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○長谷部統括安全審査官 小笠原委員が遅れるというメッセージが入りましたが、定刻も

過ぎてございますので、審議を始めさせていただきたいと思います。これから第 22 回「原

子力安全基盤機構部会」を始めさせていただきます。お暑い中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 本日の議題といたしましては、第２期中期目標期間が本年度で終了するということを受

けまして、次期中期目標の策定に向けた組織・業務全般の見直しの方針について御審議を

お願いしたいと考えているところでございます。  

 それでは、大橋部会長に以後の進行をお願いいたします。  

○大橋部会長 お暑い中、御参集いただきましてありがとうございます。本日は原子力安

全基盤機構部会の第 22 回ということで、本年度で終わります中期目標・中期計画期間の

次の中期目標・中期計画の議論のキックオフを開始する部会になっています。諸般の事情

からいろいろ、次のことを考えたりすることがどれぐらいの意義があるかとか、どれぐら

い一生懸命お願いをするかというところが、難しい点もあるかと思いますけれども、ここ

は淡々と王道を進むということで御議論をお願いできればと思います。  

 それでは、本日の議事に入ります前に、まず事務局から資料確認等をお願いします。  

○長谷部統括安全審査官 それでは、お手元の議事次第の資料一覧を御参照いただきなが

ら、本日お手元にお配りさせていただいています資料の確認をさせていただきます。  

 資料といたしましては、資料１－１、資料１－２、それから、資料２の３点でございま

す。 

 更に、参考資料１から参考資料８まで８点の参考資料を配付させていただいております。 

 不足等がございましたら、お申し出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、議題１、１つ用意いただいているところですけれども、これで、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・業務全般の見直し当初案について事務局か

ら御説明をお願いします。  

○長谷部統括安全審査官 当初案につきましては、参考資料１、参考資料２に、その必要

性、見直しに当たっての取組方針が示されておりますけれども、時間の関係もございます

ので、資料を用いての詳細な説明は省略させていただきますが、中期目標期間終了時には、

組織・業務全般に関する見直しを行った上で、これら見直し結果を反映して、次期中期目

標・中期計画を策定するということになってございます。  

 本日、御審議いただきます見直し当初案につきましては、第２期中期目標期間での活動

状況、更には最近における JNES を取り巻く状況変化などを踏まえて見直した結果でござ

いまして、次期中期目標期間において重点的に取り組むべき事項を整理したものでござい

ます。今後、省内の親委員会、更には総務省の評価委員会での検討を経まして、今年の秋

ごろに最終案としてとりまとめられて、その後、検討されます次期、第３期の中期目標・



2 

 

中期計画の骨子になるものでございます。  

 本日は、初めに私どもの方から、現行の中期目標のポイントといったところを簡単に御

説明し、続いて、現中期計画の達成状況と課題などにつきまして JNES の方から説明をさ

せていただいた後に、当初案の事務局案を御審議いただければと考えているところでござ

います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 小笠原先生、ありがとうございます。申し訳ありませんが、時間を尐し過ぎたところで

開始させていただきました。  

 それでは、御説明をよろしくお願いします。 

○長谷部統括安全審査官 私の方から、参考資料３を用いまして、第２期中期目標のポイ

ントを、簡単にかいつまんで御説明させていただきたいと思います。これまで、年度ごと

の業績評価をお願いいただいたわけでございますけれども、平成 19 年度以降の第２期中

期目標がどんなだったのかをかいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。  

 開いていただきまして、「Ｉ．中期目標期間」ですが、平成 19 年４月１日から来年３月

31 日までの５年間ということでございます。  

 「II．業務運営の効率化に関する事項」ですが、２ページ目に、１つは「人材の確保・

育成・活用」で、一番最後のパラグラフ、「このため」というところですが、バランスの取

れた人員構成に配慮し、優れた専門的知識と豊富な経験を持つ人材を確保する。更には、

計画的な人材育成・プログラムを開発し実施するということ。そして、効果的な人材活用

を図るための人材配置等を行うというようなことを掲げております。  

  

 次に、「３．組織運営、業務の質の向上、業務執行の高度化」ですが、ここでは経営機能

の強化、機動的・弾力的な組織運営、責任の明確化、保安院等との連携強化、品質及びリ

スクマネジメントシステムの維持・改善等によって、業務の質の向上を図っていくという

こと。 

 加えて、安全研究業務に対しては第三者評価による業務の効率的な実施、内部監査によ

る適正な機構業務の執行を確保するというようなことが掲げられております。  

 次の３ページへ行きまして、「５．業務の効率化」でございます。ここでは大きく３点ご

ざいますけれども、１つは「外部能力の活用」で、JNES においては、必要となる施設は

固定的経費を負担することがないようということで、外部能力を活用する。また、経費削

減という観点からも、外部の人材を活用するというようなことがうたわれております。  

 「（２）情報化の推進」。  

 「（３）業務経費等の削減」で、一般管理費、事業費について、それぞれ３％、１％以上

の削減を行う。総人件費につきましても、５年間で５％以上削減する。更には③のところ

で、随意契約についての見直し等を行いながら、一般競争入札の導入・範囲拡大、契約の

見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図っていくというようなことがうたわれてお
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ります。 

 「III．サービスその他の業務の質の向上」に関するところでございますが、これにつき

ましては、検査等業務、安全審査等関連業務、防災関連業務、安全研究・安全情報関連業

務、それから、国際業務、広報業務等でございます。  

 具体的には、５ページ以降でございます。５ページの「１．検査等業務」ですが、これ

は法令に基づく各検査、審査及び確認の業務を行うこととされており、これらを公正かつ

厳正に、また、機動的に実施する。それで、検査等に係る人材の業務遂行能力の向上等も

図るというようなことでございます。  

 更には、第２期中期計画では新検査制度についてうたわれておりまして、新検査制度の

導入に向けて、体制の見直しとともに、導入後に機構が実施することとなる検査等業務を

効率的かつ効果的に実施するということでございます。  

 「２．安全審査等関連業務」で、これにつきましてはクロスチェックのための解析、高

経年化に係る技術評価の妥当性確認のための評価等を行う。更には、アクシデントマネジ

メント等の妥当性を検証するための評価といったものも実施するようにということでござ

います。 

 「３．防災関連業務」で、これにつきましては６ページの上から３行目からで、原子力

災害等が発生した場合には法令及び保安院の指示に基づいて、防災に係る業務を実施する。

更に平常時においても、国及び自治体等が実施する防災訓練の支援、更には研修といった

ようなことについても実施するとともに、オフサイトセンターの設備等物的基盤の適切な

更新・維持管理、体制及び要員の維持・改善等を実施するということになってございます。  

 「４．安全研究・安全情報関連業務」で、これにつきましては成果の活用ということで、

我々保安院が実施する制度の見直し、審査、検査等のための規定等の策定、更には学協会

規格のエンドース等に対する支援、それから、機構が実施する検査、技術評価等のための

ガイドラインの策定等々に活用するよう、安全研究・安全情報関連業務を行うということ

で、下の６行のところに書いてありますが、安全情報の収集・分析・評価については、よ

り重要度の高いものに重点化をして行う。調査、研究につきましても、喫緊の課題に重点

化するというようなことがうたわれているところでございます。  

 次の７ページで、「５．国際業務、広報業務」で、これにつきましては海外の原子力安全

に係る情報を収集、整理、蓄積するとともに、保安院と協力して、多国間、二国間の国際

協力に関する業務を実施するということ。広報の関係では、安全規制に係るわかりやすい

情報提供に努めるということでございます。  

 財務につきましては、「１．業務の効率的な実施」、それから、「２．透明性の向上」とい

うことで、ここに掲げられているようなことが要望されているということでございます。  

 以上、簡単でございますが、第２期中期目標の内容について御説明をさせていただきま

した。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  
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 それでは、続きまして JNES 殿から御説明をお願いできればと思います。  

○曽我部理事長 詳しいところにつきましては、後ほど資料に基づきまして企画部長から

説明いたしますが、私からは２～３、要点を申し上げさせていただきます。  

 この第２期中期目標期間、４年ちょっとになりますが、これを振り返りまして、やはり

何といっても福島第一原子力発電所の事故は非常に大きくて、JNES としても、これをよ

く考察することなくして JNES の将来を見通せないという状況だと思いますが、一方で、

もっと高いレベルでこの事故に関する調査・検証が行われておりますし、また御承知のよ

うに、規制行政の組織について整理も含めて議論されているところでございますので、そ

れを踏まえる必要があると思います。従いまして、ここでは福島に係る部分は控えさせて

いただきまして、それ以外につきまして申し上げさせていただきます。  

 まず、先ほど第２期中期目標で何を求められているかということで御紹介がありました

けれども、業務の質の向上、それから、組織の経営の効率化という点でみますと、ほぼ目

標に沿って達成できた、おおむね満足すべきものであったのではないか。尐なくとも、大

きな問題はなかったと思っております。ただ、検査業務につきましては、一部、検査ミス

等がございまして、今後、品質の向上には努力する必要があると思います。  

 それから、中期目標とは直接関係はしませんけれども、やはり技術専門機関として総合

的な実力の向上を図りたいということで、私は３つ掲げてまいりました。専門性、情報発

信力、それから、国際性、この３つについて努力するよう指導してまいりましたけれども、

まだまだ今後とも努力する必要があると思っております。  

 もう一つ、重要な点を申し上げますと、それは原子力安全・保安院と JNES の役割分担

でございます。御承知のように、この機構法上は、特に JNES の役割として、保安院の支

援機関という位置づけにはなってございませんけれども、この中期目標において実質的に、

しかもほぼ 100％、支援業務を行うというふうに位置づけられておりますが、これまでを

振り返りまして、100％、支援業務をする必要性があるかどうか。それから、その関わり

合い方が、本来対等の組織であるはずなんですけれども、実質的にかなり強い上下関係に

なっている。勿論、行政責任は全面的に保安院が負っておりますので、それは尊重される

べきでありますが、適切な緊張関係の下でよく連携を持つという意味で、そういうふうな

上下関係というのは余り適切ではない。  

 その結果として、どういう問題があるかといいますと、私どもの姿が外から見えない、

責任もはっきり見えないというままで仕事がされておりますので、私たちにとっては好ま

しくないし、規制行政全般にとっても余り好ましくないのではないかなと思っておりまし

て、是非、その点につきましては役割分担、勿論、支援機関としての機能は非常に重要で

あると思っておりますけれども、今までのような関係での支援業務のやり方がいいのかど

うかについて踏み込んだ議論をしていただければありがたいと思っております。  

 以下、詳細につきましては企画部長から説明いたします。  

○大橋部会長 お願いします。  
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○村上企画部長 それでは、お手元の資料１－１、資料１－２でございます。  

 資料１－２で、これは詳しく文章で実績を書いてございますが、詳し過ぎまして、この

時間内で説明できませんので、資料１－１の方に要点を書いてございまして、こちらを中

心に御説明をしたいと思います。  

 まず、資料をめくっていただきますと、目次がございます。通常、「業務運営の効率化」

が先に来るんですけれども、今回は「サービスの質の向上」の方から御説明したいという

ことで、順番を入れ替えてつくってございます。  

 ２ページ目で、「Ｉ．サービスの質の向上」の「１．検査等業務」でございます。これに

つきましては、先ほど保安院さんから中期計画のポイントの御説明がありましたから、こ

の部分は省略いたします。 

 実績につきましては、決められた検査を着実にこなすという意味で、４年間で約５万人・

日の検査実務をやってきた。かつ、標準処理期間内の処理も努めてきたということでござ

います。それから、立入検査につきましては、特に中越沖地震後の柏崎刈羽のプラント状

況の確認や、もんじゅの検査の関係で立入検査をして報告してございます。  

 その結果、毎年度、着実に年度計画を実施しておりますので、本中期計画についても達

成の見込みであるというふうに評価しております。併せまして、先ほど理事長からもお話

がありましたが、検査のミス等がございまして、これについては今後、きちんと改善に取

り組んでいくということが必要であると考えております。  

 続きまして、３ページ目でございます。「１．検査等業務」の中の、検査員の研修等の項

目でございます。これは計画的に検証するということと、年間５％以上の時間を研修に充

てるということが目標でございました。 

 これらについては、すべて実績として達成してございます。研修についても、４年間で

約 5.3％の研修をやっているということであります。  

 その意味で、本中期計画は達成の見込みでございます。ただ、今後につきましては、先

ほどの話に関連しますが、熟練した検査技能を持った者が現場を巡回・指導などをしまし

て、より具体的に検査の質を上げていくという取組みが必要であると思っております。  

 次に、４ページ目で「１．検査等業務」の「（３）新検査制度への対応」でございます。

これは新しい検査制度として、この手法をつくるというところについて保安院さんを支援

するということと、それから、実際にそういった検査ができるような体制をしっかりつく

るということが目標でございました。 

 これにつきましても、評価の方法について保安院さんを支援しました結果、この制度に

ついては運用が開始されております。それから、検査をするためのマニュアル類の整備、

体制づくりといったことも進めまして、実施に入っております。  

 その結果、これらについては着実に年度計画を達成しましたので、本中期計画について

も達成見込みというふうに評価させていただいております。それから、検査につきまして

は、そもそも検査制度は現状でいいかという問題がございますので、我々の方で気付く範
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囲で検査制度の提言活動をやっていきたいと考えているところでございます。  

 続きまして、「Ｉ．サービスの質の向上」の「２．安全審査等関連業務」でございます。

これは保安院さんの指示に従って、事業者がやってきた許認可の申請について、または高

経年化の評価といったものについて、その妥当性を評価するために JNES 側で解析・評価

等を行うというものでございます。あと、事故・トラブルが起きますと、それらの再発防

止等について提言等を行うような技術支援を行うというものであります。  

 これについては、保安院さんの指示に従いまして、クロスチェック関連全般を着実に実

施し、答えを保安院さんに報告してきたということであります。それから、事故・故障に

関しても、新潟県中越沖地震につきましては、特に柏崎刈羽の地盤関連の分析等々をやっ

てございます。  

 それで、本中期計画の達成の見込みで、平成 19 年度に AA をいただきまして、これは

中越沖地震の評価を受けたときにいただいたわけでございますが、こういったことで、中

期計画全般を通しまして達成の見込みでございます。  

 続きまして、６ページ目で、「３．防災関連業務」でございます。これにつきましては、

ここに書いているとおりの中期計画のポイントでございます。着実な防災の業務の実施を

中心といたしまして、訓練の実施や ERSS 設備等の維持運用といったものが目標でござい

ます。 

 これについては、ちょうど福島の事故がございまして、規程に基づきまして、JNES 側

でも 24 時間の防災体制を引きまして対応してきたというのは前回の業績評価の中で御説

明したとおりでございます。ただ１点、ERSS 設備については停電によりまして機能が一

部損失してしまったというようなことがございまして、こういったことを抜きますと、着

実に決められたことについてはやったのではないかと思っております。  

 それで、全般的に、この平成 19 年度の評価でございますが、ほぼ着実に年度計画を実

施してございますので、そういう意味で、本中期計画は達成の見込みというふうに評価し

ております。ただ、先ほど申し上げたように、福島第一の事故につきましてはその教訓が

ございますので、これに基づきましてさまざまな課題がございます。これについて一生懸

命取り組んでいく必要があるということをここに記載してございます。  

 ８ページ目で、「４．安全研究・安全情報関連業務」でございます。これは先ほど中期計

画のポイントにございましたように、研究が目的ではなくて、研究の成果を具体的に保安

院さんが実施する制度の見直しやさまざまな規制への反映といったところに生かすという

のが大きな目標でございます。  

 これらにつきましても、順次やっております。成果については後ろの方に参考資料を付

けてございますので、そちらの方でもまた御紹介いたしたいと思いますが、いずれにしま

しても、各年度の計画は順調に達成しまして、本中期計画全体を通して達成の見込みとい

うふうに評価しております。  

 この安全研究につきましても、更にもう尐し効率的にできないかとか、それから、規制
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当局の具体的な要望を一部超えていても、我々の専門性に照らしたいろんな活動等を今後

やっていく必要があるのではないかと考えているところでございます。  

 次に「Ｉ．サービスの質の向上」の「５．国際広報業務」で、９ページ目でございます。

まず海外の情報の調査、情報発信、二国間・多国間の情報交換等、それから、近隣アジア

諸国等への協力といったようなことが目標になってございます。 

 これらについては、平成 22 年度の業績評価の中でも御説明したとおり、特に平成 22 年

度は大きな国際会議を幾つもこなしまして、着実にやってきたということでございまして、

各年度、順調に計画を達成したという評価をいただいておりますので、本中期計画全体を

通しまして達成の見込みというふうに考えております。  

 今後につきましては、国際協力については、より目的を明確にしながら戦略を立てて、

順次、きちんとやっていくということ。それから、二国間の取り決めがございますので、

そういったものをしっかり履行していくことが重要だと考えております。  

 続きまして、10 ページ目で、今度は広報業務でございます。広報業務では、JNES がや

っていることをきちんと国民の方々に理解していただくということを中心に広報していく

ということでございます。  

 それで、主な実績としては、これも尐し御紹介しましたけれども、ホームページは毎年

改良を続けておりまして、去年はついに１位になったということで、そういった媒体の工

夫等についても順次やってきておりますので、そういう意味では毎年度の計画は達成し、

本期間中を通して目標を達成できる見込みであると考えております。  

 ただし、今回、福島の事故がございましたので、こういったところについて我々の説明

責任を明確にいたしまして、積極的な情報発信をやっていく体制を構築していくというこ

とを今後の課題と考えております。  

 11 ページ目でございます。ここから「II．業務運営の効率化」のところになりますが、

まず「１．人材確保・育成・活用」であります。中期目標でも、新規採用の継続と中途採

用によりまして人材を確保するというのが大きな目標でございましたし、それから、総人

件費の削減を図るということが書いてございました。  

 実績でございますが、ここに表が付いてございますとおり、年間 20～40 名ぐらいの規

模で採用活動をしておりまして、こういう形で不足する人材を確保してきたということが

わかると思います。それから、JNES の場合、専門機関でございますので、やはり専門性

をきちんと把握するということが必要でございますので、専門性を登録するシステムを整

備しまして、どういった分野の方が、今、どれぐらいいるのかというようなことも逐一わ

かるようにしながらやっております。  

 こうしたことで、各年度の計画は達成しておりますので、本中期計画中は達成見込みと

いうふうに評価しております。今後の課題としては、更に今後５年を見通しますと、更に

多くのシニア技術者の方が退職するということもございますので、やはり引き続き、中途

採用とか新卒採用を一生懸命やるというのが課題でございます。  
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 続きまして、12 ページ目で、今度は人材の育成の話でございます。中期計画の中では、

特に職員の能力開発ということで、キャリアパスの設定をするとか、人材をきちんと有効

活用するために適材適所の配置を行うというのが目標でございました。  

 それで、特にこの人材については、組織的にも人材開発室を設置したり特別のワーキン

ググループを置きまして、人材育成戦略を検討したりしまして、キャリアパスの例示がで

きるようなところまでプログラムを開発しております。あと、人材を育てるために JNES

の外、保安院さんとか発電所、それから、国際機関といったところにも出向させまして、

幅広く人材交流を活性化しているというところでございます。  

 そういうことで、評価につきましては各年度、着実に年度計画を達成しておりますので、

本中期計画は達成見込みというふうに書かせていただいております。今後につきましても、

より高度な専門力をつけるためにそういった人材育成が必要でございますが、加えて、規

制・制度等をある程度理解して、きちんと対応できるということも大事でございますので、

それと併せて、研修をやりながら人材育成に取り組んでいくということが必要でございま

す。 

 次に、「２．業務に関わる知的基盤の確立」であります。ここにつきましては、中期計画

の中で、情報及び知見等の蓄積を図るということと、データベースの連携を行うというよ

うなことが目標に書かれてございました。 

 実績といたしましては、特に JNES の中にたくさんありました技術情報のデータベース

をすべての職員が見られるように、１つの入り口から入れるような「JNES 技術情報ポー

タルシステム」を開発して、情報の共有を図ったというようなことをやっております。  

 こうした結果、各年度、着実に目標を達成しまして、本中期計画につきましても達成見

込みということでございます。  

 14 ページで、次が３．の「（１）組織運営の高度化」であります。これはマネジメント

の話でございますが、前々回の JNES 部会で平成 22 年度評価の中で、かなりここについ

ては詳しく記述もして、御説明もしたということでございます。 

 経営の機能強化ということで、各種会合、理事長ヒアリングや幹部会といったものを通

しまして運営してございますし、それから、組織も柔軟に、機動的に変えながらやってき

ております。  

 それから、保安院さん等との一層の連携の部分につきましては④に書いてございますが、

保安院さんとも定期的に幹部の連絡会がございますし、それから、必要に応じまして各部

室と保安院さんとの間で定期的に、または臨時で打ち合わせを持っております。それから、

業務の質の向上につきましては QMS システムがございます。これの規程類の見直し等も

進めながら品質保証については取り組んでいるところでございます。  

 こうした結果、各年度、年度計画を達成しておりますので、本中期計画は達成見込みと

いうふうに書かせていただいております。今後でございますが、今後とも、この運営の高

度化は重要でございますので、引き続ききちんと取り組んでいくということが大事である
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ということが書いてございます。  

 16 ページ目で、次が「（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施」、「（３）中立・公正

な業務執行」で、まず安全研究業務については、第三者評価を受けるということで書いて

ございます。あと、業務の適正な執行を確保するために、内部監査をきちんとやるという

こと。それから、電気事業者等との関係において出向者を許認可に関する部分に置かない

というようなことで、中立性を確保するということが目標でございました。  

 これらにつきましても、平成 22 年度の業績評価の中でかなり詳しく御説明したわけで

ございますけれども、外部の安全研究評価委員会できちんと研究などは評価していただき

ながら進めてございますし、それから、監査室、監事によります内部監査も通年でやって

おります。 

 そういった意味では、各年度、年度計画を達成してございますので、本中期計画は達成

見込みというふうに書かせていただいております。  

 「４．科学的合理的判断に基づく業務の実施」でございます。ここでは何を通して中立

性・合理性を確保するかということで、これは外に対してきちんと公開、発信していくこ

とを通して中立性・公平性を担保しようということで考えてございまして、そういう意味

では、JNES が行ったいろいろな研究につきましては学会発表や論文発表の形で、年間 100

件以上ということで発表しておりますので、そういう形で取り組んでいるところでござい

ます。 

 これらについても、各年度、年度計画を達成しておりますので、本中期計画は達成見込

みというふうに書かせていただいております。  

 ５．の「（１）外部能力の活用」でございます。２つございまして、１つは、試験研究装

置を JNES 自体は持っておりませんけれども、外にいいものがあればそれを使って、経営

を軽くしながらやっていくということが１つの方針でございます。もう一つは人的資源で

ございますが、外に定型的な業務を任せられるのであれば、どんどんと外の人材を使って

いくということが目標でございました。  

 まず、試験研究につきましては、極力、外の設備を使わせていただくということで、外

注をどんどんさせていただいたということでございます。それから、データ入力や給与の

計算、システムの維持運用みたいなところでございますが、ある程度、専門性も高い領域

ではございますけれども、定型的に外に発注できますので、こうしたものについては、外

部の方に委託をして実施するというようなことでやっております。  

 その結果、毎年度、年度計画を達成しておりますので、本中期計画も達成見込みという

ふうに書かせていただいております。  

 「（２）情報化の推進」でございます。情報化の推進の中には２つございます。１つは情

報化技術を使って事務処理の効率化を促進するというお話と、もう一つは情報セキュリテ

ィをきちんと保つということでございます。  

 情報技術につきましては、グループウェアを更新したり、サーバーシステムを統合して、
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システムを簡素なものとして最適化するなど取り組んでおりますので、そういうことは実

施している。それから、セキュリティに関しましても、ハード面、ソフト面、両方から対

策を打ってございまして、JNES で特に、このセキュリティ関係で重大な問題があったと

いうことはございません。  

 そういう意味で、毎年度、確実に目標を達成しておりますので、本中期計画は達成見込

みというふうにさせていただいております。  

 20 ページ目で、ここは「（３）業務経費の削減」ということで、特に「①効率化・総人

件費」のところで、まず目標としては、一般管理費を毎年３％以上、事業費については１％

以上が目標でございました。それから人件費につきましても、例えば５年間で５％以上、

年率で１％以上といったものが目標でございました。  

 これらについては、過去に御説明したように、すべて目標を達成しております。今年度、

平成 23 年度も引き続き達成見込みでございますので、本中期計画は達成見込みというふ

うに書かせていただいております。  

 次に、「５．業務の効率化」の中の（３）の「②契約の適正化・資産」でございます。一

般競争入札の導入の拡大、随意契約の見直しが大きな目標でございました。 

 これらにつきましても、平成 22 年度の業績の中で御説明したように、表がございます

とおり、随意契約についても比率を落としておりますし、それから、一者応札についても

順次減らしているということで、比率を下げているということで達成しているわけでござ

います。 

 そういう意味で、毎年度の年度計画は達成しておりますので、本中期計画も達成見込み

というふうに書かせていただいております。今後につきましては、昨年暮れに閣議決定で

見直しの基本方針が出ておりますので、これに書かれている、IT 総コストの削減とかさら

なる一者応札の引下げといったことに取り組んでいくということが大事でございます。  

 次に、22 ページから最後までですが、ここが先ほど安全研究のところで尐し触れました

けれども、成果の出ている例ということで御紹介したいと思います。時間の関係もありま

すので、簡単に御説明します。  

 まず、「安全研究（その１）」と書いてございますものは柏崎刈羽の地震で、地震計が大

きく振れまして設計値を超えたというのがあって、その原因がわからないということがあ

りましたので、メカニズム解明をいたしました結果、この知見が IAEA の国際耐震基準の

中にモデルとして組み込まれるということで反映できたということであります。これは国

際貢献した例でございます。  

 「安全研究（その２）」で、これは制御棒が地震時にきちんと挿入されるのかどうかとい

うことについてきちんとチェックする必要がございますので、そういったコードの開発を

いたしました。このコードは、伊方３号機の耐震バックチェックのときにクロスチェック

解析で使ったということで、今後どんどん使われていくということで成果を上げてござい

ます。 
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 「安全研究（その３）」で、「地震随伴事象関連研究（津波）」でございます。これは平成

18 年の耐震設計指針の見直しによって津波のようなことについても評価するということ

が盛り込まれましたので、JNES としては、その安全評価をするための手法をきちんと開

発する必要がございまして、順次、コードの改良等を進めていたわけでございますが、こ

れらについては女川や泊等のサイトの津波解析のクロスチェック解析には使ったというこ

とで、残念ながら福島には間に合わなかったということでございますが、準備はしてきた

ということで、これらについては今後、IAEA の特別拠出金プロジェクトを通じまして、

更に国際耐震基準の方に反映するということで、今、活動しているところであります。  

 「安全研究（その４）」、外部被ばく、被ばく評価の手法の高度化研究であります。これ

は中央制御室が被ばくを受けますと、従業員がいられないわけで、こういったことをきち

んと評価する必要があるということで取り組んでいたもので、このガイドライン、それか

ら、解析コードにつきましてはそれぞれ、保安院さんの内規に制定されたり、コードにつ

いてはクロスチェックに適用するということを予定しているところであります。  

 「安全研究（その５）」で、BWR、PWR、それぞれの非常用炉心冷却系の水の入り口に

ストレーナというものがございますが、ここが事故時に異物で閉塞する。それで、その機

能が果たせなくなるおそれがあるという話がありまして、これについての取組みをしてき

ているわけでございます。この種々の解析の結果、成果を、平成 20 年３月には審査基準

（内規）として制定して、技術基準にも反映したということで、こういった問題について

も取り組んで、規制に反映しているということであります。  

 「安全研究（その６）」の、人間・組織等安全解析調査等、ヒューマンエラーの関係では

３つのガイドラインを JNES がつくりまして、平成 20 年度から保安検査等でも既に使わ

れております。これのガイドラインについては、今、核燃料サイクル施設の方まで拡張し

て、更に使っているという状況にあります。  

 次の「安全研究（その７）」でございますが、原子炉施設のリスク情報活用については、

新検査制度の一環でリスク情報を使おうということになっておりまして、これをどうやっ

て取り込むかということで種々改良いたしまして、こういった手法については既に保全活

動管理指標の適切性の評価に活用されているということがあります。  

 「安全研究（その８）」で、クリアランス制度に関する調査というものがございます。こ

れは今後、発電所を廃炉したりしまして廃止措置をしますといろいろなものが出てきます

けれども、放射能に汚染されているのか、汚染されていないのか、線引きをしなければい

けませんので、こういったことについての方法をきちんとつくるということでございます。

これらの測定方法とか評価方法については、すべて NISA の内規に反映するということで、

検査等に使えるようになっているということでございます。  

 次が「安全研究（その９）」で、使用済燃料貯蔵施設に係る解析コードの例で、これは使

用済燃料貯蔵施設が事業許可になるということで、どのように安全性を確認するかなんで

すけれども、この解析コードをつくった結果、このコードを使って実際に平成 19 年度か
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ら平成 21 年度にクロスチェック解析を行っているということであります。  

 「安全研究（その 10）」、地層処分に関する調査でございます。これも尐し先の話、遠い

将来の話ではあるのでございますけれども、順次、地層処分選定予定地を絞り込むための

指標が必要で、これは原子力安全委員会の方も指針をつくるという動きがございまして、

そこに我々の知見を反映させるということで調査をしております。それで、この結果は順

次、原子力安全委員会の方にお示ししまして、それが使われて指標ができるという予定で

ございます。  

 最後になりますが、「安全研究（その 11）」、再処理施設保守管理技術等調査ということ

でやっております。これは再処理施設も高経年化するわけでございますので、高経年化し

たときにどういうふうに妥当性評価をしたらいいかが問題になりますので、そのために確

認の手引きとか技術評価マニュアルをつくって、これを保安院さんにお示しするというこ

とでございます。それで、これは実際に使われまして、JAEA さんの再処理施設の高経年

化対策の妥当性確認に使われたという例でございます。  

 尐し長くなりましたけれども、以上でございます。  

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 ここで尐し時間を取りまして、ただいま御説明いただきました資料１－１、または資料

１－２のポイントについて御質疑いただきまして、その後、資料２を事務局から御説明い

ただいて、最後に全体の総合討論に入るという手はずで進めたいと思います。  

 それでは、御質問・御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。  

 お願いします。 

○東嶋委員 御説明ありがとうございました。資料１－１について質問させていただきま

す。 

 それぞれの御説明いただいた各項目については、この５年間の中期計画で挙げた目標に

ついては達成する見込みということで、すべて達成する見込みなのでありますけれども、

それはすばらしいことであると思いますが、今回の事故を踏まえて、当初の計画とは変わ

って、物すごく重点的に人や資産を入れなければいけないところと、ほぼ達成しているか

ら、ここはやや力を抜いてもいいようなこと、つまり予算が限られていますので、そうい

う重点化といいますか、選択と集中みたいなことが必要なのかと思いますが、最後の５年

間のまとめとして特に見直すべき部分はどこなのか、簡単に教えていただければと思いま

す。 

 ２点目は、定期検査といいますか、再稼働しなくなってどんどん発電所が動かなくなっ

ているときに、通常の検査をする必要はないんだろうなと思う一方でストレステストとか

新しいものを要求されているのだと思いますが、そういったことは、この５年目の最後の

年に当たって何か計画に影響するようなことがあるのか、教えてください。  

 ３つ目は、核セキュリティといいますか、防護対策なんですが、原子力安全規制の組織

全体がどうなるのか、まだよくわからないところなので、核セキュリティあるいは防護対
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策というものを JNES さんがどの程度カバーしていくのかわかりませんけれども、一応、

資料１－１の８ページのところでも「中期計画のポイント」としては防護対策分野とかが

入っていますけれども、これは核セキュリティということも入ってきているのか、教えて

ください。 

 もう一つ、４つ目です。オフサイトセンターのことについて、これは事故後、すごくあ

ちこちでも何か問題にされて、私もいろいろな現場でいろいろ言われて質問されたりして

いたんですが、オフサイトセンターの設備は一応、JNES さんが持っているということで

すね。それで、この５年目の対策の中でもそれを見直すということが６～７ページでオフ

サイトセンターの機能強化とかが書いてあるんですけれども、具体的にどういうことをお

考えになっているのか、もしお決まりでしたら教えてください。  

 以上です。 

○大橋部会長 それでは、よろしくお願いします。  

○村上企画部長 まず、１点目の御質問です。いろいろ、この福島の事故があって、何か

増えていて、どこか減らさなければいけないのではないかというふうなことでございます

が、福島の事故の関連では、やはり解析的な業務が大変増えてございますので、今、事故

解明とかそういったところに重点をシフトしていますが、その一方で、尐し時間を置いて

も、まだ規制課題の対応としては間に合うところ、例えば高経年化の一部の研究とか、こ

ういったものについてはむしろ順延をいたしまして、尐し遅らせまして、そこですき間を

つくって対応するというようなことで、全体でやっております。  

 ２番目の検査の方で、確かにとまっているプラントが増えてございますので、検査自体

は減ってございますけれども、その一方で、福島の対応で、例えば今、一時帰宅で住民を

返すというようなオペレーションがありますが、そういったところで、やはり私どもの人

間がそちらへ出向きまして、住民の手助けといいますか、安全確保のために出ていってや

っているというところで、そこでバランスしていますといいますか、対応しているという

ようなことをやっております。  

 それから、ストレステストもやってございますが、これは完全に私どもの仕事としては

純増でございます。プラスαで職員に頑張ってもらってやるということで対応しようとい

うことで考えております。  

 核物質防護については、後ほど理事の方から御説明いただいた方がいいと思いますけれ

ども、資料としては資料１－２の方にも実は書いてございます。ページで言いますと、15

ページのちょうど真ん中辺りに「４－Ｄ 防護対策分野」というものがございます。これ

は、基本的には保安院さんが行ういろんな防護の審査・検査がございますので、これを支

援するためにさまざまなマニュアルをつくったり技術的な支援をするということを中心に

やっているというのが仕事で、これらについては順次やりまして、これも基本的には年度

計画は達成しているというふうに考えております。  

 核セキュリティが入っているかどうかについては、後ほど理事の方から御説明いただき
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たいと思います。  

 ４番目のオフサイトセンターについて、設備が機能しなかったところがございますので、

現在、補正予算をいただきまして、できるだけ平成 23 年度中に見直しの方向性、設計、

この辺を完了したいと思っておりますが、一番大事なポイントはやはり、通信が途絶えた

りしましたので、そういった意味では、衛星通信を使うなど多重性を上げたり、災害に強

いタイプの通信設備を入れるなど、そういったことを中心にまずやるというふうに考えて

おります。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 もし、補足することがあればお願いします。 

○中込理事長代理 それでは、セキュリティのことにつきまして若干補足させていただき

ます。 

 JNES の対応はどうするべきかということは、実際は JNES としては核物質防護規定で

決められたものについての範囲内で行動するというのが今までなんですが、今後、我が国

のセキュリティの方針はどうしたらいいかは、まだ決まっていないところもありますので、

それに従った行動になろうと思っております。原子力委員会の方の原子力防護専門部会の

方で方向が決まれば、それに基づいた形になろうと思います。  

 それから、将来のことをここで議論することはないんですけれども、今後、どういう規

制をされるかに基づいて、方向さえ決まればそこに従ってやるということにはなろうと思

います。 

 あと１点、オフサイトセンターも、場所の問題が非常に問題になりまして、20km 圏内

につくることになっているんですが、今回は 20km 圏で出ろということになりましたので、

この辺につきましては原子力安全委員会の原子力防災等の部会がございますので、そちら

で現在のワーキングで検討していまして、それなりの回答が得られると思いますから、そ

れに従った形でないと、物だけ準備しても、実際に機能をどうするかということはもっと、

JNES だけの問題ではなくて、文科省も巻き込んだ大きな問題になりますので、我が国で

考えていくということになりますので、それは原子力安全委員会の方の結論に従って行う

ということになろうかと思います。  

 以上でございます。  

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 よろしいでしょうか。 

○東嶋委員 ありがとうございます。  

○大橋部会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 お願いします。  

○小笠原委員 いろいろ、御説明ありがとうございました。 

 私の感想としては、非常に各プロセス、一つひとつの業務のプロセスに関しては、これ

までの取り決めどおりにきっちりやっていて、特にとやかく言われるような話はなかった。
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ところが 3.11 を受けて、ちょうど中期計画の最終年度を迎えるに当たって、このアクシデ

ントに対して、この最終期がどういうふうに変わろうとするのかがいまいちわからない。 

 それで、先ほど安全研究のお話を具体的な引用で御説明いただいたんですが、例えばこ

ういった事故を受けて、安全研究に関しての、例えばテーマ出しが大きく、こういう分野

からこういうふうに変わっていますとか、あるいはそれに関してはより重点的に予算を配

分するようになるとか、もともと、この予算の枠の大きなところだというふうに尐し理解

しているものですから。 

 それと、例えば今までですと、この目的、概要、成果という形で並んで、成果について

はこういう基準に採用されたという話なんですが、その成果の部分も、今まではどちらか

というとプロセス責任をどこまで貫徹したかという形だったんですけれども、こういった、

今、アカウンタビリティーというお話がありましたが、やはり結果責任を問われている中

で、どういうところまで成果として深く刺さったかどうかというようなところを、この最

終年度で変えるのか、変えられないのか。何か、その辺りを、せっかくこういう形で御説

明いただいたので、尐しフォーカスしていただいて御説明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した。  

 いかがでしょうか。  

○曽我部理事長 既に前回、追加的な安全研究につきまして７項目報告させていただきま

したけれども、要するに IAEA に対しまして、日本政府として、とりあえず第１次報告書

という形で出ておりまして、その中で 28 項目の教訓が出ておりますが、それを踏まえて

安全研究、とりあえず７項目を追加したということで、既に始まっているわけですけれど

も、私としては今回の福島の事故、結果責任という、まさにそのとおりでございますが、

津波の高さの適切な予測が JNES としてできなかったのか。それから、汚染の拡大につな

がった建屋の水素爆発、こういったシビアアクシデントについては、随分古いころから研

究をやっているにもかかわらず、それを予測できなかったということについて非常に反省

点が JNES としてあるのではないかということで、今、そういった点、広く JNES の中で

安全研究の在り方も含めて検討しているところでございます。  

 私の個人的な見解を言いますと、どちらかというと、軽水炉は成熟した技術であって、

安全研究はそれほど重要ではないのではないかという風潮がやはりあったと思うんです。

したがいまして、JNES の安全研究については非常に厳しい目があった。ですから、それ

がすぐに規制に使えるような安全研究であるのか、ないのかということが厳しく問われた

んですけれども、やはり今回の事故が起こってみますと、そういう短期的に成果が上がる

かどうかではなくて、幅広く基礎研究をやっている中で問題も見つけるというようなこと

もあるのではないかということで、従来よりはもう尐し幅広く、基礎的な部分も含めて、

安全研究に取り組むべきではないか。私ども、安全研究機関でないことは承知しておりま

すけれども、そういう取組みの幅広さ、深さはもう尐し考え直す必要がある。そういうふ

うに思っております。  
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○大橋部会長 よろしいでしょうか。  

○小笠原委員 はい。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 どうぞ。 

○東嶋委員 全く私も同感で、今、理事長がおっしゃるとおりだと思います。今、安全研

究で求められていることは、おっしゃったように、保安院の政策にすぐ役立つかどうかと

いうことで、今までそれが求められてきたことで、それを着実にやってこられたと思いま

すが、やはりこれからは、従来おっしゃっているように、独立性ということも含めて、幅

広く問題を見つけて、それを広く指摘していくという視点もとても大切だと思いますので、

広さ、深さという意味で頑張っ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した。  

 そのほか、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、続きまして、事務局から、組織・業務全般の見直し当初案の御説明をお願い

して、その後、総合討論として数十分、時間を取りたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○長谷部統括安全審査官 それでは、資料２でございます。当初案につきまして御説明を

させていただきます。  

 Ｉですが、１つは基本認識で、「１．JNES の設立目的」。ここは言わずもがなので、御

説明は省略させていただきます。  

 「２．これまでの JNES の取り組み」ですが、ただいま JNES の方から御説明いただい

た内容を含め、第２期中期目標期間のそれぞれの取組状況について簡単にまとめてござい

ます。 

 ここでは、経常的・基盤的な業務を着実に実施するとともに、第２期中期計画では新検

査制度の導入とか、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、更に

は放射性廃棄物処理・処分などの新たな規制課題への対応なども含めて、保安院の多種多

様な規制活動を一元的に支援してきました。  

 更には、人材の確保や体制の整備に取り組み、業務の効率化に向けた取組みも着実に推

進してきましたということで、平成 19 年度から平成 21 年度までは総合Ａ評価、平成 22

年度は、これは暫定でございますが、Ｂ評価という状況になっているということでござい

ます。 

 （１）以降、検査等業務。  

 次の２ページ目で、（２）といたしまして、「規制当局に対する適切な技術的支援等」と

いうことで、安全性に関する解析・評価。②といたしましては、調査・試験研究等の話を

記載してございます。  

 （３）で、「東日本大震災への対応」ということで記載させていただいてございます。  
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 （４）といたしまして、「業務運営の効率化」ということで、①機動的・弾力的な組織運

営をしてきましたという内容でございます。  

 ３ページ目で、「②第三者評価制度の効果的活用」で、外部評価委員会とか契約監視委員

会等を用いて活動を行ってきたということでございます。  

 ③といたしまして、「業務経費等の着実な削減」で、一者応札や高落札率の現状分析と具

体的な改善策を定め、低減に向けてのいろんな対応をしてきましたというようなことを簡

単に、これまでの JNES の取組みをまとめさせていただいております。  

 ３．から尐々お時間を取って御説明させていただきたいと思いますが、JNES を取り巻

く最近の状況変化にはいろいろあります。  

 １つは、「独立行政法人業務の合理化、効率化に向けた検討」でございます。これは行革

の動きで、昨年 12 月、閣議決定で「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」が

示されてございまして、この中で、独立行政法人の制度・組織の見直しの検討を今後進め

るというようなことが明記されているということでございます。  

 その後、内閣府行政改革推進室を中心に、東日本大震災への対応に十分配慮しつつ見直

し内容の検討も現在、引き続き進められているところでございます。  

 ２つ目の状況ですが、「事故調査・検証委員会の動き」でございます。福島第一原子力発

電所の事故を踏まえて、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

検討を行うという考えが示されているという状況でございます。  

 ３つ目ですが、６月にまとめられました IAEA 閣僚会議の報告書でございます。この中

では、保安院を経済産業省から独立させて、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。当然、JNES は保安

院の所管となっておりまして、その辺の影響ということでございます。  

 （４）で、これは８月５日、数日前でございますけれども、具体的に原子力安全規制に

関する組織の見直しについての試案が発表されております。  

 最後、（５）でございますが、「海外の状況」ということで、福島第一原子力発電所の事

故後も、中国を始めとするアジア諸国では、相変わらず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ということで、今後、こういった新規導入国に対しての支援が

必要になるというようなことでございます。  

 以上、JNES を取り巻く最近の状況がございます。  

 次の４ページで、第２期中期目標期間での活動状況、更には、ただ今、御説明を申し上

げました取り巻く最近の状況を踏まえて、今後の見直しの方向性を４ページの II にとりま

とめてございます。  

 まずは「基本方針」で、我が国の原子力安全規制は、このたびの事故を経験しまして大

きな転換期を迎えているということでございます。今後、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のでございますけれども、いずれにせよ、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は必要であると思
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っているわけでございます。したがいまして、JNES の組織・業務内容の検討に当たりま

しては、今後の事故調査・検証委員会での検討状況、更には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、見直しを行うということを前提にして、現在の JNES が担

う技術支援機関としての役割に沿って行っていくこととします。  

 また、JNES そのものにつきましても、原子力安全の確保には深層防護の追及が不可欠

であるという原点に常に立ち戻った上で、今後、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ということが非常に重要だと思っておりますし、更に、安全

規制を取り巻く環境変化に対して一層の先見性、機動性をもって規制当局を支援していく

ということが必要だということが基本方針であると考えているところでございます。  

 「２．業務内容の重点化」で、具体的にどんなことに重点化をおいて進めていくのかと

いうことですが、（１）は「東京電力（株）福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応」と

いうことでございます。IAEA 閣僚会議に対する報告書の中で、先ほどもお話が出ました

けれども、28 の教訓が示されているわけでございます。更には、今後の事故調査・検証委

員会での検討状況を踏まえて、今後、規制当局が行う新たな安全規制の検討や、新たな評

価方法の整備といったものにおいて、必要となるような試験データの収集や技術的根拠等

の整備を JNES には図ってもらう必要がございます。原子力防災対策につきましては、複

合災害に対応した、防災計画その他マニュアル等の見直し、更には防災訓練の見直し、オ

フサイトセンターの機能強化、ERSS システムの強化など、抜本的な改善を今後行う必要

がございます。  

 ②といたしましては、「事故の収束・検証に関する当面の取組のロードマップ」、この中

で示されている中期的課題につきましても、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といったものを JNES は取組んでいく必要がございます。  

 （２）ですが、具体的には、まだどんな業務が発生して、どうなるかというのはわかり

ませんけれども、いずれにしても新たな組織が来年４月以後立ち上がるわけで、その新た

な組織が行う安全規制業務に対しまして、人事面も含めて必要な支援を行っていくことが

必要でございます。  

 以上が、東京電力（株）福島第一原子力発電所を踏まえた対応ということになるかと思

います。 

 （３）につきましては、先ほど説明がありました、第２期中期目標期間の実施状況を検

証して、その上での改善点、更には将来的な規制ニーズに照らして不可欠な課題に重点的

に取り組んでいくということでございます。  

 １つは、検査等業務でございます。１つの検査ミスが全体の信頼性を損なうという意味

では、非常に検査の質は問われることかと思います。第２期中期目標期間に発生しました

溶接検査の不備等も踏まえて、検査はどうあるべきなのかというところに立ち返り、信頼

性の高いものにしていくことが必要ではないかという観点で、品質マネジメントシステム

を効果的に機能させて業務の継続的改善に取り組むとともに、人材の力量のレベルアップ
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を確実に図るような研修内容の充実・見直しを行いながら徹底的な改善に取り組む必要が

ございます。 

 次の５ページで、②といたしましては、安全規制行政のより一層の透明性の向上という

観点で、先ほど来、JNES の顔が見えないというような話がありましたけれども、JNES

が実施した技術評価結果、更には研究成果等の活動成果を積極的に公表する。ただ、公表

するに当たってはステークホルダーにどういうメッセージを発するのかというようなこと

も考えつつ、公表に当たっては、その目的に応じた信頼性の高い発信方法の検討、更には

情報発信効果の検証を行っていく必要がございます。  

 ③につきましては、我が国の実績という観点では、実績が尐なく弱いところでございま

すけれども、核燃料サイクル施設に対しての技術的根拠及び解析評価手法の整備といった

ものを進めていく必要がございます。  

 ④につきましては、国際協力という観点で、海外情報の収集、海外への情報発信、更に

は我が国の技術や基準等の国際標準化の推進といったようなことを国際機関において進め

ていく。一貫性、継続性、安定性をもって積極的な活動をしていくということでございま

す。そのためには、国際的に通用するような人材の育成について取り組んでいく必要がご

ざいます。更には、規制当局の二国間協力取り決めに基づく支援活動、更には新規導入国

に対する支援活動といったものについても積極的に取り組みながら、原子力安全の向上に

貢献していく必要があるというのが４つ目でございます。  

 次に、「３．業務・組織運営の一層の適正・効率化」ですが、１つは「人材の確保・育成」

でございます。今後５年間の中で、設立時に採用された専門技術者の多く、100 名以上が

退職をするということ、更には、先ほど申し上げました事故対応とか、新たな組織での業

務の拡大といったものを着実に遂行するために必要な体制を整えるという観点から、引き

続き、即戦力となり得るような中堅人材を確保するということ。更には、組織的な実務能

力を継承するための人材育成に取り組むということが必要でございます。  

 更には、専門性という観点だけではなくて、法令、制度等にも精通した、総合的な判断

能力を有する人材の育成も今後必要でございます。  

 「（２）業務の効率化」ですが、これは昨年 12 月に閣議決定しました見直しの基本方針

に従いまして、着実に取り組んでいくことが必要でございます。 

 最後、「（３）組織運営の高度化」ですが、１つは「業務の質の向上」で、現在も品質マ

ネジメントシステム、リスクマネジメントシステムを導入し、維持・改善することで業務

の質の向上に努めておりますけれども、今後とも組織業務全般に展開し、活動していただ

くということでございます。特に PDCA のサイクルの CA のところ、第三者評価も含めて

自ら厳格に業務実態を評価し、課題を抽出して、改善につなげるというようなところに重

点を置いて、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っていくこ

とが必要でございます。 

 次に、「②機動的・弾力的な組織運営」で、１つは JNES の持っている専門技術能力そ
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の他資源を最大限に活用して、組織全体としての成果を向上する。そのためには、どんな

組織体制であるべきなのかというところをきちんと検討した上で組織運営の改善を図って

いく必要があるということでございます。  

 また、JNES が非公務員型の独立行政法人としてのメリットをこれまでも生かして、行

政ニーズへの機敏な対応、更には自然災害等による事故への迅速かつ的確な対応もしてき

たわけでございます。引き続き、このメリットを生かした機動的・弾力的な組織運営を行

うことが必要というようなことでございます。  

 以上、簡単でございますけれども、見直し当初案ということで、第３期中期目標に向か

っての重点ポイントを説明させていただきました。  

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 それでは、この資料、先ほどの御説明いただいた資料に敷衍しても構いませんけれども、

ここで時間を取ってありますので、この JNES の組織・業務全般の見直し方針につきまし

て御質問・御意見をいただければと思います。よろしくお願いします。  

 確認ですけれども、今、御説明いただいたとおり、組織がどういうふうに変わるかとい

うことを受けるんですが、何がどうなろうとも、こういう技術支援機関の存在意義とか、

やっていかれるお立場は変わらないんだろう。それで、今の延長でということで、内容を

変えていただいて、御注意すべき点をずっと網羅されていると思うんです。 

 最初、曽我部理事長がおっしゃられた、今は非常に規制を支援する機関としての側面が

強いので、私はどちらがいいか、まだよくわからないんですけれども、現業を抱えておら

れる保安院の依頼に応じて、解析とか調査などの業務が山のようにある。そういう中で、

独自の発案とか安全規制の高度化に向けた取組が今までなかなかできなかったんだという

話があって、それはそのとおりだと思いますけれども、もし今後、新しい組織に向けて、

独立した安全規制側の技術的なヘッドクオーターとしてやっていくのであれば、ここで尐

し位置づけを変えていくというのが手ですけれども、特に新しい組織になると、またお願

いします、これをやってくれというような方が数の上でも圧倒的に増えてくる可能性もあ

ります。 

 ですので、安全規制という側面から、直ちに独立した調整機能を持たせて、ヘッドクオ

ーターとして独立してということにしていくのがいいのか。今のように、ある程度、自主

性は殺がれますけれども、行政上重要なことを、現業組織が判断されて、依頼に応じてと

いうのがいいのか。なかなか難しいところはあるかと思いますけれども、その辺りに関し

て何か、どなたでも結構です、御意見がおありであればいただければと思うんです。  

 私自身は、どちらにというふうに今は特に考えておりませんが、もし独立した安全規制

行政の安全情報・安全研究のヘッドクオーターとして今後かじを切っていきたいというこ

とであれば、今度はそれに応じた人材をどうされるか、そういうことのできる方をどう維

持していくかというのは、また問題になってくるような気がしますが、いかがでしょうか。  

○曽我部理事長 先ほど申し上げ趣旨は、技術支援機関であるということ自体、不満であ
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るという意味で申し上げたわけではなくて、100％、技術支援の業務である、しかも、そ

れは保安院から言われたことをそのとおりやる独立行政法人という、独立した組織であり

ながら、実質的には独立していないという役割になっているということがそれでいいのか、

と言うことです。 

 私どもから見ますと、決して無責任な仕事をしているわけではないんですけれども、

JNES として完結しない、責任を持って対外的に公表できないというのは、やはり職員の

士気にも関わる。対外的に見ても何をやっている組織かわからないということで、結果的

に、人材確保という点でも JNES は全然知られておりませんので、魅力的な職場に映らな

いどころか、全然見えないということで、そういう問題もございます。また、トータルと

して、限られた人材を有効に配置するという意味でも、やはり規制当局と支援機関といい

ますか、我々みたいな技術専門機関との適切な役割分担というのはあってしかるべきなの

ではないかと思います。 

 それで、尐し話を進めますと、韓国の例なんですけれども、規制当局というのは実質的

にはごく限られた人員の組織で、ライセンスを渡すだけで、実質的な政策も実務も KINS

という非常にしっかりした組織がやっている。これはむしろ、TSO の範囲を超えているか

もしれません。  

 それから、御承知のように、アメリカは TSO なるものはなくて、4,000 人という大きな

組織の中に、そういう研究的なことを、指針等を扱う組織も、検査や審査をやる組織も、

全部包含している。  

 一番、私どもに今後参考になるんだと思うのが、フランスの IRSN というものがござい

まして、1,700 人ぐらいの組織で、実質的には研究機関なんですけれども、その経営資源

の３分の１ぐらいが規制当局の支援をしているということです。それで、ここは軍の仕事

もやっておりますので、この点だけは日本とは全然違うと思うんです。  

 参考になるかどうかはわかりませんが、私どもは支援機関の位置づけでいいんですけれ

ども、責任が見える形をもう尐し望んでいるということでございまして、今回の企画調整

課が出された案でかなりそのところは見せていただいているような気がいたします。あと

はお互いの実力勝負で、行政にとっても完成度の高い仕事を、我々はできるだけ努力して

やっていくということかもしれません。  

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、そのほか、何でも結構ですけれども、いかがでしょうか。  

 お願いします。  

○小笠原委員 非常に一つひとつの言葉の重い方向性の文章だなと思います。ただ反面、

非常にわかりにくいといいますか、一体どういうところかという、内容の具体性が確認し

たい点が幾つかあります。  

 例えば、この４ページの「１．基本方針」の第２パラグラフの「また」以下の中にある、

「原子力安全の確保に責任を有する他の機関と同様」という場合の、この「他の機関」と
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いうものがどういうことなのかが１つ。  

 あと、同じパラグラフの中にある４行目の「付加価値のある提言活動」というものが、

多分、これまでも提言活動は、御説明のとおり、されていらっしゃるわけでして、この後

に出てくる「２．業務内容の重点化」の中でも、東電の福島の事故を踏まえた対応でも、

いろんな規制に対して基準を設けたりとかマニュアルに取り入れたとか、これは先ほどの

御説明でもかつてあったわけでして、ここで言う「付加価値のある提言活動」というもの

がもっと幅の広い原子力全体のもっと大きな、今、いろんなところで議論されていますが、

使用済燃料の話とか、高速増殖炉の話とか、そういうものも踏まえて、中期的なものもも

ろもろ含めた、原子力政策に対しての大きな提言活動という意味なのか。非常にそういう

ところは私も期待感を持ってそうなのかなという思いがありますので、ここの部分が尐し

お聞かせいただきたいというのが２点目です。  

 それと、このページの最終行の「内容の見直しなど検査技術の徹底的な改善に取り組み、

ステークホルダーに対する」という、この「ステークホルダー」というのは、どういう範

囲を今回、こういった見直しの中で、狭めるのか、広げるのか、どういう対象なのかとい

うところをお聞かせいただきたいと思います。  

 最後になるんですが、先ほどの重複にもなるかもしれませんけれども、その次の５ペー

ジ目の②の３行目にある「信頼性の高い発信方法の検討や情報発信効果の検証」というと

ころが、これは具体的にどういう手段といいますか、どういう方法で検証するのか。そう

いうイメージがもしあれば、尐し教えていただきたいと思います。  

 以上、４点です。  

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 いかがでしょうか。  

○片山企画調整課長 私の方から幾つか答えさせていただいて、後で長谷部の方から補足

をお願いしたいと思います。  

 「他の機関」というのは、まさしく保安院も含め、原子力安全規制機関そのものという

ふうにとらえていただければと思います。修飾語として要るかどうかという議論はあるか

もしれませんけれども、意味としてはそういう意味でございます。  

 それから、「付加価値のある提言活動」というのは、１期、２期、３期も通じて、技術支

援機関としてやっていっていただかなければいけない、まさしく基本的な方針ではないか

という思いでございます。そういう意味で、委員から御指摘のあった２．の（１）にある

ところで、防災のところは細かく書いてあるんですけれども、それ以外のところというの

は尐しあっさり書き過ぎているかもしれませんが、２行ほど上に「今後、規制当局が行う

新たな安全規制の検討」とさらっと書いてありますけれども、実はこの中に非常に幅広い

ものが含まれているというところでございます。  

 委員が御指摘になった、原子力政策そのものへの提言というのは、ややのりを越えるか

と。例えば核燃料サイクルを進めるべきかどうかということを安全規制機関が提言をする
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というのは尐し違うのかなという気がいたしておりまして、やはり安全規制の枠の中でい

ろんなことを考えていくということではないかと思います。  

 ４ページ目の最後の「ステークホルダー」というのは、最大のステークホルダーは当然、

国民だと思いますし、とりわけ立地地域というところが一番関心が高い方々なのかもしれ

ませんが、そういうことではないかと思います。あるいは一番広く考えれば、原子力安全

というものは、国際公共財だと思えば世界になるのかもしれませんけれども、この辺りは、

時代によって広いとか狭いとかというのは余りない言葉ではないかなと思います。  

 情報発信のところでございますけれども、これは違っていたら後で補足をしていただけ

ればと思うんですが、JNES がこれまでやってこられた研究成果が、いろんな形で今回の

事故で報道されたりして、本来の研究の目的と違う取り上げられ方をすることも間々あり

ました。そういう意味で、安全研究というものは素人には非常に難しい分野でございます

ので、何をねらって、どういう研究をして、どういう研究成果があったのかというのは、

きちんとわかりやすい言葉で発信をしていただきたいという思いも込めて書いてあるとこ

ろでございます。そういう意味で、効果の検証というのはなかなか、どういうふうにやる

のかというのはありますけれども、尐なくとも情報発信について、いろんなメディアを通

じた情報発信方法を工夫をしていっていただければということではないかと思っておりま

す。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 どうぞ。 

○長谷部統括安全審査官 提言活動ですけれども、これまでも第２期中期目標のところで

も提言活動を積極的に進めていくというような文言がたしかあったかと思うんですが、実

際に今、いろんな安全研究などをやって、提言というよりも、どちらかというと、こちら

からこういうことについてお願いをしたいというニーズに対して多くの場合、答えを返し

てくれているにすぎないという状況であると思っています。 

 ですから、一歩、先見性を持って、もう尐し、こういう点については今後、もっと研究

すべきではないかとか、規制行政にこういった観点を取り入れるべきではないかとか、そ

ういった観点での提言活動を期待するものです。JNES が平成 15 年に生まれ、体制的に

もそれなりの基盤をきちんと築いてきているわけですから、その中で、むしろもっと提言

することに気持ちを置いていろんな業務、安全研究などに取組んでいただいてもいいので

はないかということで、重点ポイントとしております。 

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 よろしいでしょうか。 

 そのほか、いかがでしょうか。  

 どうぞ。 

○小笠原委員 １点だけ、「他の機関」というと、ほかの省庁の機関も入るんですか。私、

その辺がどうにも見えなくて、あと、２番目の部分も、例えばそういう幅広い政策面につ
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いては、こういう事故を受けて、今後はだれが政策を立案するんですか。今度、例えば経

産省から独立したとして、だれが今度、そういうものを立案してくると国民は考えたらい

いのかという感じで。  

○片山企画調整課長  

 「他の機関」、ここは修飾語だというふうに思っていただければと思うんですけれども、

要は原子力安全規制機関というものは、ちゃんと深層防護の追及という原点に立ち返って

物事を考えることが必要だというふうに単に書いてあるだけということでございます。  

 それから、今後の原子力政策全体をどうするのかということについては、もともと３月

11 日以前から原子力委員会の中に原子力政策大綱の見直しの議論を行う検討会が設置さ

れていて、そこで議論がそもそも始まっていたわけでございます。それで、東京電力福島

第一原子力発電所事故を受けて議論が中断していたんですけれども、再開されるという動

きがあるやにも聞いておりますので、もともと我が国において原子力政策全体を考えると

いうのは原子力委員会の大事な役割だと思っております。  

 更に、原子力政策というものは、エネルギー利用という観点から行けば、エネルギー政

策全体の中の一つのパートになるわけですけれども、日本のエネルギー政策をどうしてい

くのか、エネルギー利用という観点からの原子力をどう位置づけていくのかというのは、

新成長戦略実現会議の下にエネルギー・環境会議というものが設置されておりまして、そ

こを舞台に議論が行われるということではないかと考えております。同時並行的に、経済

産業省も総合資源エネルギー調査会を動かして、エネルギー基本計画の見直しの議論を進

めるということになっております。そういったようなことが相まって動きながら、原子力

政策の今後というものが、ある程度、年末を目途にエネルギー基本計画は見直そうという

ことになっておりますので、動いていくのではないかと理解しております。  

○曽我部理事長 小笠原委員の御意見に関しまして、TSO としての希望を申し上げさせて

いただきますと、今、片山課長がおっしゃったとおりなんですけれども、規制に関する実

務で、これもやはり技術と制度が一体のところがありますので、その実務に関わる制度的

なところに関しましては、先を見て、必要な提言をしていきたいと思っております。  

 具体的には、今回のようなシビアアクシデントの事故が起こって、こういうものを規制

にどう取り込んでいったらいいのかとか、高経年化評価ももう尐し別のやり方があるかも

しれませんし、既に制度はあるんですけれども。それから、特に感じていますのは検査で

す。私どもは検査のかなりの部分、実務をやらされているんですが、こういう制度でいい

のか、こういう検査の対象でいいのか。同じ規制資源を使うんだったら、もっと別のやり

方が効果的ではないかと思うところはやはり尐なくはないんです。それは広く言えば制度

に関わる部分なんですが、そういったことについては提言していきたい。先を見た付加価

値の高い提言というのはそういうことではないかと、私どもの希望としては思っています。

ただし、おっしゃったような、本当に国レベルの高度の政策は、とてもではないですけれ

ども、私どもではできないと思います。  
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○小笠原委員 わかりました。  

○大橋部会長 よろしいでしょうか。  

○小笠原委員 はい。 

○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。 

 お願いします。  

○東嶋委員 ごめんなさい、非常に基本的なことで恐縮なんですけれども、今、御説明い

ただいた資料２は、中期目標期間終了時における組織・業務の見直しに関する当初案とい

うことですので、中期というものが来年３月で終わって、その時点でこれからの業務を、

JNES さんの業務をどうしていこうかということに対する保安院さんの認識といいますか、

希望だと理解していいんですか。  

○長谷部統括安全審査官 JNES に５年間、どんな方向性で業務をやってもらうのかとい

うことを明確にするために、中期目標をつくるわけです。中期目標は国が決めます。その

中期目標が、来年度で第２期の中期目標期間が終わります。次は第３期の５年間の中期目

標を策定しなければいけないわけで、その中期目標をどういった観点でつくり込むのかと

いう、その重点ポイントをまとめたものが今日の当初案です。ですから、ここで書かれて

いるようなことを踏まえて、具体的な中期目標をこれから作成するということでございま

す。 

○東嶋委員 第３期中期計画に対してのということですね。  

○長谷部統括安全審査官 そうです。 

○東嶋委員 わかりました。  

 あと、４ページのところで１点だけ質問させてください。「２．業務内容の重点化」で、

（１）の②です。ロードマップで課題とされている、「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、技術的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」とありますが、この文言だけを見ますと、これは JAEA

がなさるような研究と重複されると思いますけれども、そこのところは、例えば「技術的

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」というところで、このす

み分けということをここの文言で意識されて言っているということの理解でよろしかった

ですか。 

○長谷部統括安全審査官 我々はあくまでも安全規制という観点で、その安全規制に用い

る安全指針なり規格基準なり、あとはその評価をする方法といったものを整備する上で、

必要なデータを収集してもらう。そのために、様々な安全研究をやってもらう。そういっ

たことかと思っております。  

○東嶋委員 わかりました。ありがとうございます。  

 もう一点だけ、くだらないといいますか、細かいことですが、５ページの「④海外原子

力安全情報の調査や海外への情報発信」というところで、これは大きな紙の見直し当初案
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の概要のところにも引用されていて、国際動向調査や情報発信ということになっています

が、この言葉としては、調査だけよりも収集・活用とした方が何か具体的なアクションに

なっていていいような気がいたしますので、コメントです。  

○長谷部統括安全審査官 わかりました。  

○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。 

○片山企画調整課長 参考資料７ということで、８月５日に試案という形で発表されたも

のを用意しておりますけれども、まさしく保安院を経済産業省から独立させて、新しい原

子力安全の規制組織をつくる。それに伴って、JNES は新しい組織の技術支援機関として

経済産業省の所管から新組織の所管に移るということになっていて、なおかつ、一体的な

運用というのか、一体的に活動していきましょう。更に、技術支援機関から人材面でもい

ろいろと協力をいただこうということがうたわれております。  

 新組織の業務内容自身というのは、これからまだまだ議論をしていかなければいけない

ところがありますし、安全委員会の今の指針の策定機能というのは新しい組織に移るとい

うことでございますので、放っておいても、今、安全委員会事務局がやっている指針の策

定、あるいは改定作業が新組織に移るとすると、それらについても技術支援機関としてサ

ポートをお願いしたいという業務は恐らく追加にはなってくるんだとは思います。この１

枚目に「第２段階」とありますが、更に平成 24 年末を目途に新組織が担うべき業務の在

り方について議論をするという２段構成になっておりますので、最終的に、次の中期目標

期間においてどういう業務になるのかというところは、ひょっとしたら、この第２期中期

目標が終わるタイミングで確定をしないという可能性もございます。  

 そういう、尐し先がはっきりしない状況を前提にしているため、当初案でも非常に奥歯

に物が挟まったというのか、そういう書き方になっておりますけれども、実は最後までそ

ういうところがあり得るというところがございますので、そこのところだけはあらかじめ

御了解をいただければと思っております。  

○大橋部会長 ありがとうございました。  

 安全規制業務を担当しておられるところの独立行政法人と、研究開発だけではないんで

すが、JAEA とか産総研のような組織も独立行政法人ですし、JOGMEC のような国際的

な鉱物資源の開発・探査みたいなことの独立行政法人を同じに扱うのはおかしい。ですか

ら、JNES のような組織に関しては、５年間の目標を立てて、中期計画を立てて、それに

沿って仕事をしていくというのがおかしいのではないかという話が出ているそうで、私も

全く同感なんです。  

 ですから、本当は５年間の中期目標とか中期計画を掲げずに、組織の目標と計画を掲げ

て適時改定していけばいい話で、淡々とそれに沿って毎年仕事を行っていく方が適当と思

うんですけれども、そういう議論も一方でありますし、今、片山課長から御説明いただい
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たような安全規制行政全体のお話もありますし、非常に議論をお願いしにくいところです

が、最初にお願いしましたように、基本の構成などは変わっても、こういう組織の必要性

とか、やっていかれることをお願いすることは変わらないだろう。そういう中で、どうい

う目標、どういうことに気をつけてという観点から御検討をお願いしたり、独立行政法人

評価委員会で説明したりということを続けていきたいと思います。  

 そのほか、何かありますでしょうか。  

 どうぞ。 

○曽我部理事長 今、大橋先生から大変重要なお話をいただいたんですけれども、独立行

政法人としての JNES は、独立行政法人の中ではかなり特殊な位置をいただいております。

といいますのは、先ほどからお話が出ていますように、保安院と JNES が事実上、一体的

に仕事をしているということで、独立していないということなんです。それが１つ。  

 それから、企画調整課がお出しになった資料で、５ページの最後のところで「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」で、これは法律の考え方はそう

なんですけれども、どこの独立行政法人も不満があると思うんですが、実は、実際の運営

においては自由度が極めて認められていない。できるだけ、そこは今回の福島の事故対策

でも使わせていただきましたけれども、本来の認められた自由度からはほど遠い運営がな

されているということで、是非、大橋先生には上部の委員会に、機会がありましたら、そ

こは申し上げていただけたらと思います。  

○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。  

 今日、実は遠藤先生は急遽、御不幸の関係で御欠席されたんですけれども、遠藤先生か

らの御意見とかを御紹介いただければと思います。  

○長谷部統括安全審査官 遠藤委員からは、人材の確保という観点で、これから東京電力

福島第一原子力発電所対応の業務なり、あとは我々が新組織へ移行したときの JNES とし

ての業務といったものがどんどん増えてくるでしょう。そういうことにきちんと対応する

ためにも、是非、人材の確保・育成について、今後しっかりやっていただくというところ

を、この当初案には盛り込むようにしていただければというコメントがございました。  

○大橋部会長 どうぞ、お願いします。  

○東嶋委員 この原子力安全規制に関する組織の見直しが、今、進められつつありますが、

事故ということを踏まえて、現場、つまり JNES の職員の皆さんの中には、こうした方が

よかった、これからはこうすべきであったというようなさまざまなアイデア、反省、教訓、

いろいろあると思いますが、そういったことがしっかり吸い上げられて組織が見直される

ことが重要であり、私の要望でありますが、つじつま合わせのように組織を見直すのでは

なく、JNES の皆さんの意見が反映されるような見直しの在り方がされたらいいなという

のが、今日の会議を踏まえて印象に残ったことであります。  

 ありがとうございました。  
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○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。  

 よろしいでしょうか。 

 今後の、この続きを受けました段階としましては、８月 19 日に経済産業省全体の独立

行政法人評価委員会がありまして、そこのところで、JNES 部会として、名前は見直しに

関する当初案となっていますけれども、次期中期計画・中期目標の検討に当たってという

案を出しまして、それで見直しがスタートしまして、今年の 12 月、または来年の２月、

３月に向けて、経産省の方で中期目標、JNES 殿の方で中期計画を御検討いただくことに

なるんですが、その８月 19 日の会議では片山課長から御説明をいただきまして、私はこ

の部会で議論されたことを補足説明するということで、それで JNES の位置づけについて

も、私から発言をしたということで多尐御紹介できるかと思いますので、そんな発言をさ

せていただいたところです。  

 それでは、議題１につきまして、今日の議論を踏まえて、もし、この資料２を修文する

ところがあれば事務局で見直していただきまして、修文したものを独立行政法人評価委員

会におかけいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（「はい」と声あり）  

○大橋部会長 ありがとうございます。  

 それでは、その他の議題について事務局から御説明いただくんですけれども、今後の予

定を御説明いただいて、１回散会としてという感じでよろしいでしょうか。  

○長谷部統括安全審査官 それでは、今後の予定でございます。  

 今、部会長の方からお話があったとおり、本件については、８月 19 日の親委員会に報

告させていただきます。その後、総務省の評価委員会の方で、これを基に、この当初案が

審議をされ、我々の方と何回かやりとりをした後、11 月か 12 月に当初案に対する最終案

が示されます。その時点でまた部会を開かせていただいて、御紹介をさせていただいて、

それを踏まえて、来年の２月までの予定で中期目標の作成作業に入ります。それを受けて、

JNES としては中期計画を策定して、認可を受けるというような運びになろうかと思いま

す。 

 当初案の扱いについては、以上でございます。  

 また、本日の議事録につきましては、いつものとおりでございますけれども、私どもの

方で案を作成して、後日、御確認いただきたいと存じます。確認後は、ホームページの方

に公表を予定しておりますので、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、これで終わりにしたいと思いますが、部会の評価委員の先生方には、また御

相談したいことがあるので、尐しお残りいただければと思います。  

 それでは、これで「経済産業省独立行政法人評価委員会 第 22 回原子力安全基盤機構
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部会」を終了いたします。御審議、御説明、また御臨席いただきましてありがとうござい

ました。 


