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平成１７年度業務実績・自己評価の
概要

平成１８年６月２１日

独立行政法人原子力安全基盤機構

Ｊａｐａｎ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓａｆｅｔｙ Organization
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Ⅱ：国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（Ａ）Ⅱ：国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（Ａ）

平成１７年度評価平成１７年度評価

Ａ．検査等に関する業務 （Ａ）Ａ．検査等に関する業務 （Ａ）

Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務 （Ａ）Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務 （Ａ）

Ｃ．原子力防災支援業務 （Ｂ）Ｃ．原子力防災支援業務 （Ｂ）

Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 （Ａ）Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 （Ａ）

Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 （Ｂ）Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 （Ｂ）

Ｆ．安全規制に係る国際協力 （Ｂ）Ｆ．安全規制に係る国際協力 （Ｂ）

Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 （Ｂ）Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 （Ｂ）

Ⅲ：財務内容の改善に関する事項 （Ａ）Ⅲ：財務内容の改善に関する事項 （Ａ）

Ⅳ：その他業務運営に関する重要な事項 （Ｂ）Ⅳ：その他業務運営に関する重要な事項 （Ｂ）
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Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

（１）部門間連携と組織力を活かした業務の実績

（２）的確な業務の実施と継続的改善

（３）規制ニーズへの迅速、的確な対応

（４）外部機関との連携と積極的な情報の発信

（５）効率的な業務の実施

（６）人材の確保と育成

（１）部門間連携と組織力を活かした業務の実績

（２）的確な業務の実施と継続的改善

（３）規制ニーズへの迅速、的確な対応

（４）外部機関との連携と積極的な情報の発信

（５）効率的な業務の実施

（６）人材の確保と育成

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題
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Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

新組織の設置、必要職員の確保、人員の再配置、予算の再配
分等執務環境の改善

組織対応
「福井事務所」､「検査技術グループ」､「核物質防護対策支援

室」､「ヒューマンファクター評価グループ」を設置

部門間の連携
特任参事をヘッドとする関係各部からなる専門家タスクチーム

を編成し対応
「もんじゅ対策」「検査の在り方」「サンプストレーナ目詰まり」等

情報化を通じた効率化は、昨年度に引き続き
・事務処理システムの拡充
・セキュリティー対策 等

新組織の設置、必要職員の確保、人員の再配置、予算の再配
分等執務環境の改善

組織対応
「福井事務所」､「検査技術グループ」､「核物質防護対策支援

室」､「ヒューマンファクター評価グループ」を設置

部門間の連携
特任参事をヘッドとする関係各部からなる専門家タスクチーム

を編成し対応
「もんじゅ対策」「検査の在り方」「サンプストレーナ目詰まり」等

情報化を通じた効率化は、昨年度に引き続き
・事務処理システムの拡充
・セキュリティー対策 等

・主要な実績・主要な実績
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Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置Ⅰ：業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

・総括的なコメント・総括的なコメント

• 業務開始から２年半経過し、組織的、継続的に安定し

て業務を遂行できる組織基盤が整いつつあり、多くの

業務で成果が得られた

• 人材確保等に課題

• 総合評価はＢ

• 業務開始から２年半経過し、組織的、継続的に安定し

て業務を遂行できる組織基盤が整いつつあり、多くの

業務で成果が得られた

• 人材確保等に課題

• 総合評価はＢ
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Ａ．検査等に関する業務Ａ．検査等に関する業務

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題

（１）適正な検査の円滑な実施
（２）検査の質の向上

・原子力安全･保安院における検査制度の見直しに
協力

（３）検査員等の研修の体系的整備
・検査員研修プログラムの整備・体系化

（１）適正な検査の円滑な実施
（２）検査の質の向上

・原子力安全･保安院における検査制度の見直しに
協力

（３）検査員等の研修の体系的整備
・検査員研修プログラムの整備・体系化

Ⅱ：国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項Ⅱ：国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
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適正な検査の円滑な実施

・電気事業法及び原子炉等規制法
に基づく検査等の実施

・電気事業法及び原子炉等規制法
に基づく検査等の実施

平成１７年度検査実績 １,３５３件
（平成１６年度検査実績 １，００８件）

平成１７年度検査実績 １,３５３件
（平成１６年度検査実績 １，００８件）
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検査の質の向上

・検査制度運用改善
内部調査委員会（検査等業務適正化委員会）
の活用
・定期検査の適正化
・定期安全管理審査の適正化

・新検査制度への取組み
「検査の在り方に関する検討会」の支援

・検査制度運用改善
内部調査委員会（検査等業務適正化委員会）
の活用
・定期検査の適正化
・定期安全管理審査の適正化

・新検査制度への取組み
「検査の在り方に関する検討会」の支援
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・検査員研修等の適正な実施と改善
（資格付与研修 履修者 延べ ９９８名）

・検査員研修等の適正な実施と改善
（資格付与研修 履修者 延べ ９９８名）

検査員等の研修の体系的整備

・体系的研修プログラム構築の検討・体系的研修プログラム構築の検討

・検査員研修センター構築の検討・検査員研修センター構築の検討
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Ａ．検査等に関する業務Ａ．検査等に関する業務

・総括的なコメント

・検査等業務は適切に遂行

・検査の質の向上等への取り組みも適切に実施

・検査員の研修は計画を上回る実績を上げた

・原子力安全・保安院における検査制度見直しへの
積極的貢献

以上より平成１７年度の総合評価をＡ
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Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題

（１）クロスチェック解析

①女川原子力発電所の耐震健全性評価
②ガラス固化体貯蔵建屋の安全性評価
③ＭＯＸ燃料加工施設の安全性評価

（２）リスク情報の活用

（３）耐震設計審査指針高度化のための検討
（４）地震ＰＳＡ活用の検討

（１）クロスチェック解析

①女川原子力発電所の耐震健全性評価
②ガラス固化体貯蔵建屋の安全性評価
③ＭＯＸ燃料加工施設の安全性評価

（２）リスク情報の活用

（３）耐震設計審査指針高度化のための検討
（４）地震ＰＳＡ活用の検討
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クロスチェック解析の実施クロスチェック解析の実施

・日本原子力開発機構／核燃料物質加工事業に係る解析・・ （４件）

・日本原燃／再処理施設に係る解析･･････・・・・・・・・・・・・・・・ （３件）

・北海道電力／泊３号機（第5回申請）に係る解析・・・・・・・・・・ （１件）

・日本原燃／特定廃棄物管理施設に係る解析・・・・・・・・・・・・ （３件）

・電源開発／大間発電所に係る解析････・・・・・・・・・・・・・・・・ （１件）

・北海道電力／泊３号機（第７回申請）に係る解析・・・・・・・・・ （１件）

・東北電力 女川原子力発電所2、3号炉に係る耐震解析・・・ （１件）

・電源開発／大間発電所に係る補正解析･・・・・・・・・・・・・・・・ （2件）

・ BWRストレーナ閉塞解析･･･････････････・・・・・・・・・・・・・・・ （2件）

・日本原子力開発機構／核燃料物質加工事業に係る解析・・ （４件）

・日本原燃／再処理施設に係る解析･･････・・・・・・・・・・・・・・・ （３件）

・北海道電力／泊３号機（第5回申請）に係る解析・・・・・・・・・・ （１件）

・日本原燃／特定廃棄物管理施設に係る解析・・・・・・・・・・・・ （３件）

・電源開発／大間発電所に係る解析････・・・・・・・・・・・・・・・・ （１件）

・北海道電力／泊３号機（第７回申請）に係る解析・・・・・・・・・ （１件）

・東北電力 女川原子力発電所2、3号炉に係る耐震解析・・・ （１件）

・電源開発／大間発電所に係る補正解析･・・・・・・・・・・・・・・・ （2件）

・ BWRストレーナ閉塞解析･･･････････････・・・・・・・・・・・・・・・ （2件）

平成17年度は１８件のクロスチェック解析を実施平成1６年度は３件を実施
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概要： 平成１７年８月１６日の宮城県沖地震により自動
停止した女川原子力発電所第２号機及び第３号機
について、クロスチェック解析を実施

女川原子力発電所の耐震健全性評価

成果 ① 女川原子力発電所の耐震安全性、事業者報告書

の妥当性を短期間で確認
② 評価結果を原子力安全・保安部会 耐震・構造設

計小委員会に報告。更に、地方自治体（宮城県、

石巻市、女川町）に原子力安全･保安院に同行し

て報告
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Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務Ｂ．原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務

・総括的なコメント

・クロスチェック解析は、１８件（Ｈ１６：３件）の事例に
対して国の安全審査等に多大な貢献

・試験研究等外部評価委員会の評価対象業務１６分野
のうち１２分野でＡ評価

以上、多くの業務で大きな成果があったことから
総合評価はＡ
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Ｃ．原子力防災支援業務Ｃ．原子力防災支援業務

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題

（１）防災支援業務の質の向上

（２）原子炉等規正法の施行に伴う先行的な核物質
防護対策支援業務

（３）国民保護に係る指定公共機関としての着実な
初年度業務 等

（１）防災支援業務の質の向上

（２）原子炉等規正法の施行に伴う先行的な核物質
防護対策支援業務

（３）国民保護に係る指定公共機関としての着実な
初年度業務 等
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・訓練実施日
平成１７年１１月９日、１０日
（事前訓練を１０月１３日に実施）

・防災訓練の対象事業所
柏崎刈羽原子力発電所４号機

・参加機関：国、地方自治体、事業者等７４
機関
参加者：２，６００名（含地元住民４００名）

Ｈ１７年度原子力総合防災訓練の支援

企画面の工夫

改 善 事 項

概 要

○初動における行動を実行動で訓練
・政府職員等・資機材等の緊急派遣（輸送）

○新潟県中越地震の教訓を反映
・孤立住民の輸送
・非常用発電機への切替
・TV会議ネットワークの衛星回線への切替

○適正な報道への対応
・マスコミへの事前説明会の実施

○見学者への理解促進
・見学者への説明パネルの設置
・訓練状況の中継モニターの設置
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Ｃ．原子力防災支援業務Ｃ．原子力防災支援業務

・総括的なコメント・総括的なコメント

・計画した事項を的確かつ着実に実施した

・総合評価はＢ

・計画した事項を的確かつ着実に実施した・計画した事項を的確かつ着実に実施した

・総合評価はＢ・総合評価はＢ
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Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究

（１）新たな規制ニーズ（原子力施設等の解体廃止措置
及び放射性廃棄物処分､高経年化評価等）に対す
る適確な対応の充実強化

（２）安全研究を実施する外部研究機関及び機構内の
関係部門との連携を強化

（３）事業成果の積極的な公開と広く国民に情報発信

（１）新たな規制ニーズ（原子力施設等の解体廃止措置
及び放射性廃棄物処分､高経年化評価等）に対す
る適確な対応の充実強化

（２）安全研究を実施する外部研究機関及び機構内の
関係部門との連携を強化

（３）事業成果の積極的な公開と広く国民に情報発信

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題
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時期： 平成16年9月1日
目的： 原子力施設等の解

体廃止措置、放射
性廃棄物処分に対
する規制支援体制
の構築

室員： 19名

時期：平成16年12月14日
目的： 原子力施設等の高

経年化に対する評
価の体制の充実・
強化

室員： 10名

高経年化評価室放射性廃棄物評価室

規制ニーズへの迅速、積極的､適確な対応の充実強化規制ニーズへの迅速、積極的､適確な対応の充実強化

廃止措置、
クリアランス
制度の運
用･定着化

余裕深度･
高レベル廃
棄物処分の
規制整備

保安院に設
置した高経
年化対策
室の支援

PLM評価
の要請

高経年化プラ
ント数の増加

時期：平成18年2月1日
目的： 原子力施設等の

ソフト面(安全設
計・管理)での対
応の充実強化

室員： 6名

ﾋｭ ﾏーﾝﾌｧｸﾀ-評価Gr

人的・組織的要因
が介在するトラブ
ルが顕在化

ヒューマン
ファクター
の安全規
制整備

廃棄物処分の
進捗

社会
情勢

社会
情勢

規制
ニーズ

規制
ニーズ

基準部
体制整
備

基準部
体制整
備

良好組織
風土の奨
揚・ 安全
文化評価

透明性ある体制で、増大する業務を的確に実施
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放射性廃棄物・廃止措置に係る規制支援放射性廃棄物・廃止措置に係る規制支援

クリアランス制度の整備支援

②クリアランス確認技術の整備

③制度定着に向けての運用フォロー

④データベース整備

NISAの規制活動 省令、NISA文書の策定

技術情報技術情報
の提供の提供

廃止措置安全規制の整備支援

②解体廃棄物管理

•安全上の重要な項目の検討

•運用における安全確保の考え方整理

①リスクレベルに応じた廃止措置
法規制
•省令改正支援

•廃止措置計画書の審査基準の検討

（学協会規格策定への参加）

•不測時の履歴情報活用の検討

①技術基準整備支援

•技術基準(案)の作成

今後の廃止措置の本格化に伴う規制制度の改善

炉規制法改正 平成１７年５月３０日

認可審査、確認等

•確認マニュアル等の整備
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高経年化対策関連（技術評価の実施）高経年化対策関連（技術評価の実施）

•平成１７年１２月
８種の審査マニュアル策定

原子炉圧力容器の中性
子照射脆化
応力腐食割れ（SCC）

等

•平成１７年１２月
８種の審査マニュアル策定

原子炉圧力容器の中性
子照射脆化
応力腐食割れ（SCC）

等

美浜発電所３号機美浜発電所３号機
••平成１８年１月平成１８年１月
高経年化技術評価等報告書の審査高経年化技術評価等報告書の審査
開始開始

浜岡原子力発電所１号機浜岡原子力発電所１号機
••平成１８年１月平成１８年１月
高経年化技術評価等報告書の審査高経年化技術評価等報告書の審査
開始開始

福島第一原子力発電所３号機福島第一原子力発電所３号機
••平成１８年１月平成１８年１月
高経年化技術評価等報告書の高経年化技術評価等報告書の
審査開始審査開始

••平成１８年３月平成１８年３月
高経年化技術評価等報告書
審査結果を原子力安全･保安院
に報告

高経年化審査高経年化審査•平成１７年８月
｢実用発電用原子炉施設に
おける高経年化対策の充実
について｣

（原子力安全・保安院）

•平成１７年８月
｢実用発電用原子炉施設に
おける高経年化対策の充実
について｣

（原子力安全・保安院）
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技術情報調整委員会をJNES内に設置技術情報調整委員会をJNES内に設置

高経年化対策関連（技術情報調整委員会の設置）高経年化対策関連（技術情報調整委員会の設置）

原子力安全･保安院の指示により産学官が俯瞰的視点や時間軸を考
慮した有機的な連帯を保ちつつ、産学官の技術情報、安全研究及び
国際協力について検討する委員会を設置

原子力安全･保安院の指示により産学官が俯瞰的視点や時間軸を考
慮した有機的な連帯を保ちつつ、産学官の技術情報、安全研究及び
国際協力について検討する委員会を設置

技術情報調整委員会

【産】
保全等に係る安全研究 等

【官】
安全規制に係る安全研究 等

【学】
基礎･理論面での安全研究 等

総合調整機能

情報基盤WG

安全研究WG

国際協力WG

国民

海外

他産業界

委員会は公開で実施
（プレス3名、自治体1名、民間22名）

開催日：H17/12/19

情報発信

開催日：H18/3/27

開催日：H18/3/28

開催日：H18/3/29
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関係機関
に対する
情報提供

科学的･合理的な安全規制のために透明性ある技術情報の伝達

JNES-SSレポート

の発行
セミナー等の開催

JNES HPでの

情報発信
国内学協会での発表

検討会の実施

年度事業報告書

の発行

資料・パンフレット

の発行

積極的な情報の発信積極的な情報の発信

国民に
対する
情報提供

規制整備(法、政省令)
安全審査の判断基準
民間規格の妥当性判断 等

民間規格のデータ補完
技術情報の集積
等

安全研究内容の把握
技術情報の収集
等

NISA 学協会 国民
アウトカム

海外(ASME、ICONE
等)での発表

論文投稿

H16年度実績
JNES-SSレポートの発行
国内外での発表、投稿
セミナー等の開催

H17年度実績
5件
75件
2件

19件
96件
4件
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Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究

・総括的なコメント・総括的なコメント

・安全研究の成果は、試験研究等外部評価委員会で、
32件中29件がＡ評価

・研究成果の活用
・｢原子力発電設備の技術基準｣（省令６２号）の性能規定化
・クリアランスや中間貯蔵などの技術基準の策定
・高経年化技術評価審査マニュアルの策定及び高経年化
対策技術評価等報告書の審査

以上のことから､中期目標の達成に向け多くの業務が十分
に進展していると判断して、総合評価をＡ

・安全研究の成果は、試験研究等外部評価委員会で、
32件中29件がＡ評価

・研究成果の活用
・｢原子力発電設備の技術基準｣（省令６２号）の性能規定化
・クリアランスや中間貯蔵などの技術基準の策定
・高経年化技術評価審査マニュアルの策定及び高経年化
対策技術評価等報告書の審査

以上のことから､中期目標の達成に向け多くの業務が十分
に進展していると判断して、総合評価をＡ
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Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供

（１）情報の収集整理・分析評価

（２）情報の提供及び広報

（３）原子力安全・保安院等からの要請への対応
・Ｈｆ板型制御棒のひびに関する国内外事例調査
・検査員研修センター構想の検討支援 等

（１）情報の収集整理・分析評価

（２）情報の提供及び広報

（３）原子力安全・保安院等からの要請への対応
・Ｈｆ板型制御棒のひびに関する国内外事例調査
・検査員研修センター構想の検討支援 等

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題
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事故・故障等情報（6,321件）

運転情報（23,978件）

放射線情報（78,159件）

定期検査情報（141,777件）

機器設備信頼性情報
（90,549件）

海外情報等（157,715件）

安全情報

データベース

ＪＮＥＳ内
安全情報部
ホームペー
ジでＮＩＳＡと
情報共有

・蓄積データ

８１７,９３８件

（Ｈ１8年3月末）その他情報（平成17年度ま
での累積262,225件）

トラブル情報

の分析・評価

原子力発電所

の特性評価

原子力発電所の系統・

設備の信頼性評価

海外原子力安全情報

の分析評価

経済産業省
（週報４９号、月報１
２号、検討会１８回）

原子力保安検査
官事務所

（オンライン接続）

ＪＮＥＳホームペー
ジ（国民、海外）

海外関係機関
（IAEA、NEA等）

（英語版）

検査結果関係情報
（57,214件）

安全情報データベース安全情報データベース

情報の収集、整理等
情報の分析評価、

ＮＩＳＡへの提供
情報の提供

（平成１7年度蓄積数：計５６，９３１件）

（３７５件）

（２，３２２件）

（３７３件）

（３５４件）

（２１,１２３件）

（１５, ６６８件）

（６５件）

（１６, ６５１件）
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＜安全情報検討会＞
JNESより提供した安全情報についての評価・検討等
（１７年度 計１８回開催） （開催日：２回／月）

安全情報検討会の概要安全情報検討会の概要

１７年度安全情報検討会での検討件数 ２３件

検討会等を踏まえて具体的に保安院から被規制者に
対し１７年度に国内調査、指示等がでた項目 ⇒ 計６件
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自治体・新聞社との意見交換（回数）

5

20

43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

平成15年度

平成16年度

平成17年度 自治体３０、新聞社１３

地方自治体・新聞社との意見交換地方自治体・新聞社との意見交換

地方自治体、新聞社とJNESの業務紹
介、重要課題について意見交換。

主な意見

•専門用語が難解。わかりやすい表現を！

•NISAの下請けではなく期待されていること
は大きいはず

•重要性に応じた情報連絡を

•前面に出て説明責任を果たすこと

•地元を歩いて立地地域を知ってほしい

•安全性だけでなくリスク情報も提供を

•信頼は日ごろの積み重ね、双方向の交流
から
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Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供

・総括的なコメント・総括的なコメント

原子力安全･保安院の要請により実施
・検査の在り方に関する検討会の支援
・検査員研修センター構想の検討支援等

総合的にみて中期目標に向け順調に業務を進捗

広報業務については、シンポジウム、ニューズレター
は引き続き好評、地方メディア等との意見交換を精力
的に実施
全体的には順調に推移しており総合評価はＢ

原子力安全･保安院の要請により実施
・検査の在り方に関する検討会の支援
・検査員研修センター構想の検討支援等

総合的にみて中期目標に向け順調に業務を進捗

広報業務については、シンポジウム、ニューズレター
は引き続き好評、地方メディア等との意見交換を精力
的に実施
全体的には順調に推移しており総合評価はＢ
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Ｆ．安全規制に係る国際協力Ｆ．安全規制に係る国際協力

（１）国内外の規制関連情報のタイムリーな入手・発信

（２）アジアにおける原子力安全基盤の整備
ベトナム向け安全セミナーの開催､日中韓原子力安全
地域協力、アジア原子力安全ネットワーク（ＡＮＳＮ）の
主導､普及活動の実行 等

（３）海外の技術支援機関（TSO）との交流

（４）国際条約の義務遂行

（１）国内外の規制関連情報のタイムリーな入手・発信

（２）アジアにおける原子力安全基盤の整備
ベトナム向け安全セミナーの開催､日中韓原子力安全
地域協力、アジア原子力安全ネットワーク（ＡＮＳＮ）の
主導､普及活動の実行 等

（３）海外の技術支援機関（TSO）との交流

（４）国際条約の義務遂行

・平成１７年度の主要課題・平成１７年度の主要課題
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アジアにおける原子力安全基盤の整備

(1) アジア原子力安全ネットワーク（ANSN）対応

・SC議長として運営主導
・日本ハブの収録テキストの充実
・普及活動の実施（インドネシア）

(2) 中国対応

・長期研修（平成17年9月～11月）
・安全評価研修（平成18年2月）
・高級専門家交流（平成18年3月）
・安全セミナー開催（平成17年9月）

（満足度83点）

・人材育成に貢献
・安全情報、安全文化の共有
・幅広い階層でのパイプ構築

(３)日中韓原子力安全地域協力に関するシンポジウム（平成17年11月、東京）
ワークショップ（平成17年6月、岩内）

3カ国の規制機関及び技術支援機関によ
る北東アジア地域協力枠組み創設の支援

・域内連携の強化
・安全情報の共有
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Ｆ．安全規制に係る国際協力Ｆ．安全規制に係る国際協力

・総括的なコメント・総括的なコメント

• アジアにおける原子力基盤整備への貢献と強化

• 日中韓３カ国における地域連携の強化

• 中期目標の達成に向け概ね業務が適切に進捗

• 総合評価をＢ

• アジアにおける原子力基盤整備への貢献と強化

• 日中韓３カ国における地域連携の強化

• 中期目標の達成に向け概ね業務が適切に進捗

• 総合評価をＢ
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Ⅲ：財務内容の改善に関する事項Ⅲ：財務内容の改善に関する事項

１．業務の効率的な実施
・法定監査による高い評価
・適切な予算管理と競争入札の積極的導入
・コスト削減（約７億円）

２．透明性の向上
・一般競争入札（対前年度比：件数２４％増､金額７５％増）
・企画競争（対前年度比：件数８０％増）

３．総括的コメント
・組織立上２年半の短期間にて会計処理が高く評価された
・契約の透明性を確保しつつコスト削減を達成

・総合評価：Ａ

１．業務の効率的な実施
・法定監査による高い評価
・適切な予算管理と競争入札の積極的導入
・コスト削減（約７億円）

２．透明性の向上
・一般競争入札（対前年度比：件数２４％増､金額７５％増）
・企画競争（対前年度比：件数８０％増）

３．総括的コメント
・組織立上２年半の短期間にて会計処理が高く評価された
・契約の透明性を確保しつつコスト削減を達成

・総合評価：Ａ
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Ⅳ：その他業務運営に関する重要な事項Ⅳ：その他業務運営に関する重要な事項

・平成１７年度の業務実績

１）検査等業務
・文部科学省所掌の検査（処分件数：１９件）
・国土交通省所掌の検査（処分件数：１３件）

２）クロスチェック解析
内閣府原子力安全委員会の要請により電源開発株

式会社大間原子力発電所のクロスチェック解析を実施

・総合評価：Ｂ

・平成１７年度の業務実績

１）検査等業務
・文部科学省所掌の検査（処分件数：１９件）
・国土交通省所掌の検査（処分件数：１３件）

２）クロスチェック解析
内閣府原子力安全委員会の要請により電源開発株

式会社大間原子力発電所のクロスチェック解析を実施

・総合評価：Ｂ



3 4

（参考）試験研究等外部評価委員会について
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試験研究等外部評価委員会試験研究等外部評価委員会

機構が行う調査、試験及び研究、解析評価業務について

第三者による評価を受ける
 

対象：規格基準部 

試験研究等外部評価委員会 

プラント技術分科会 

核燃料サイクル・ 
廃棄物管理技術分科会 

地震･構造技術分科会 

対象：解析評価部 

安全解析分科会 

発電炉技術、サイクル施設、耐震・構造に係る解析評価・コード改良安全解析

建築、地震動、設備耐震性に係る試験・研究地震・構造技術

燃料、ＭＯＸ加工施設、再処理施設、中間貯蔵施設、廃棄物・廃止措置に係る試験・研究核燃料サイクル・廃棄物管理技術

発電炉の材料関係、炉物理、シビアアクシデント、ヒューマンファクタ等に係る試験・研究プラント技術

内容分科会
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試験研究等外部評価委員会（５段階評価） JNES部会（３段階評価） 

Ⅰ：当初計画を大幅に上回る成果･進捗がある 

Ⅱ：当初計画を上回る成果･進捗がある 

Ⅲ：概ね着実に実施している 

Ⅳ：かなりの改善すべき事項がある 

Ⅴ：プロジェクトの中止又は縮小が必要である 

 
Ａ：中期目標の達成に向け業務が十分に進展している 

  ・安全規制の高度化に顕著な貢献をした場合等 

Ｂ：中期目標の達成に向け概ね適切に業務が進められている 
  ・基本的業務を的確かつ着実に実施した場合 

 
Ｃ：中期目標の達成向け行うべきかなりの 

業務改善事項がある 

平成17年度の評価指標とＪＮＥＳ部会の評価指標との対応
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試験研究等外部評価委員会試験研究等外部評価委員会

委員名簿

委員長 井上 晃 東京工業大学名誉教授
委員長代理 工藤 和彦 九州大学教授

秋山 宏 日本大学教授
大西 有三 京都大学教授
岡 芳明 東京大学教授
柴田 明徳 東北文化学園大学教授
辻川 茂男 東京大学名誉教授
野本 敏治 東京大学名誉教授
原 文雄 東京理科大学教授
古屋 廣高 九州大学名誉教授
松本 史朗 埼玉大学教授
湯原 哲夫 東京大学教授


