況を対象として、２月下旬を目途に

外部監査を実施する。また、外部監査での指摘事項の反映を含めて３月中旬ま

でに内部監査を実施し、これら結果を改善措置に反映させる。 
 

（４）検査員の質の向上 
検査員の能力を体系的に向上させるため数年に亘る詳細かつ体系的な訓練

プログラムを３月下旬までに計画し、その後、順次実施する。 
 
（５）適正な検査体制の確保 

現行の検査等業務に適正な検査員数が投入されているかについて検討する

とともに、現状の機構検査員の年齢構成が 50 歳以上に偏重している状況を改

善するための基本方針を３月下旬までに策定する。その後、基本方針に従って

人員数や人材構成の適正化を図る。 



（別紙）

検査等業務の改善に向けた実施工程表
～主体性と独立性のある検査等業務プロセスの構築のために～

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月以降

法定検査の使命の整理

検査の内容毎の意義、目的の明確化

基本方針の検討

検査部門の品質マネジメントシステムの改善検討（Ｇ
Ｄ６５導入の妥当性） 提言（７）

基本要領、手順等の制定・改廃プロセス及び責任者
の役割・権限の明確化 提言（１）

基本要領・手順等の作成時のマネジメントレベルの
関与 提言（２）

検査員の個別の能力に頼らない管理プロセスの構
築及び業務マニュアルの継続的な改善 提言（４）

検査三部門の業務品質管理体制の改善 提言（１３）

不適合事象判断基準の抜本的見直し 提言（８）

事業者とのヒアリング等の記録等に関する規程の整
備 提言（３）

検査員職務規程の制定、教育・研修による周知 提言（５）、提言（６）

ＱＭ規程等の用語の定義の明確化 提言（９）

内部監査（セルフアセスメント）の充実 提言（１１）

検査等業務についての外部監査の充実 提言（１０）

検査員の能力向上のための体系的な研修の充実

人員数や人材構成の適正化 提言（１２）

（注）第三者調査委員会報告書７．の提言番号を備考に示す。

備　　考
平成２３年度 平成２４年度

（１）主体性、独立性の確保の基本方針の検討

（５）適正な検査体制の確保

（２）検査等業務の役務としての品質の確保

（３）監査機能の充実

（４）検査員の質の向上

検査業務についての
外部品質管理監視委員会
　　　　　　　　　　　　２月下旬 ▽

内部監査実施体制の整備
▽ ３月上旬 理事長指示を踏まえた

新たな検査体制の開始
▽ ４月１日

内部監査の実施
▽ ３月上旬

事務規程変更届提出
　　　　　　　３月下旬 ▽

改善策の決定
　　３月下旬 ▽

平成２５年度新卒採用計画

平成２４年
１０月頃採用

平成２５年
４月１日採用

現状の検討・分析
　　　　　　　２月中旬▽ 改善策の検討　３月中旬 ▽

平成２４年度中途採用計画

内部監査実施（検査部門）

基本方針の策定

検査ごとの事務規程の検討

検査ごとの基本要領の検討

検査ごとの手順の検討

３月下旬 ▽　事務規程変更届提出

検討の終了した検査
種別ごとに順次反映

順次適用開始

規程の検討・見直し、周知 ２月下旬 ▽▽ ３月上旬　適用開始

▽ ３月上旬　適用開始

周知 ▽ ３月上旬　適用開始２月下旬 ▽

規程の検討・見直し、周知 ２月下旬 ▽▽ ３月上旬　適用開始

規程の検討・見直し、周知 ２月下旬 ▽▽ ３月上旬　適用開始

規程等の見直し　 ３月下旬 ▽
運用開始
▽ ４月１日

業務品質管理体制の
改善検討 改善策の検討

周知・研修制定　２月下旬 ▽

２月下旬 ▽

詳細かつ体系的な訓練プログラムへの抜本的見直し
能力向上の訓練プログラムのあり方について継続的に検
討し、順次実施

検討　２月中旬 ▽

規程の検討・見直し、周知、体制の構築 （※）

▽ ３月中旬
　　   内部監査結果の理事長報告、
　　   理事長指示

（※）

改訂、周知　３月下旬 ▽適用範囲の検討・分析 改善策の検討
▽ ４月上旬　適用開始

課　題

主　要　工　程

▽ 外部監査実施（検査部門）規程の検討・見直し、周知、体制の構築

２月下旬 ▽

▽１月下旬

２月下旬 ▽

規程の検討・見直し　１月下旬 ▽

周知規程の検討・見直し　１月下旬 ▽

継続的に研修を実施




