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経 済 産 業 省 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会

原 子 力 安 全 基 盤 機 構 部 会 （ 第 2 1 回 ） 議 事 録

日 時：平成 23 年 7 月 1 日（金）13:30～15:36 
場 所：経済産業省別館 10 階 1036 会議室

議 題

議題１ 諮問事項について（平成 22 年度原子力安全基盤機構財務諸表等）

議題２ 財務状況及び保有資産の管理・運用等について

議題３ 平成 22 年度の業務実績の評価について

議題４ その他

出席者

（委員）

大橋部会長、遠藤委員、小笠原委員、東嶋委員

（原子力安全・保安院）

片山企画調整課長、長谷部統括安全審査官、杉山課長補佐

（独立行政法人原子力安全基盤機構）

曽我部理事長、中込理事長代理、佐藤(達)理事、佐藤(均)理事、高橋監事、

村上企画部長、村松総務部長

議 事 内 容

○長谷部統括安全審査官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第 21 回原

子力安全基盤機構部会」を開催させていただきます。

本日は、お暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。

東嶋委員につきましては、15 分程度遅れるという御連絡が入っていますので、進めさせ

ていただきたいと思います。

本日の議題でございますが、３つほど考えてございます。議事次第をごらんいただきた

いと思いますが、議題１といたしまして「諮問事項について」でございますが、平成 22
年度 JNES の財務諸表について、大臣から諮問がございましたので、当委員会におきまし

て、その妥当性について御審議をいただくものでございます。

議題２といたしまして、総務省での二次評価における評価対象でございます「財務状況

及び保有資産の管理・運用等について」につきまして、JNES における運用の妥当性を御

説明をさせていただき、御審議いただければと思っております。

それから、議題３でございますが、「平成 22 年度の業務実績の評価について」でござ
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いまして、前回部会での業務実績に関する御説明、それから、本日の財務関係での御説明

をまとめまして、JNES の 22 年度の業務実績について御審議いただければと考えてござ

います。

なお、議題２を終了した時点におきまして、被評価者の JNES の皆様には御退席いただ

くということで、よろしくお願いしたいと思っております。

それでは、大橋部会長、よろしくお願いいたします。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、私からも、多数御参集いただきまして、ありがとうございました。

これから議事に入りますけれども、まず、事務局から定足数の御確認と配付資料の御説

明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 定足数の確認でございます。本日、５人の部会委員のうち、山

本先生は御欠席でございます。４名の方に御出席をいただいておりますので、議事を進め

るに当たっての定足数は満たしております。

次に、配付資料の確認でございますが、議題１の関係では、資料１－１～１－３。議題

２の関係では資料２でございます。議題３につきましては、後ほど議事に入る前に資料を

改めてお配りさせていただきたいと思っております。それから、資料４は前回の議事録（案）

でございます。

更に、参考資料といたしまして、参考資料１～参考資料６まで準備させていただいてご

ざいます。

また、皆様の机の上には、前回の部会で配布しました業務実績とパワーポイントの資料

を用意してございますので、後ほど評価のときにお使いいただければと思っております。

資料につきまして、もし不足等ございましたら、お申しつけいただければと思います。

以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、東嶋先生がまだいらっしゃっていませんけれども、３名でも一応、定足数を

満たしておるということで、議題１に入りたいと思います。「諮問事項について（平成 2
2 年度原子力安全基盤機構財務諸表等）」につきまして、事務局から御説明をまずお願い

したいと思います。

○長谷部統括安全審査官 財務諸表の諮問につきましては、参考資料２でございますけれ

ども、６月 28 日付で大臣から諮問がございました。これを踏まえまして、当委員会にお

諮りをして、意見等いただくということでございますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、この参考資料２に基づきまして、この部会で御審議、御検討をお願いすると

いうことで、JNES 殿から財務諸表等につきまして、資料の御説明、それに続きまして、

監事殿の監査御報告を併せてお願いします。
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○村松総務部長 総務部長の村松でございます。

資料１－１のパワーポイントの資料をごらんいただきたいと思います。

まず、表紙をめくっていただきまして、独立行政法人通則法に基づきます財務諸表は、

ここに列挙してございますが、民間企業と同様の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・

フロー計算書に加えまして、独立行政法人の場合には、どれぐらいの税金のコストがかか

っているかという観点から、これを検証するため、行政サービス実施コスト計算書を付け

ております。最後に利益の処分に関する書類（案）、それに附属明細書という構成となっ

ておりまして、添付資料、２ページ目にございますように、22 年度の決算報告と事業報告、

これが資料１、それから、資料１－３と、分厚いものを別途お配りをしてございます。そ

の後ろに独立監査人の監査報告書、それから、監事の意見書が資料１－２の最後の方のペ

ージに付いてございます。

３ページ目をごらんいただきたいと思います。JNES の会計方針といたしまして、大き

く４つ列挙してございます。昨年と同様、費用進行基準を採用しておりまして、それから、

退職給付に関する引当に関しましては、運営費交付金をもって直接計上いたしますので、

引当金計上はいたしておりません。それから、消費税の会計処理は税込方式。以上３点に

つきましては昨年度と変わっておりません。

一点変わっておりますのは４番目のポツでございまして、資産除去債務に関する会計基

準の適用ということで、今年度より賃貸借契約上の原状回復費用を費用按分して計上する

という処理をいたしておりまして、記載しておりませんけれども、私ども JNES は、今年

度中に本部事務所を統合して移転する計画にしておりまして、移転する際の、現在いる事

務所の復旧のためにかかる費用を約１億 8,000 万円と見積もっておりまして、これをこの

３～12 月までの約 10 か月間に按分して計上することにしておりまして、年度末の３月の

１か月分、1,800 万円を計上するという会計上の処理をいたしております。

それから、４ページ目が大きく今年度の財務状況に影響を与えたものでございますが、

御案内のとおり、３月１１日の東日本大震災によりまして、私どもの資産が一部被害を受

けております。上の四角囲いと下の四角囲い、それぞれに記載されておりますが、１つが、

東北電力女川原子力発電所のそばにあります女川オフサイトセンターの災害損失でござい

ます。こちらのオフサイトセンターは、津波によりまして完全に水をかぶって資産等が流

される、ないしは海水に浸かって完全に使えない状態になっているということで、現地に

私どもの職員がまいりまして全部検認をいたしましたところ、すべて固定資産が滅失をし

ているという状況でございますので、マルの中に書いてありますように、１億円を臨時損

失ということで損益計算書上計上いたしております。

それから、下の四角囲いでございますけれども、福島第一原子力発電所の事故の関係で

いいますと、まず、上の部分にございますように、オフサイトセンターの固定資産を減損。

これは、オフサイトセンターが避難区域の内側に入っているものですから、津波等によっ

て被害を受けておらないんですけれども、存在はしているものの使用できない状況という
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ことに鑑みまして、固定資産の減損という形で貸借対照表上処理をいたしております。

右の四角の中にございますように、リース資産につきましては、純資産の部で損益外減

損損失累計額 9,800 万円と、これは資本剰余金のマイナス項目ということで立てておりま

す。

それから、②にありますように、JNES の所有資産について、負債の部で資産見返負債

500 万円を減額している。これは、JNES 発足時に国から無償譲与で受けましたアンテナ

ですとか、防災対策車、こういったものの帳簿上の価格を減額をしておりまして、これを

２つ足しまして１億 300 万円。これは行政サービス実施コスト計算書の中でも１億 300 万

円の損失ということで計上いたしてございます。

それから、下に書いてございますように、福島第一の事故に対応する業務の関係で、職

員がコールセンター業務その他に従事しておりまして、これの３月 11 日～３月 31 日まで

の 20 日間ほどの追加的な経費を損益計算書上、経常費用ということで計上させていただ

いております。

それでは、５ページに移っていただきまして「平成 22 年度決算のポイント」というこ

とで、数字が羅列されておりまして見にくい面がございますけれども、ポイントを絞って

説明いたします。

まず、資産でございますけれども、22 年度末で 247 億 1,700 万円、対前年で見ますと

１億 2,700 万円の減となっておりまして、現預金の額が昨年度末に比べますと６億 5,600
万円増の 170 億 8,800 万円。これは、150 億は定期預金で、20 億が普通預金といった中身

になってございます。それから、その他の流動資産が３億 6,400 万円増の 10 億 8,600 万

円。これは、下に出てきますその他流動負債のところにあります検査の前受金見合いの額

で計上されておりまして、昨年度よりも件数が 15 件ほど増えているものですから、その

関係で額が増額となってございます。それから、固定資産は昨年度末よりも 11 億 4,800
万円の減ということで、こちらは既にありますところの工具器具備品などの減価償却費が

約 13 億円、それ以外に先ほど御説明申し上げました福島のオフサイトセンターの減損と

女川オフサイトセンターの滅失の分で、それぞれ約１億円の減ということで、新しく取得

したもののプラスを加えまして、差し引きで 11 億 4,800 万円の減となってございます。

それから、運営費交付金債務につきましては 14 億円の増。これは、発注済みの未検収

の額がある関係で若干増えたということでございます。それから、未払金は業者への未払

金ということで、昨年度に比べますと約 11 億円少なくなっている水準でございます。そ

の他流動負債は、先ほど申し上げましたが、定期安全管理審査の件数が 14 件ほど昨年度

より増えておりまして、この検査前受金の分、若干増と。それから、固定負債につきまし

ては９億円の減。それから、資本剰余金につきましては、昨年度末７億 7,200 万円が６億

7,400 万円ということで 9,800 万円の減になっておりますけれども、これが福島のオフサ

イトセンター設備の損益外減損損失累計額でございまして、都合、利益剰余金が昨年度末

６億 6,700 万円が７億 9,300 万円ということで、１億 2,500 万円の増加となってございま
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す。

それから、６ページ目、損益計算書でございます。まず、１番目の費用でございますけ

れども、トータルでは昨年と余り変わっておりませんで、業務費が 22 年度で 179 億 4,00
0 万円。これは外注費ですとか減価償却費、それから、固定資産の除却損を加えまして出

したものですけれども、昨年比で１億 6,400 万円の増。一般管理費につきましては、19 億

9,900 万円ということで、昨年度より、わずかでございますけれども、6,100 万円ほど減

少となってございます。財務費用はほぼ対前年変わらずでマイナス 2,000 万円。

収益の方はといいますと、トータルでは２億 6,900 万円の増。こちらは、運営費交付金

の収入につきましては、マイナス 300 万円ということで、ほぼ前年と同額でございます。

手数料等収入につきましては、9,300 万円の増。これは定期安全管理審査などの増による

ものでございます。それから、資産見返負債戻入ということで１億 9,200 万円の増加。こ

のうち１億円はオフサイトセンター設備で、これは福島、女川に限らず、全部の設備の除

却ということでございます。

３の臨時損失ということで、女川のオフサイトセンターの１億円を立ててございます。

臨時利益はわずかながらの額ございまして、当期の総利益としては、先ほどの利益剰余

金のところの増加分と同額になりますけれども、１億 2,500 万円の増でございます。

以上がＢ／ＳとＰ／Ｌの概要でございます。

７ページ目と８ページ目は、通常の財務諸表の、１－２の資料にあるところのエッセン

スだけを書いたものでございまして、５ページ目、６ページ目と中身は重複いたしますの

で、さっと見ていただきまして、説明は割愛をさせていただきます。

恐縮でございますが、９ページ目に入っていただきたいわけでございます。これはセグ

メント別に引き直したものでございます。左からまいりますけれども、一番左の縦の列、

原子力施設の検査等ということで、事業費用 22 億円、事業収益 24 億円、損益としては２

億 1,500 万円、総資産で約２億円。それから、原子力施設の安全性の解析及び評価、原子

力災害の予防等。この３番目の柱の原子力災害の予防等の中には、オフサイトセンターの

設備が入っておりまして、こちらの資産が 36 億 7,100 万円ということで、うち 33 億 5,4
00 万円がオフサイトセンターの設備関係で、残りが大体ソフトウェアという内訳になって

ございます。それから、４番目の柱が調査、試験研究、そういったもので、総資産として

は９億 4,100 万円。こちらは研究設備は５億円、ソフトウェアが４億円といった内訳にな

ってございます。それから、事故関連の情報の収集、整理、安全関連の情報の収集、整理

ということで、５番目の柱、約 19 億円の規模でございます。それから、それ以外の業務

となっております。

この表の事業損益のところで「－」と「０」と２つの表記の仕方で紛らわしいのでござ

いますけれども、「－」は全くなしでございまして、「０」は 100 万円未満の、切り捨て

で１にならない金額ということで区別して記載させていただいております。

セグメント情報は以上でございます。
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それから「キャッシュ・フロー計算書」。民間の事業会社とは異なりますので、必ずし

もしっくりいかない点がございますけれども、独法である JNES につきまして、キャッシ

ュ・フローを当てはめてみますと、業務活動によるキャッシュ・フロー24 億 4,400 万円。

このうち運営費交付金収入によりますところが大半でございます。

それから、投資活動によるキャッシュ・フロー。こちらはマイナス 16 億 8,900 万円。

定期預金の増減ですとか、あるいは有形、無形形の固定資産の取得、そういったものの増

減によります中身でございまして、16 億 8,900 万円の減。

それから、財務活動によるキャッシュ・フローということで、10 億 9,800 万円の減。

資金に係る換算差額はございません。

資金減少額がマイナス３億 4,300 万円ということで、期首の資金残高が 24 億 3,100 万

円でしたところ、この３億 4,300 万円を差し引きまして、年度末 20 億 8,800 万円。これ

はすべて普通預金の形で運用してございます。

11 ページ目をごらんいただきたいんですけれども、国民の税金を使って、どれぐらいの

コストをかけて JNES は業務をしているかということで、これは一律かかっております「行

政サービス実施コスト計算書」でございます。

業務費用といたしましては、191 億 3,900 万円。損益計算書上の費用と自己収入の差し

引きでこういった額になってございます。

それから、２番目が当期の特徴でございますけれども、損益外減損損失相当額というこ

とで、福島オフサイトセンターのリース資産、それから、JNES として保有している資産、

この合計額で１億 300 万円の減を立てております。

それから、引当外退職給付増加見積額ということで、職員などの交付金に係る部分だけ

計上しておりまして、7,200 万円。

それから、国の資産を無償で借りたものに対する機会費用が約 100 万円、それから、資

本剰余金の６億 7,200 万円を 10 年物の国債で運用したと仮定をして計算した額が約 900
万ということで、約 1,000 万円ほどの機会費用が発生をしております。

このトータルを差し引きいたしますと、一番下にございますように行政サービス実施コ

ストとして、当年度は１９３億 2,600 万円という額となってございます。

最後になりますけれども、「利益の処分に関する書類（案）」ということで書いてござ

います。当期未処分利益は、立地勘定ではマイナス 9,100 万円、利用勘定で 200 万円、そ

の他の勘定で２億 1,500 万円、合計では１億 2,500 万円。積立金が最後にございますけれ

ども、１億 3,400 万円と相成っております。

駆け足ではございますけれども、平成 22 年度の財務諸表の概要につきましては、以上

でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

○高橋監事 それでは、引き続き、財務諸表等の監事監査について御報告いたします。

資料１－２の一番後ろに「監査報告書」が一枚紙で付いております。「監査の方法の概
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要」にあるとおり、我々監事は、重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を受

け、重要文書を閲覧し、業務及び財産の状況を調査するとともに、会計監査人から会計に

係る監査の報告、説明を受け、事業報告書、財務諸表及び決算報告書について監査を実施

し、その内容の確認・検討を行いました。

その結果でございます。これは２の「監査の結果」に書いてございますけれども、主要

な点を申し述べますと、業務の執行は、適法に行われているものと認めます。財務諸表は、

独立行政法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されてお

り、適正に表示しているものと認めます。事業報告書は、当機構の業務運営の状況を正し

く示しているものと認めます。決算報告書は、当機構の予算の区分に従って決算の状況を

正しく表示しているものと認めます。

私からは以上でございます。

○大橋部会長 御説明どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明内容につきまして、御質問等がありましたら、よろしくお願

いします。いかがでしょうか。小笠原先生以外は、遠藤先生もお詳しいと思いますけれど

も、我々は余り詳しくないんですけれども、手続としましては、独立行政法人から経産大

臣に報告されまして、それが独立行政法人評価委員会へ諮問されまして、そこから委嘱を

されるような形で、この分科会で御審議いただいて認めていただく。それは、ただいま伺

った御説明と、あと、あずさ監査法人様と JNES の監事様の御報告を基にという仕組みに

なっております。何か御質問等。

では、よろしくお願いします。

○小笠原委員 １点だけ、これは事前に御説明いただいたときもなかなか腹に落ちず、ま

た御質問させていただくんですが、４ページの女川のオフサイトセンターの災害損失の１

億円というものと、その後の第一原発での減損というものが、前者が臨時損失として経常

利益の外で扱い、そして福島第一原発も同じように臨時的なものでありながら、経常費用

の、例えば、資料１－２の損益計算書の中の２ページの業務費の一番下に固定資産除却損

と、ここにたしか挙げているということだと思うんですが、これはどういうことなのかを

改めてお伺いしたいんです。

○村松総務部長 女川につきましては、センター自体が波にほとんどさらわれて、外側の

どん殻だけしか残っていなくて、中身が全く使えない、本当に滅失してしまった状況でご

ざいまして、これは災害によるもので、経常の活動ではないですし、実態が全くないとい

うことでございますので、臨時損失ということで当てておりまして、福島の方は、物自体

はありまして、もし避難区域の中にない、人が立ち入れる状態であれば、それは固定資産

として使うことができる状態でございますので、実態があるけれども、事実上使えない状

態でありますので、この部分については固定資産の減損で一時的に立てていて、その中に

入れるようになれば、それを戻していくという処理の仕方をしてございます。

○小笠原委員 同じ地震と津波等で、あるいはその余波で放射線汚染によって資産が毀損
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したという意味では、臨時的かつ異常な事由によって起こった資産の減少なので、片方は

なくなってしまったから災害損失で、片方はあるかどうかわからないんだけれども、入れ

ないから経常費用かというのは、御質問を変えますと、経常費用としてこの中に入れた場

合と、臨時損失で入れた場合では、それこそ財務省との間での、何か資金の扱いというか、

予算上の扱いが大きく違うんですか。

○村松総務部長 済みません、経理グループ長の方から。

○経理グループ長 今、先生がおっしゃっていますのは、業務費の中の固定資産除却損と

いうことでございますか。

○小笠原委員 はい。

○経理グループ長 こちらの業務費用というのは、実は、この災害とは関係ございません

で、オフサイトは古い設備を持っていたんですけれども、たまたまこの年に除却をしまし

て、通常のものでございます。

○小笠原委員 では、災害に関係がない。

○経理グループ長 関係ございません。

○小笠原委員 そうすると、福島原発の１億というのはどこに入るんですか。

○経理グループ長 これは、資本剰余金のマイナスとして表示させていただいております。

○小笠原委員 Ｐ／Ｌではないの。

○経理グループ長 Ｂ／Ｓの方で表示させていただいております。

○小笠原委員 例えば、資料１－２の１ページですと、資本剰余金の損益外減損損失累計

額に直接行くんですか。

○経理グループ長 はい、そうです。

○小笠原委員 では、判明して、中に入って、これはだめだとなった場合には、今度は損

益計算書を通るんですか。

○経理グループ長 そうです。現在のところ、まだ物理的には残っていることでございま

すので。将来は、解除されますと、除染して、場合によっては使えるかもしれないと。

○小笠原委員 なるほど。わかりました。

○大橋部会長 よろしいですか。

○小笠原委員 企業会計とはちょっと違いますね。

○大橋部会長 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。

○遠藤委員 中身の話でもよろしいですか。損益計算書の８ページで、外注費が 82 億と

いうことで、全体の費用の半分弱ですか、相当大きい数字が出てくるんです。損益計算書

の中での扱いについては特に問題はないんですけれども、この外注費をコントロールする

というか、JNES ではどの部門で管理されているんですかという質問です。ちょっとわか

りにくいかもしれませんが。要は、これだけのお金を使って、JNES として、どのような、

使ったお金に対しての見合いをどう管理されているかということを教えていただければと
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思います。

○村上企画部長 企画部長でございますが、外注費のほとんどは安全研究でございます。

安全研究につきましては、当然、計画を立てまして、どういう狙いでやるかということを

明らかにして、計画を公表しております。その後、研究をした結果については、ここでも

御説明しましたけれども、こういう成果が上がったということで評価を受けまして、その

結果について公表するなどしまして管理していくという形でやっております。

○遠藤委員 その計画を立てるのも総務部でやっていらっしゃるんですか。JNES の組織

の中で、どの部門で責任を持ってやっているか。

○村上企画部長 計画を立てるのは企画部でございまして、企画部だけでつくるといけま

せんので、外部の先生にも見ていただきまして、その結果、研究計画を立てているという

形でやっております。

○遠藤委員 なるほど。わかりました。

○大橋部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。よろしければ、言葉は多分、了解ということでいいと思

うんですけれども、経産大臣あてに御報告いただきました平成 22 年度財務諸表の内容に

つきまして、この JNES 部会として御了解いただくということになりますけれども、よろ

しいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○大橋部会長 わかりました。それでは、御了解いただいたということで進めさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、続きまして、議題２で「財務状況及び保有資産の管理・運用等について」に

入らせていただきます。事務局から、まず御説明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 議題２の関係でございますが、これは総務省の二次評価の評価

対象に関しての御審議をいただきたいということでございますが、参考資料の３と４をご

らんいただきたいと思います。

参考資料３は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から示さている評価の視点

でございますが、平成 21 年３月以降、参考資料３に基づいて、総務省では二次評価を行

うポイントを示したものでございます。１ページの一番下に「各法人に共通する個別的な

視点」ということでございまして、次のページから具体的な項目がございますが、「２ 財

務状況」、３ページにいきまして「３ 保有資産の管理・運用等」、４ページへいきまし

て「４ 人件費管理」、５ページ以降、「５ 契約」「６ 内部統制」「７ 関連法人」

等々につきまして、総務省では、私どもで評価したものを更に二次評価のポイントとして

評価することになってございます。

更に、参考資料４でございますが、22 年度において特に留意すべき事項について決めた

ものでございまして、22 年度におきましては、保有資産の管理の運用状況と内部統制につ

きまして、特に留意をすべきということで、総務省から示されてございます。これらに対



- 10 -

しまして JNES の取組みはどうなのか、もう一度改めて御説明をさせていただきたいと思

います。財務諸表と重なるところもあろうかと思いますけれども、これについて、JNES
の活動状況がどうなっているのかを改めて御説明をさせていただいて、御審議いただけれ

ばと思います。

更に、前回、内部統制、契約の関係、更には人件費の管理の関係の御説明をさせていた

だきましたけれども、これらの活動につきましては、監事の方々より、その状況について

監査いただいているところでございますので、その監査の実施状況、所見につきましても

御報告いただいて、御審議いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

○大橋部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明のとおり、まず、JNES 殿から御説明をいただきまして、引き続いて

また監事様から監査の実施状況について、御所見をいただきます。よろしくお願いします。

○村松総務部長 それでは、資料２を簡単に御説明させていただきます。

まず「Ⅰ．財務状況の評価の視点について」の「１．当期総利益の発生要因と検証」で

ございまして、先ほどの財務諸表の概要の最後で説明申し上げましたが、立地勘定 9,100
万円の当期総損失、その他の勘定２億 1,500 万円、それから、利用勘定 200 万円の当期総

利益となってございまして、立地勘定の損失は女川のオフサイトセンターの津波によりま

すリース資産の滅失によるものでして、JNES の通常の業務運営の中で何か問題があって

発生したものではございません。その他の勘定の当期総利益は、積立金として利益処分を

いたしまして、次期へ繰り越すこととし、23 年度以降、もしかするとあり得る検査手数料

の不測の事態に備えるということで考えております。

「２．利益剰余金」でございますけれども、まず「（１）利益剰余金の評価」で、22 年

度末の累計で７億 9,300 万円計上されております。そのうちの７億 8,300 万円は検査手数

料収入に基づきますその他の勘定の利益剰余金でございます。この検査手数料収入は、原

子力発電所の定期安全管理審査に関わるものでございます。これは御案内のとおり、福島

原発の事故の影響によりまして、日本全国各地で原発の運転再開に対します市民の皆様の

懸念が非常にございまして、簡単に再開の見通しが立たないと、そういった状況でござい

ます。そういったことを考えますと、利益剰余金の水準としては、必ずしも過大なもので

はないんではないかと私どもとしては考えております。

それから「（２）繰越欠損金の解消計画の妥当性の評価」ということで、これは先ほど

言及いたしましたけれども、滅失した女川オフサイトセンターのリース資産の残りのリー

ス料に起因するものでございまして、22 年度末の時点では、契約上、リース会社と JNES
との間でどういうふうな負担をするかということが確定をしておりません。したがいまし

て、運営費交付金を将来的には収益化することによって、これを帳消しにすることがあり

ますけれども、一時的な損失ということで立ててございます。これは交渉が決着をすれば、

必要な経理処理をすることによって消すということで考えてございます。

それから「３．運営費交付金の執行率」でございますけれども、平成 22 年度中に執行
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いたしました運営費交付金の金額は、当該 22 年度に交付された運営費交付金額を上回っ

ている状況でございます。第２期中期計画は今年度が最後になりますけれども、この５か

年の中期計画の中の運営費交付金の未執行は 38 億 8,000 万円になります。これは基本的

に私どもの契約上の節約によるものでございまして、業務運営上への影響はございません。

次に「Ⅱ．保有資産の有効活用」でございます。私ども JNES は、会議所、研修施設、

分室等を資産という形では保有をいたしておりません。機構が保有しております資産は全

国に 20 か所ありますオフサイトセンター関係の設備、試験研究装置、そういったもので

ございまして、これは事業実施の期間が終了しましたところで他の部門での有効利用がで

きるかできないか、検証した上で、できないものについては速やかに売却するなどをして

処分することとしております。

次の２ページ目でございますけれども、これは保有ではなくて賃借でございますけれど

も、建物はどういったものがあるかを１に列挙してございます。本部の建物が２か所、青

森県六ヶ所村の核燃料サイクルの施設を検査する本部の建物が１つ、福井県の若狭湾に面

しました原発の検査を行うための福井事務所、それから、アメリカの原子力規制委員会、

NRC と言っておりますけれども、そちらとの連絡調整の業務に当たりますワシントン事務

所、それ以外に、茨城県のひたちなか市にあります原子力安全研修センターと、新潟県の

新潟工科大学に間借りをしております柏崎耐震安全センター、こういったものがございま

す。

こちらの場所に設置する必要性につきましては、２に書いてございますように、それぞ

れの検査を行いやすい場所に２か所出先機関を設けておりますのと、ワシントン以外は、

基本的には関係箇所に近い場所に設置するということで考えております。

それから、本部の現在の２つのビルにつきましては、万が一の原子力災害発生時の際に、

保安院と緊密に連絡を取る必要性がございますので、保安院から余り離れ過ぎない場所と

いうことで、現在も神谷町に本部を置いております。

それから「３．賃借の面積及び金額の妥当性」でございますけれども、まず、本部事務

所の職員の１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大都

市圏、それから、首都圏などの１人当たりの床面積の調査データの大体範囲内に入ってお

ります。

それから、本部事務所の賃料でございますけれども、これは２つあるビルのうち片方が

若干高いものですから、周辺の相場に対しまして坪の平均単価で若干高い状況にございま

す。これにつきましては、昨年 12 月の独立行政法人の事務事業の見直しの基本方針で、

防災の観点から効率化を図るために２か所の本部事務所を早期に統合しなさいということ

が記載されておりまして、年度内に移転を考えております。それによって坪平均単価の賃

借料を下げるということで考えております。

それから、茨城県ひたちなか市にあります原子力安全研修センターの活用状況でござい

ますけれども、これは稼働率の式にありますように、利用可能棟数２棟のうち、どれぐら
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いの利用可能日数があるか、それから、実際に利用したのは２棟のうち何棟かということ

で利用日数を掛算する、これを割算することによって出します稼働率で言いますと 53％で

ございます。維持管理費は下に記載してあるとおりでございまして、特殊な、ある意味で

原子力施設の検査をやるための検査員の施設ということなものですから、第三者にお貸し

をして施設利用収入を得るというのはなかなかなかなか難しいものでございますので、施

設利用収入はございません。施設運営業務につきましては、アウトソーシングをすること

によって業務を効率化し、年間 537 万 8,000 円の費用でおさめてございます。

「知的財産の扱い」でございますが、私どもは国からお金をちょうだいし、それによっ

て安全研究のための成果を出し、それは基本的には国の基準に反映をするということで、

それ以外のものについては公表ということにしておりますので、第三者にこれを貸したり

売ったりということで収入を得ることはしておりませんので、特許権等は保有はしていな

いということでございます。

駆け足でございますけれども、以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、監事から。

○高橋監事 それでは、私から、まず、内部統制について見解を申し上げます。視点とし

て、法人の長のマネージメントに留意した監事監査というものでございますけれども、こ

れについては、QM 委員会、理事長ヒアリング、幹部会などへの同席や、各種理事長訓示

等の確認により、理事長のマネージメントのモニタリング等を実施し、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

いるかを把握、評価しております。

22 年度における具体例は、以下のものが主要なものとして挙げられる。

大震災による福島第一原子力発電所事故に対しては、速やかに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、心構え等を訓示することにより、全役職

員が一丸となり、未曽有の原子力災害に対し、的確な取組みが行われており、また今も行

われているということを確認いたしました。

また、業務の効率的運営の例としては、平成 21 年度に放射性廃棄物処分、使用済み燃

料中間貯蔵、輸送の各部門を１つの部に統合いたしましたが、22 年度においては、業務の

効率性、実効性向上などの面から、その統合の効果を理事長ヒアリングにおいて的確に検

証し、必要な指示を理事長は行っていることを確認いたしました。

また、監事監査で把握した改善等の法人の長等への報告としては、監事監査結果の理事

長への直接報告及び幹部会での報告に努めております。監事としては、引き続き内部統制

の整備及び運営状況を厳しく監視し、必要に応じて理事長等に報告してまいりたいと考え

ております。

次に、入札・契約の適正化でございますが、これについては、21 年度からの継続的な取

組みにより、22 年度においても競争性のない随意契約及び一者応札とも減少し、諸施策の
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実施の効果が確実にあらわれているものと考えております。

最後に、人件費関連でございますが、これについては、平成 22 年度の対国家公務員指

数は 119.3 であり、在勤地域、学歴を勘案したものは 17.1 ポイント減少し、102.2 になっ

ているとの説明を担当から聞いております。当機構の業務内容から、原子力安全分野に係

る高度な知識と経験を有する高学歴の専門技術者を確保する必要があることから、大卒以

上が 82.6％、院卒以上が 36.7％となっており、現行水準はある程度妥当なものであると考

えております。

私からは以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に関して、御質問、よろしくお願いします。東嶋先生、ど

うぞ。

○東嶋委員 お金のことは全くわかりませんが、先ほどの遠藤先生の御質問に関連して、

ちょっと疑問に思ったので教えていただきたいんですが、資料１－１の８ページの損益計

算書で外注費というのが 82 億、これが安全研究ですとおっしゃいました。私自身は、こ

のお金のことを見るまでは、安全研究というのは JNES でやっていらっしゃるのかと思っ

ていたんですが、外注が 82 億もあるんですねと思って、その内容が、どの研究が、どう

いうところにどのぐらいの予算でなっているのかなと思って、今、資料を見ていたんです

が、それがよくわからず、教えていただけたらありがたいんです。資料１－３が報告され

るものですよね。さっきのパワーポイントの８ページでは、外注費が 82 億というのは項

目は書いていなくて、その他というところに 120 億で一緒くたにされていて、それから、

一般管理費の方も外注費 9,700 万円がその他に一緒くたにされているので、こちらの報告

書だけ見ますと、外注費というのが表に書いていないんです。だから、何が言いたいかと

いうと、外注でほとんど研究されていて、それが 82 億もあるのに、コストと成果はどう

なんだろうと、ふと疑問に思ってしまったということです。

○村上企画部長 先ほど 80 何億円のほとんどが安全研究と申し上げました。この中で、

ほとんどがそうだと思っております。私どもが外注しておりますのは、安全研究の中でも、

特に原子炉のデータを取るといったようなことで、データ取りは装置を持っているメーカ

ーなり、そういうところに頼まないと、私どもは装置を持っておりませんので、データを

取れませんから、そういったデータを取るために結構なお金がかかっているということが

まずあって、そのデータをいただいた上で、私どもは規制に役立つようなとりまとめをし

て研究しているというのが実態でございますので、すべて外に頼んで丸投げをしていると

いうことでは全くございませんということを、まず申し上げたいと思います。

○東嶋委員 今のデータ取り云々というのがわかりにくいんですけれども、業務成果のと

ころで言うと何ページですか。資料１－１の、私が拝見した資料の範囲内で申し上げると、

安全研究というものが幾つか項目があって、柏崎の何やらかんやらとか、いろんな耐久性

評価とかあるけれども、今、おっしゃったデータ取りが云々などというのが大部分だなど
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というのはどこにも書いていないんですけれども。

○佐藤（均）理事 一例をこの資料で言いますと、前回の資料１－１の 14 ページを見て

いただきますと、これは柏崎にあります耐震安全センターですけれども、ここで柏崎の地

震の際に震源面から地震波が非常に大きく増幅されて柏崎の発電所に大きな揺れをもたら

したと、こういったことを解析的に我々は評価したんですけれども、実際にその揺れがど

う伝わるかというのは、調べてみないとわからない。こういったこともあって、柏崎に 3,
000ｍほどのボーリングを掘って、そこからの揺れを直接計測して、どういった形で揺れ

が増幅されるかというのを調べようと、こういったことをやっているわけでございます。

そういった際には、ボーリングを掘るためのコスト経費がデータ取得のためにかかってく

る。

また、それ以外でも、この下にありますように、大きな機器の、耐震上揺れがあったと

きに、各部品にどういった力が加わるかといったものをそれぞれ実験を行って、そのデー

タをもって機器の耐震性を評価していくわけですけれども、実際に揺らしてデータを取る

ところは外注して、その出てきた結果から我々は評価して、物の耐震性を評価しよう、こ

ういったことを、例えば、今は耐震の分野でございますけれども、それぞれやって、その

成果を規制に生かしていくと、こういうことを取り組んでいるわけでございます。

このほかにも、燃料だとか、高経年化の機器の劣化だとか、そういったところでさまざ

まなデータを取得して、基準の反映に生かすといったことをやっているということでござ

います。

○東嶋委員 おっしゃったことはわかるんですが、いただいた資料で、ああ、柏崎のがあ

ったなと思いましたけれども、それは 22 年度設立しているけれども、21 年度もこの外注

費の部分だけ見ますと、ほぼ同じ。つまり、私が申し上げたいのは、柏崎ができたから、

とてもお金を使ったということではなく、昨年度も外注費はほぼ一緒ですよね。そうする

と、柏崎の影響ではなくて、安全研究そのものにいつも大体 82 億ぐらい使っているんだ

ったら、どうなのかなと思ったわけで、ただ、ここで議論していても仕方かないので、そ

れは。

○大橋部会長 安全研究全体の。

○曽我部理事長 私ども原子力安全基盤機構の極めて大きな業務に安全研究がございまし

て、全体の予算が大体 210 億とか 220 億の中で、約半分近くを安全研究が占めているとい

うことでございます。それで、JNES 設立当初の非常に基本的な方針として、安全研究の

ための設備は自分では持たない、持ってはいけないということを言われている。それは経

済産業省の方針であります。それから、できるだけアウトソーシングしなさいと。いろん

な専門人材を全部自分で抱えるのではなくて、外部の有能な人材、設備等をできるだけア

ウトソーシングで使いなさいと、この２つで成り立っております。

したがいまして、今、申し上げましたように、私たちは出てきたデータを考察して、分

析して、まとめはするんですけれども、丸投げではない。それはアウトソーシングして、
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出てきた結果については我々で考察して、分析して、それを経済産業省に提示して、経済

産業省がそれを行政に反映させる、こういう大きな仕組みで成り立っているということで

ございます。安全研究のプロセスの透明性を確保するために、先ほど企画部長が申し上げ

ましたように、外部の第三者委員会によって、今の選定から的確にやられているかどうか、

成果はどうか等、見てもらっていただいているということでございます。安全研究の予算

については、透明性と効率性を重視してやっている。当初から方針はそれほど大きくは変

わっていないと考えております。

○大橋部会長 よろしいですか。JNES の中で研究をやっておられるわけではありません。

○東嶋委員 そうすると、例えば、研究に対して、国が幾らの予算を投じて、中間評価だ

の、終わった後の評価だのしていますが、JNES の場合は、安全何とか委員会の方が、コ

ストと研究成果に対して評価をされているという理解でよろしいですか。

○大橋部会長 いえ、違います。保安院がこういう安全研究をやるというのを基本的に決

めまして、保安院の中に安全基盤研究部会がありまして、そこで審議をして認める。それ

を受けて JNES が安全研究予算を使って安全研究を進めるということになっておりました

けれども、昨年から JNES の自主性を尊重して、安全研究の計画を今度は JNES が立てて

持ってきて、保安院とその部会で議論しながら決めていくというふうになっています。個

別の研究については、JNES がそこから先を進めるんですけれども、個別の研究について

は、先ほど来御説明いただいていますように、JNES の中で外部研究評価委員会をつくっ

ていただきまして、個別について、どういう成果が得られているか、これは継続するべき

か、やめるべきかということを議論、結果側から見て評価いただくような構造になってお

ります。よろしいですか。

○東嶋委員 その構造はわかりました。

○大橋部会長 そういう中で進めていますので、決して、お金をトンネルするようなとこ

ろとか、そういうことでは全くなくて、その成果をいかに規制に生かすかというのを JNE
S が。 
○東嶋委員 構造はわかりましたが、お金をトンネルしているか、していないかというの

は細かく見ないとわからないことで、そうしていませんとおっしゃった、それを聞きまし

たということです。

○大橋部会長 よろしいですか。

○東嶋委員 はい。

○大橋部会長 ありがとうございました。

どうぞ。

○遠藤委員 補足的に。いずれにしましても、JNES がこの安全研究のお金をどう采配し

ていくか、これはお金の額そのものを下げろと私は申し上げませんけれども、とにかく J
NES の仕事に役に立つ業務に、どれだけ管理してやっていけるかというのがものすごく大

事になったということだと理解しているんです。その辺については、これからも継続的に
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お話を聞かせていただいて、本当に役に立つことが行われているなということを確認させ

ていただきたいと思います。

それから、東嶋先生が事業報告書の損益計算書の中でその他という項目しか書いていま

せんねというお話をされましたけれども、確かにその他が一番額が大きいというのは、こ

ういう計算書を書く上では若干乱暴な表現かなという気がいたします。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、今の件、いかがでしょうか。資料１－３の６ページの表だと思いますけれど

も。御質問は、その他 120 億と書いてあるのが余り適正ではないんではないかという御指

摘です。

○村松総務部長 来年度、工夫をさせていただきたいと思います。外注費が 82 億 4,500
万円で、それ以外のその他が 37 億 8,800 万円でございますので、記載の仕方は、御指摘

の点を踏まえて工夫をさせていただきたいと思います。

○佐藤（達）理事 いずれにしても検討させていただきますけれども、こちらは事業報告

書なので、数値的なものは余り細かいことを書かないという前提だったんで、若干簡単な

ことになっているんだと思います。いずれにしても、来年に向けて検討させていただきた

いと思います。

○大橋部会長 よろしくお願いします。

○東嶋委員 数値的なものは書かないと言っても、別に１行増えるだけではないですか。

何か意図があるとしか思えないと言われますよ。

○遠藤委員 これは今更直すわけにいかないんでしたか。変な質問で申し訳ございません

が。

○大橋部会長 そうですね。報告しているというところがありますけれども、いかがでし

ょうか。

○曽我部理事長 多分、従来から同じ書き方をしていて、御了承を得ていたという前提で

やってきたんだろうと思うんですけれども、来期から十分そこは配慮したいと思います。

○大橋部会長 よろしいでしょうか。要は、業務費と書いてあって、その大半がその他で

あって、何も書いていないというのはおかしいんで、もう少しブレークダウンしてという

御指摘かと思います。

○東嶋委員 何かしつこいですけれども、世間が外注費とかのことを問題にしているとき

に、ここに書かないで、その他にひっくるめて、こっちの説明資料だけ書いてあるという

ことが、やはり世間から見たら、従来どおりですと言われても、私が意地悪だから言って

いるんではないんですけれども、そう思うんですが、よろしくお願いします。

○大橋部会長 では、そこはまた御検討いただければと思います。

そのほか、いかがでしょうか。

私が１点伺いたいのは、資料２の「２．利益剰余金」の「（１）利益剰余金の評価」で

すけれども、利益剰余金の水準が過大なものとは言えない理由は、要は、現在の原子力の
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状況から、将来の収入の見通しが明らかでないとはっきり書いてしまっていますけれども、

これはよろしいんですか。要は、今年度だけだと、来年以降になると、利益剰余金の水準

は今の額では過大ですよということを裏返しで言っていることになりますね。そこはいか

がでしょうか。

○曽我部理事長 お答えしたいと思います。検査手数料の勘定につきまして、赤字を出す

わけにはいかない、一定の黒字が必要であると、それが少し貯まってきて、こういう額に

なっているんですけれども、どのぐらいの額が毎年の黒字で、どれぐらい貯まれば過大な

のかというのは非常に難しいところなんです。書き方としては少し書き過ぎかもしれませ

んが、私としては、この手数料収入の大半を占めているのが安全管理審査なんですが、新

しい検査制度の導入に伴って、今、安全管理審査のやり方がかなり変わっておりまして、

過渡的な状況で、しかも原子力の定期検査の状況が御承知のような状況で、非常に不確定

要素が大きいということでございまして、しばらく様子を見させていただきたいというの

が正直なところでございます。本来、これは最終的には、手数料収入が妥当かどうかとい

うことで経済産業省が判断されることでございますが、私どもとしては、不確定要素が多

くなっているので、様子を見させていただきたいと、そういうことでございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

今の書き方ですと、今の状況が特殊な状況にあるのでと読めますので、多少ぼかされる

のも１つかなと思った次第です。ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。

○小笠原委員 １点だけ、済みません。先ほどの御説明で、資産除去債務のお話があった

んですが、その件は、結局、資料２の２ページ目の賃借している物件で、①の部分を近い

未来に転居するために、そのときに原状回復とかに費用がかかるということですね。それ

は幾ら見積もってここに計上されているんでしたか。

○村松総務部長 原状回復費用は、合計で今、見積もっていますのは１億 8,000 万円ほど

です。これは３月から今年の 12 月までの 10 か月間で按分をしておりまして、22 年度の

会計で反映されておりますのは３月の１か月分、10 分の１、ですから 1,800 万円でござい

ます。残りの９か月分に関しては、平成 23 年度の経理の中で処理をしていくということ

で考えております。

○小笠原委員 通常ですと、その分が資産と負債を両立てさせるという、10 か月分なら 1
0 か月分だとすると、負債にも１億 8,000 万円、どこかに上がっているということですか。

○経理グループ長 お答えいたします。この 1,800 万円につきましては、運営費交付金を

収益化をいたしまして、損益計算上で処理をしております。

○小笠原委員 資産と負債を両立てというのはしていないんですか。

○経理グループ長 していません。

○小笠原委員 していないんですね。わかりました。

○大橋部会長 ありがとうございました。
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そのほか、いかがでしょうか。

それでは、ただいま御説明、御審議いただいた内容を含めまして、この後、評価の審議

に移るわけですけれども、JNES 殿に御退席いただく前に、まず補足資料として、参考資

料６につきまして御説明をいただきました後、今日の御説明と前回の御説明を併せて、先

生方から更に御質問があれば承りたいと思います。

それでは、参考資料６の御説明をよろしくお願いします。

○佐藤（均）理事 参考資料６、一番下に置いてあると思うんですけれども、これは、先

月の６月 15 日、毎日新聞の朝刊一面で報道された件でございます。

内容は、この資料で日付が書いていなかったんですけれども、３年前、平成 20 年の 12
月に私ども JNES が行った検査のミスに関する報道でございます。そのミスの内容が、原

子炉の圧力容器の加圧防止のために安全弁がついておりますけれども、その安全弁の使用

前検査におきまして、ある一定の漏えい率の検査を行う際に、加圧する圧力の設定値の確

認を誤ったということでございます。これは、全体で検査を行ったのが６弁あるわけです

けれども、そのうちの２弁の圧力設定の確認を誤ったということで、設定値より低い圧力

で検査を行って、そのときの検査を了としたということでございました。

その後、２に書いてございますけれども、事業者の指摘によって設定値が誤っていたこ

とがわかり、適切な圧力条件で再度試験をして合格したということでございまして、結果

的には適正に検査されたものがプラントに設置され、供用になったという状況でございま

す。

このミスにつきましては、私ども、再発を防止するために検査業務部内でそれぞれ品質

マネージメントの観点から再発防止策の検討等を行っているわけでございますけれども、

本件については、要領書の改訂等を行って、その後の検査に再発防止を期するといったこ

と等を行っているものでございます。

それで、この毎日新聞の報道自体は、過去にこういった検査ミスがあったにもかかわら

ず、それが公表されていなかったという点を指摘されております。私どもとしては、検査

の実施に当たってミス等が発生した場合には、再発を防止するために内部において検討を

行ってきているわけでございますけれども、特段、原子炉の安全性に影響を及ぼさないも

のについては内部の検討にとどめて、対外的には公表することは行ってございませんでし

た。ただ、今般、こういった報道等がなされたということもありまして、私どもとしては、

私どもの品質マネージメントをしっかりやっているということを対外的にも示す意味から

も、私どものホームページでこういった不適合事案の公表等を行って、私どもの対応を公

表していきたいということで、先般、これまで 60 件程度のミスがありましたけれども、

それについて、ホームページ上公表させていただいたと、こういう案件でございます。

以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、この後、議題３の評価の審議に移りますけれども、そのときには JNES 殿に
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御退席をお願いすることになります。本日の御説明、今、いただきました安全弁検査に関

する報道について、また、前回御紹介いただきました平成 22 年度の JNES の業務実績等

につきまして、委員の先生方から確認、または御説明をという事項があれば、ここで全体

について御質疑いただければと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、これで議題２を終わりにいたしまして、これから評価のとりまとめの審議へ

進みたいと思います。いつもで大変申し訳ありません。JNES 殿におかれましては御退席

ということで、本日は御参集、御説明どうもありがとうございました。

（原子力安全基盤機構関係者退室）

○大橋部会長 それでは、議事を再開ということで、事務局から御説明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 それでは、参考資料５を見ていただきたいと思います。これは

前回の部会でもお配りさせていただきましたけれども、業務実績の評価基準というもので

ございまして、全体評価をどのように行うのかということでございます。

１ページめくっていただきまして、２ページの下３分の１のところでございますが、

「（２）総合的な評価の基準及び方法」ということで、評価項目といたしましては、業務

運営の効率化に関する事項、サービスの質の向上に関する事項、財務内容の改善に関する

事項と、大きくはこの３つでございます。サービスの質の向上に関する事項については、

検査等業務から国際業務、広報業務までの５項目がございます。これらにつきまして、そ

れぞれ評価をいただき、点数につきましては、ウェイトづけをして、これを勘案しながら

評価をすることになってございます。

次の３ページですが、各評価項目の評価点数につきましては、先般、AA～Ｄまでおつけ

いただきましたけれども、AA は５点、Ｄは１点という５段階で点数がつくようになって

ございます。これらの評価点数にウェイトづけをし、加重平均で算出することになってお

りまして加重平均による点数が以下のどの範囲に入っているかということで、総合的には

AA なのか、Ａなのか、或いはＤなのかを評価をするというルールになってございます。

お手元に資料３と、それから、一枚紙をお配りさせていただいておりますが、全体の点

数というか、評価でございまして、一枚紙を見ていただきますと、５人の委員の皆様から

先般いただきました、それぞれの項目につきまして、AA～Ｄまでをつけていただいたもの

を事務局として５～１点に数値化をして、それを一覧表にまとめてございます。

例えば「業務運営の効率化」につきましては、更に「１．人材の確保・育成・活用」か

ら、「役職員の給与等の水準の適正化」まで項目がございます。例えば「１．人材の確保

・育成・活用」につきましては、４点、３点、３点、４点でございますので、平均すると

3.40 という点数になります。以下、同様に平均をしていったものが平均欄のところの点数

でございますが、これらを更に平均しますと、業務運営の効率化は 3.30 になります。3.3
0 と申しますと、右上の表でございますが、2.5～3.5 の範囲の中ですから、これはＢとい

うことになります。ということで、業務運営の効率化の評定はＢというふうに整理をさせ
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ていただいております。

以下、「サービスの質の向上」につきましては、検査等業務につきましては 3.40 という

ことでＢ、安全審査関連業務については 2.80 ということでＢ、防災関連業務につきまして

は 3.40 ということで、これもＢでございます。安全研究・安全情報関連業務につきまして

は 3.20 になりますので、これもＢでございます。国際業務、広報業務でございますが、こ

れにつきましては 4.0 でございますので、Ａ評価になります。

財務のところは、本当は今日の説明をお聞きいただいたうえで評価いただくんですが、

事務局でＢを入れさせていただいております。もし御異存があるようでありましたら、後

ほどおっしゃっていただければと思います。

それぞれの項目の評価結果を入れ込んだのが上の表でございまして、Ｂ評価は３点、Ａ

評価は４点ということで、ウェイト付けをして平均しますと、総合的には 3.05 という点数

になります。したがいまして、3.05 は 2.5 と 3.5 の間でございますので、総合評価はＢと

いう評価結果でございます。各委員の皆様からいただきました評価結果を事務局で数値処

理した結果でございます。

この表を見ていただきますと、委員によりましてばらついている項目が幾つかございま

す。例えば「２．業務運営の効率化」の２につきましては、５点、４点、３点というふう

にばらついております。更には、サービスの質の向上につきましては、安全審査関連業務

では２という評価がございます。防災関係につきましては、更にばらついていまして、高

い人は５点、低い人で２点ということで、非常に内容的にばらついてでございます。これ

らの項目につきまして、各委員の皆様からどにようなコメントがよせられたを御紹介させ

ていただきますと、例えば「２．業務運営の効率化」の４ページをお開きいただきますと、

組織運営の高度化（機動的・弾力的な組織運営）のところでございまして、１つは、福島

の事故対応を踏まえて、組織を機動的・弾力的に運営を行い、更には、国内外で発生した

事故・トラブルの運転経験を迅速かつ効率的に反映させるということで、クリアリングハ

ウス活動を行ったというところでございます。ここにつきましては、コメントといたしま

しては、福島の関係につきまして、機動性の高い体制をつくり、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ということ。

更には、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

的対応であって、かつ国民の期待に沿った結果が得られたとは言いがたく、年度計画を超

えた JNES 成果として評価するのは困難であるというコメント。

更に、未曽有の大震災という有事対応は大いに貢献があったと思われる。

それから、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、事故に際して、迅速に保安院を支援した。

一方、保安院をサポートする形で事故対応に当たり、専門的立場から重要な働きをして

いる。これは最大限評価されるべきである。

事故対応につきましてのいろんなコメントをいただいております。
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それから、非常に大きく評価が分かれた防災の関係でございますけれども、33 ページで

ございます。４名の委員からそれぞれコメントをいただいておりまして、事故対応に対し

ましては、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

量の両面で優れた業務を実施したものと認められる。

その一方、防災体制の目的、これは中期目標に書かれている目的でございますけれども、

「住民や環境への影響を最小限に抑える」に照らすと、福島の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。

それから、現場の方々の大変な御尽力があったと思われる。

更には、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。一方で ERSS が当初の想定の稼動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するとＡだというようなコメントをいただいて

ございます。

それから、数ページ戻っていただきまして、安全審査関係の 30 ページでございますが、

結果論で評価していることは重々承知しているけれども、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得た事由、提案すべき事由について、NISA ともっと情報共有、

提携していれば、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

ではないかというコメントもいただいてございます。

時間の関係ですべてのコメントを御紹介するのは省略させていただきますが、評価が分

かれたようなところの各委員からのコメントは以上でございます。

資料３の１ページへ戻っていただきまして、総合評価のポイントということですが、Ｂ

評価のポイントとして、「１．業務運営の効率化に対する評価」については、１つは、人

材育成の関係でございますけれども、専門性の高い人材の採用に向けた取組みと効果的な

研修が行われていること。

更には、福島の事故対応、クリアリングハウス機能の充実、安全研究計画の一元化等々

の我々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

いる観点。

更には、業務経費等の削減を図るという観点から、随契割合の減少、一者応札割合、落

札率の水準の改善等々に向けた取組みが積極的に行われていて、きちんと成果も出ている。

それから、給与水準、総人件費につきましても、低減に向けた取組みが計画的に行われて

いるということをポイントとして記載させていただいております。

それから、次のページでございますが、「サービスの質の向上に対する評価について」

でございます。各業務ごとにポイント的なところを記載させていただいておりまして、検

査につきましては、通常の検査に加えて立入検査についても着実に対応している。その一

方で、溶接検査漏れがありましたが、QMS の仕組みにおいて原因究明と再発防止対策が

講じられていて、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必要ではないか

ということを書いてございます。
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安全審査につきましては、クロスチェック解析、バックチェック、高経年化に対する技

術評価等が的確に行われている。

防災につきましては、先ほどのコメントにありましたとおりの文言を記載させていただ

いております。

安全研究・安全情報関連につきましては、外部評価委員会の充実を図って、政策効果を

厳格に評価をして、必要性の高い分野に重点化した仕組みを導入して運用が図られている

ということ。

最後に、国際業務・広報業務につきましては、TSO の国際会議、柏崎で開かれました耐

震関係のシンポジウム、こういったものの開催支援、それから、新興国のベトナムを初め、

アジア諸国に対する協力支援等、国際協力、国際展開の点で多大な成果を得ている。更に

は、今回の震災対応でも、国際的な情報発信・伝達に大いに貢献をしている。

広報業務につきましては、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ことを記載をさせていただいてございます。

最後に「財務内容の改善に対する評価について」は、財務内容は適切であるし、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ということを総合評価ポイントと

して記載をさせていただいております。

事務局からの説明は以上でございます。

○大橋部会長 ありがとうございました。

それでは、部会としての評価を、できれば本日、定めていくということになりますけれ

ども、まずは御自由に御討論をお願いできればと思います。よろしくお願いします。

どうぞ。

○東嶋委員 今更の質問で、もう伺っていたのかもしれませんが、例えば、サービスの質

の向上で、安全研究関連が 15％で、国際・広報業務が５％という、この割合は予算で割合

が決められているんですか。

○長谷部統括安全審査官 いえ、人数割合で決めております。

○東嶋委員 でも、それは当初のことで、事故のときは、例えば、みんな防災にばーっと

行ったり、広報をばーっとやったりとかしたわけですよね。せっかくいい評価だった防災

とか国際が５％しかないしとか思って、でも、さっきの話だと、安全研究というのがいっ

ぱいお金を使っているから、そうなのかなと思ったりしたものですから。わかりました。

○長谷部統括安全審査官 ３月 11 日から 20 日間をどう考えるかということかと思います。

○東嶋委員 この割合は毎年同じなんですよね。

○長谷部統括安全審査官 同じです。

○大橋部会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○遠藤委員 今回の評価は、例の事故がありましたから、どの線で物事を考えるかによっ

て評価の答えは相当違ってきていると思いまして、私自身も、どの線で切って考えたらい

いのかなということは大変悩みました。要するに、JNES に与えられたミッションが相当
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明快になっていて、ここからここで評価しましょうということが明示されていれば、そう

いう評価の仕方もしようと思ったんですけれども、もともと JNES と保安院と一体である

し、保安院と経済産業省、あるいは国とほぼ一体でもあるということから、JNES の機能

だけを切り離して評価するというのは、国民視線からいって耐えにくいだろうなというこ

とで、私の評価としては全体を見させていただいたということになりまして、したがって、

答えにもばらつきが出るような原因になりました。申し訳ございませんでした。

○大橋部会長 いえいえ、ありがとうございました。

○遠藤委員 これをどうこなしていくかと考えるに、大橋先生がこれからまた上部評価部

会でお話をされるに当たって、出ていく数字というのは、この紙が出ていくんですね。

○大橋部会長 そうです。

○遠藤委員 この紙の中で、形がおかしいか、おかしくないかということで議論させてい

ただくということでよろしいですか。

○大橋部会長 はい。

○遠藤委員 そうすると、冒頭にまず総合評価、総合評価は個別評価の積み重ねになるん

ですけれども、総合評価がＡかＢかという観点からいきますと、私自身としては、Ａとい

う数字を出していくのはなかなか難しいんではないかと感じましたので、総合的な数字と

してＢで出ていくということはやむを得ないのかなと、まず思います。

○小笠原委員 私も、今回の震災をどういうふうに期末評価の中に盛り込むかというウェ

イトによって、多分、これは分かれて仕方がないことだなと思うんです。こういう形でば

ーんと総合評価ということで、19 年度から３年連続Ａだったのに、極端に言うと、震災が

なければ恐らくそのままＡとなっていたのに、Ｂだったという結論に対して、総合評価の

コメントが、果たしてそこまで震災に関してきちっと盛り込んで説明をしているかという

と、割と平時モードの、癖のない文章で終わっていまして、何かもう少し、震災がこうあ

った、きっちり仕事はしていたものの、こういった有事に対する予防的なとか、備えの面

からすると、Ａをつけにくいというような評価を少し反映していただければいいのかなと

思いました。

○大橋部会長 ありがとうございました。

そこのところ、どういたしましょうか。私も総合評価がＢになるのはやむを得ないと思

っていますけれども、今年を振り返ってみますと、先生方からお話ありましたように、１

つは、定例的な業務として弾力ある組織運営をして業務運営を効率化しているかどうか、

サービスの質の向上に取り組んでいるかどうか、財務内容というのは１つだけで、随意契

約を下げているかどうか、そういう点から評価しますと、理事長の指揮下、非常に弾力性

ある組織として、部とか課を廃止したり、統合したり、または大胆な安全研究なども、私

は随分前から嫌われながら、そんなＡばかりつくような評価ならやめてしまえとか、随分

言ってきたんですけれども、極めてよくなってきたと思っています。ただ、何も目玉がな

いんだと。昨年度、こういうことがあったので、JNES がこういうふうに活躍したという



- 24 -

のが余りなくて、福島の事故を除くと、淡々と業務をこなしてきたという側面があると思

います。

２点目の検査漏れの件なんですけれども、決められたことをやっていなかったという点

で、独立行政法人として全然だめだとおっしゃられれば、それはそれでしようがないと思

うんですけれども、些細なミスでもありますし、それに向けて PDCA サイクルを回して、

きちんと対応しているということから、そういう些細なミスをとがめ立てして全体の評価

を下げるような取組みはかえって検査員が萎縮するので、そういうことは考慮しない方が

いいと私は思っていたんですけれども、この部会としては、そういう些細な検査漏れに対

して、全体評価に影響を及ぼすような必要はないんだという、何となく、そういう御評価

をいただいたと思います。

３点目の福島対応は非常に難しいところで、この点は規制行政庁の保安院が見解をその

場で多少御説明いただくことにしまして、ただ、御指摘として、私は JNES に責任がある

とも思わないし、だれに責任があるとも、個人的には全く思っておりませんけれども、今

までの審査、または審査補助の体制の中で、こういうことが起こり得ることを、原子力関

係者全体として失念していたということに対して、JNES に責任がないのかと言われると、

やはり重く受け止めるというところもありますので、この辺のバランスで、今年度、平均

していただいたような評価でいきたいというか、そういう評価になってということを考え

ています。

総合評価のポイントとしては、とはいえ、なるべくいいところがあったということは残

しておきたいということと、今後、JNES の業務改善につながるような御指摘は是非いた

だいて、もう少しでこぼこがある評価でもと思ったんですけれども、防災のところにＡを

つけていただいていますし、中については、先生方からいただいたコメントを上の委員会

で紹介する場もありますから、そういうところを紹介しながら、どういう理由でＢになっ

たか、そこのところですけれども、いかがいたしましょうか。福島事故を受けてＢだとい

う説明は１つあり得るし、もしくは今、御説明申し上げたように、淡々と業務をしてきた

ので、普通にＢですという説明もあると思いますし、何かお知恵があればいただければと

思います。

○長谷部統括安全審査官 19、20、21 年度はＡ評価だったのですが、それはそれなりに

目玉というか、19 年のときには、中越沖地震対応として、３か月で耐震関係の専門家を集

めて耐震安全部をつくって、なぜ、ああいう想定外の地震が発生したのかというメカニズ

ムをいち早く JNES が解析をして、次につなげるような対応を図ったというのが目玉だっ

たんです。20 年度は、そういった中で、耐震について新たな知見をどう全国展開をすると

いう意味で、JNES の持っている知識なり経験は生かされていて、21 年度は、更に、停ま

っていた柏崎の７号機が動き出した。動き出すに当たって、設備の健全性に関する検査な

り、さまざまな評価が行われ、更に 14 年間停まっていたもんじゅも動き出し、そこでの J
NES の貢献も非常に大きかった。19、20、21 年度はそれなりに目玉があったと思ってい



- 25 -

ます。

一方、22 年度につきましては、クリアリングハウスの充実だとか、検査についても、立

入検査について、保安院の指示に従ってしっかりやってくれているとか、いろいろ改善を

し、いろいろなことを充実・強化しているわけですけれども、それに更にプラスして、特

徴的なものがあるかというと、なかなか一歩踏み出せないところがあり、そこへ震災があ

って、震災事故については必ずしもいい方向に向いていないという中で、先ほど遠藤先生

がおっしゃったように、国と保安院、JNES が一体として考えられた場合に、JNES だけ

が一生懸命やっているというふうにはなかなか評価し難いのではないかと個人的には思っ

たりもしています。

○大橋部会長 どうぞ。

○東嶋委員 配分はこれで納得するとしまして、各委員の先生方の点数と、その平均値を

項目ごとに拝見しますと、平均点が、例えば、４だったり、3.40 だったりという、限りな

くＡに近いけれども、Ａになれない、１人ぐらい評価の低い方がいらっしゃってＡになれ

ないみたいなところがあるんですが、評価にならしたときは、3.4 だの、４だの、そうい

う高い数字はみんなＢになってしまって、それの総合点でＢになってしまうのです。

１つには、年間を通しての業務の中でも、光るものはこの点と、この点と、この点はあ

ったという、3.4 とか、４とか、そういう高い評価を得た項目については、Ａに近い評価

だったみたいな書きぶりにしていただき、総合点としては、日常業務に加えて、福島対応

も考えねばならず、Ａをあげてもよかったけれども、Ｂになりましたみたいな言い方を大

橋先生がしていただければ。

ただ、福島対応のところも、防災関連業務の項目だと思うんです、お１人低いんですけ

れども、平均すると 3.4 で、低い２の方が３にすると、3.5 もＢか、ＢはＢなんですね。

いずれにしても、少し高めのところは、よくやった、だけれども、総合はＢであると書い

ていただければと思います。

○大橋部会長 ありがとうございます。

どうぞ。

○遠藤委員 各委員の評点を並べ合わせて、こういう結果になりました。こういう結果を

見て、今日もせっかく皆さんお集まりいただいてお話をしているんで、項目ごとに、例え

ば、こういう事情がありました、こう考えましょうねということが、この部会の中で合意

されれば、この点数にこだわることもないんではないか。実は、こういう面があって、本

当はよかったんですということがあれば、例えば、防災をＡにしてみるとか、業務運営の

効率化、私は実はここは相当いい線行っているなと思っているんですけれども、これをＡ

にしてみるとか、でも、結果としては、全体ではＢかというような、先ほど強弱をつけた、

項目ごとの評価があってもよろしいんではないでしょうかというお話がございましたが、

そのようには私も思います。

業務運営の効率化というのは、福島とは根本的なところで関係がございませんよね。ど
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ちらかというと、機動的に人を配置できたとか、資金でさえ利用できたという意味からい

くと、もう少し足してもよかったかなと。

○東嶋委員 確かに業務運営の効率化のところの２番は４点を取っているからＡなんです

ね。ほかの細かいところを見ても、Ａに近いＢの点なんですね。でも、平均してしまうと

Ｂになるから、賛成です。業務運営の効率化は機動的な運用というすばらしい面もあり、

Ａであるという評価はできるかもしれません。賛成です。

○遠藤委員 これは案ということでよろしいですか。

○長谷部統括安全審査官 そうです。

○大橋部会長 そうすると、遠藤先生からいただいたように、業務運営の効率化のところ

を全体に高い御評価もいただいているので、Ａにというのができるか、できないか、ぎり

ぎりみたいなところかもしれませんね。でも、随意契約を下げるとか、一者応札を下げる

ということで、最大限に近い努力をしておられるとは思います。なかなか応札してこない

んです。応札する候補者が余りいませんから。それでも契約を開けたりして、なるべく２

社、３社が応札してこられるようにずっとやっていただいているんですけれども。

○東嶋委員 研究系というか、理科系の研究所はみんなそうですよね。

○大橋部会長 そうです。特殊なのは特殊ですから。

○東嶋委員 先生が今おっしゃったのは、「業務運営の効率化」の中の何番のことですか。

○大橋部会長 ８の「入札・契約の適正化」のところですね。

○東嶋委員 なるほど。ただ、従来の業務に加えて震災対応が入ってきて、震災対応に関

しては、防災関連業務の文言のとおりだとすれば、そのとおりやったということなんでし

ょうけれども、実際、現実を見ると、非常に機動的に対応してくださって、よく頑張った

という見方の方が多いのではないかと思うんですが、そこが反映されるところがないとい

うか、３－３のところと２－２のところしかないわけですね。

○大橋部会長 済みません、一番高い点をつけているのは私なんですけれども。そこの２

つを５に。

○東嶋委員 この２という先生が３でもいいですよと言ってくれれば。

○大橋部会長 いえ、点の修正というのはなしで結構だと思うんですけれども、全体とし

て。

どうぞ。

○片山企画調整課長 １点だけ、防災関連業務の評価をしていただくときに押さえておい

ていただきたいファクトとして、オフサイトセンターと、あと ERＳS というシステムの

運営整備は JNES の防災関連業務の非常に大きなウェイトを占めています。この２つが今

回の震災でだめだったんです。

まず、ERSS は通信途絶でリアルタイムデータが送れませんでした。それから、オフサ

イトセンターは、例えば、非常用ディーゼル発電機がついているんですけれども、油が十

分にない。例えば、備蓄の食料も数日分しかない。水もない。ですから、こういう複合災
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害が起きたときに機能維持ができるような前提としてハードが整備されていなかったとい

うことなんです。ひとえに JNES だけの責任ではないんですが、ただ、JNES の防災関連

業務の中で非常にウェイトの大きい２つが機能が十分発揮できなかった。これは国会質疑

などでもいろいろ言われているところでございまして、そこはファクトとしてあるという、

その上で御判断をいただければということでございます。

○東嶋委員 結果としてはできなかったけれども、オフサイトセンターにどういうものを

常備しておくというのはだれが決めるんですか。

○片山企画調整課長 基本的には国と県です。県の所有物ですので。ただ、オフサイトセ

ンターのいろんな運営支援は JNES の非常に大きな役割になっています。決定権限が JN
ES にあるとは申し上げませんけれども。

○東嶋委員 支援をするということですよね。ただ、結果としてこれは動かなかったけれ

ども、支援はしたわけですよね。支援をするという役割が目標としてここに期待されてい

て、実際、オフサイトセンターや何とかかんとかは動かなかったけれども、支援はしたわ

けですよね。だから、求められている目的に対してはやったわけですね。

おっしゃったように、支援をするということが求められていて、何日間、必要なものを

常備する、しないというのを決めるのは JNES ではなくて、政治がするわけでしょう。だ

から、JNES がしなかったということが問題にはならないんではないですか。

○片山企画調整課長 そういう御評価をしていただいてもいいと思います。ですから、要

は、どういう観点から御評価をされるのかという御議論だと思います。

○大橋部会長 JNES が悪いわけではないですけれども、機能しなかったという事実はあ

って、それは JNES の事業の一環ではあるわけですね。

○東嶋委員 関係ないですけれども、何とかの事業の一環であるとか言っているから、だ

れの責任なんだか何もわからなくなってきて、結局、どこが悪いのかわかりませんね。

○大橋部会長 そういうのを今後に生かすということは、JNES の業務にも今後関わって

くると思いますけれども、全般的には、今回は福島ということが大きいでしょうか。定型

的な業務として特段目玉になって何かをということはなくて、プラスのポイントとしては、

遠藤先生からいただいたんですけれども、Ａにするのは難しいかなと思うんですけれども、

随意契約率と一者応札率を下げるのに努力をしているとか、弾力的な組織運営を、これは

理事長のリーダーシップだと思いますけれども、かなりやっておられる。

それから、防災に関しては、独立した行政法人ですから、そんなのがあっても、おれは

勤務時間以外勤務しないよと、みんな言う権利はあるんですけれども、多分、保安院も、

JNES の方も何日も徹夜してずっとやられたであろうことだとか、最後に、国際関係でリ

ーダーシップを取られて、アジアのまとめとか、国際会議を開かれた、そういうところは

評価するんだという話は、責任を持って口頭でいたしますけれども、全体としての評価は、

先生方の評価にあるとおりだと私も思います。

私は、原子力が非常に厳しい状況にあるので、わざと高い点をつけて明るくという意図
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も持ったんですけれども、先生方の意見を聞くと、そのとおりですので、保安院で御検討

いただくとしても、全体としては、業務運営の効率化を挙げていただくとか、何か防災関

係のところを挙げてというのもなかなか難しいような気がするんですけれども、保安院と

してはいかがでしょうか。

○長谷部統括安全審査官 今、おっしゃったような契約の関係については、継続的に取り

組んでいるのは確かでございますから、そこをもう少ししっかりと、そういうのがわかる

ような表現にして、活動でよく成果が出ているところはそれなりに表現をするということ

の修正はしたいと思います。

○大橋部会長 私が勝手に判断しているわけではありません。Ｂがずっと並んで、１つだ

けＡで、平均すると完全なＢですよというんではなくて、先ほど遠藤先生おっしゃってい

ただいたように、どこかＡがあって、東嶋先生もおっしゃっていただいたんですけれども、

こういうところはよく頑張っているけれどもということが可能であれば、私も個人的にも

お願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○遠藤委員 正直、業務運営の効率化については一生懸命やっておられるし、続けて一生

懸命やってもらいたいという気持ちもありますので、ここでは福島とは関係なしに、Ａと

いう評価があってもいいんではないかと私は思います。

○大橋部会長 では、随意契約率とか、お金だけの話でもなくて、いろいろ組織運営とか、

弾力的にやっておられるという点を考慮して。

○遠藤委員 人件費はこういっているんですよね。

○大橋部会長 人件費はちょっとだけ上がったんですね。

○遠藤委員 年ごとの変遷で言えば、別に増えているということではない。組織全体の人

件費としては少しずつ下がってきているということは、私はいいんではないかと思います。

○小笠原委員 ２－２の機動的・弾力的運営は、福島で起こった原発対応とか、法律に基

づいて非常に機動的に行ったという点は間違いないんだと思うんで、私は個人的には、官

民競争入札の話は、もともと議論としてなじみにくい性格の事業ですから、これを持ち込

んでよくやったというのは、ちょっとどうかなという話なんです。

○大橋部会長 済みません、官民競争入札の下ですね。官民競争入札は該当しないという

感じですか。

○小笠原委員 入札・契約の適正化ですね。

○東嶋委員 でも、それを取って、平均点は３とか 3.2 だから、Ｂの中でも、ちょっとよ

いＢですね。

○長谷部統括安全審査官 Ｂの中でも、Ａに近いＢなのかどうなのかという表現の仕方も

認められていたような気がいたします。Ａとするというのもありますが。 
○大橋部会長 いかがいたしましょうか。

○東嶋委員 ここでＡとかＢとか決めるんですか。

○大橋部会長 ここで決めていただければ、それが原案で、業務運営の効率化のところが、



- 29 -

平均しますとＢですけれども、全体的な動向だとかバランスを考えて、ここのところをＡ

にしていただけるというんであれば、それでよろしいですか。

○東嶋委員 賛成です。

○小笠原委員 これは単純平均しているからで、今回は組織運営の高度化という実に大き

なテーマで、これを加重平均というか、傾斜でやっていけば、恐らくＡとなるんではない

か。

○東嶋委員 そうそう。

○大橋部会長 ありがとうございます。

では、部会の案としては、業務運営の効率化をＡとさせていただいて、サービスの質の

向上につきましては、全部Ｂが並んで、一番下はＡですけれども、福島のことを受けて、

原子力全体としても重く受け止めるということで、やむを得ないということから、全体の

評価としては、先生方に御評価いただいたとおり、Ｂとして報告をするというのをこの部

会の原案にさせていただければと思います。ありがとうございました。

それでは、先ほどいただきましたように、総合評価のポイントは、Ｂをつけるというこ

との逆転のような意味合いで少しほめて、いいところを御紹介をしておく。そのことが J
NES がまた引き続きやっていただくことをエンカレッジするように事務局で御検討いた

だきまして、私と相談して案をつくることにさせていただければと思います。ありがとう

ございました。

それでは、事務局から御説明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 それでは、２点ほど御連絡といいますか、１点目は、今後のス

ケジュールでございますけれども、７月 14 日に親委員会がございます。そこで大橋部会

長から本日の結果につきまして御報告をし、最終的に評価がまとまることになってござい

ます。

それから、もう一点、本日の議事録につきましては、事務局で作成をして、委員の皆様

に御照会をさせていただいて、その後にホームページで公表させていただくことを予定し

ておりますので、よろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

○大橋部会長 それでは、議事録につきまして、何かお気づきの点があれば、随時御連絡

いただければと思います。本日のところは原案どおりということにさせていただければと

思います。

以上で本日の議題は終了したということになりまして、これで JNES 部会を終了したい

と思います。お忙しいところ、御採点いただきまして、また、今日は長時間御審議いただ

きまして、ありがとうございました。

以 上


