
  

独立行政法人評価委員会 

原子力安全基盤機構部会（第６回）議事録 

 

 

日   時： 平成１６年６月２１日（月） ０８：００～０９：３０ 

 

場   所： キャピトル東急ホテル「みさおルーム」 

 

議   題：  

      ① 平成１５年度ＪＮＥＳの財務諸表について 

      ② マネジメントモニタリングについて 

      ③ 平成１５年度ＪＮＥＳ業務実績の自己評価について 
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【成瀬統括安全審査官】 

 よろしゅうございますでしょうか。それでは経済産業省独立行政法人評価委員会第６回

原子力安全基盤機構部会を開催させていただきます。 

 それでは、秋山部会長、よろしくお願いいたします。 

【秋山部会長】 

 皆様、おはようございます。本日は早朝から本席にお集まりいただきましてありがとう

ございます。それでは早速でございますが、はじめに原子力安全保安院佐々木院長様から

一言ごあいさつをちょうだいいたしたいと存じます。よろしくお願いします。 

【佐々木院長】 

 おはようございます。きょうは異常な時間帯で、大変申しわけございません。実は、私

の仕事日もきょうが最後の仕事日でございますので、いろいろなスケジュールを前倒し、

前倒しにさせていただいて、こういう結果になったわけでございます。 

 昨年の１０月に、いよいよ機構が、いわば操業開始いたしたわけでありますけど、この

短い間でいろいろな諸準備、新しい法制度の施行といった状況の中で、大変、成合理事長

以下、職員の皆様方の、ほんとうにまさに獅子奮迅ということであったと私自身は思って

おります。いろいろな今の新しい制度改革が試行錯誤を繰り返しながらも、本格的に立派

な運用実績を積んでいくにはまだまだ時間のかかることも、一方で事実ございます。規制

改革を受け入れる事業者サイドにおいても、この新たな制度改革は同じ思いでもあると思

っております。この制度改革がほんとうの実効のあるものにしていくためには、お互い、

虚心坦懐、初心に返った姿ということが、あるいは姿勢が必要ではないかと思っておりま

す。 

 委員の先生方には何回かにわたりまして、大変分厚い資料をここまでごらんいただきま

した。いわば機構は、規制当局の我々とは車の両輪の役割ということでございます。機構

にとってもまだまだ組織の、いろいろな意味で詰めの作業は途上であることも、一方、事

実でございます。今回、法の制度でございますから非常に精密な評価ということになって

おりますけれども、１５年度の、まだ半期の評価という状況でございますが、私としては、

気持ちとして、ほんとうにこの半年頑張っていただいた機構の皆様にはＡをつけさせてい

ただきたいところでございますが、法の制度ということで言えば、いろいろな意味でまだ

まだ立ち上がりの途中でございますので、委員の先生方のご判断というのは、そういうと

ころからまず出発していくんだろうなという気持ちでもございます。 
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 今後とも、ひとつ機構のこの厳正な運用のためにも、評価委員の先生方のご叱責やアド

バイスをぜひよろしく申し上げます。どうもありがとうございます。 

【秋山部会長】 

 ごあいさつありがとうございました。 

 それでは、審議に入ります前に、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

【成瀬統括安全審査官】 

 お手元、議事次第という紙の２枚目に資料の一覧がございます。これに基づきまして確

認させていただきます。 

 資料１－１といいますのは、Ａ４横長の「財務諸表等の概要」（説明資料）という資料

でございます。それから資料１－２というのは、Ａ４縦長の「平成１５年度財務諸表等」

という資料でございます。資料１－３は「事業報告書 平成１５年度」という若干厚い資

料でございます。それから資料２というのは、Ａ４横長で「マネジメントのモニタリング

に関する調査表（案）」という資料でございます。資料３は、この議題のときに後ほど配

らせていただきます。 

 参考資料が幾つかございます。参考資料１、参考資料２、参考資料３というのはＪＮＥ

Ｓの自己評価に関する資料で、これまでご説明させていただいたものの最終版ということ

で、参考でプラスさせていただいています。参考資料４というのは、これも後ほど配らせ

ていただきますが、先生方からいただいたコメントを、お名前はつけずにまとめさせてい

ただいたといいますか、並べさせていただいた資料でございます。これは議題３のときに

またお配りいたします。資料は以上でございます。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。それでは、資料はご確認いただけましたでしょうか。よろし

ゅうございますか。 

 では、早速でございますが、議題１に入らせていただきます。平成１５年度ＪＮＥＳの

財務諸表の件でございますが、本件、成合理事長様及びＪＮＥＳ中西部長様からご説明を

お願いいたします。では、よろしくお願いします。 

【成合理事長】 

 どうもおはようございます。成合でございます。お手元の資料１－２にございますよう

に、我々、財務諸表をまとめました。これを、ここにおります大和、荒井、両監事の監査

を受けたところでございます。 
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 まず、財務諸表等の概要につきまして中西管理部長より、それから、その監査の結果に

つきまして監事のほうから紹介させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 

【中西企画管理部長】 

 それでは、前方のスクリーンのほうをごらんいただきたいと存じます。なお、スクリー

ン上でごらんいただく資料につきましては、お手元に資料１－１として配布してございま

す。 

 まず、「通則法に基づく財務諸表等」でございますが、独立行政法人の通則法第３８条

第１項に基づきまして作成する財務諸表等につきまして定義してございます。ごらんいた

だきますように、貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、及び同法に基づき

まして制定されました経済産業省令に基づき、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス

実施コスト計算書等の作成が義務づけられているところでございます。 

 あわせて、添付資料として義務づけられておりますのは、同じく独立行政法人通則法の

３８条第１項に基づきまして、事業報告書、決算報告書、及び財務諸表及び決算報告書に

関する監事の意見書でございます。これら資料につきましては、お手元の資料番号１－２

「１５年度財務諸表等」というもの、及び資料１－３「事業報告書」をお手元にお配りし

てあるところでございます。 

 次の画面を見ていただきますと、ご案内のとおり、昨年１０月１日に当機構は設立され

たところでございます。当機構の特徴を財務諸表上で幾つかご説明いたしますと、まず１

番に、ここにございますように資本金でございますが、０円でございます。２番目にござ

いますように、設立に当たりまして国から資産の無償譲与を受けてございます。有形固定

資産につきましては１００億１,５００万円、無形固定資産につきましては、ソフトウェ

ア等でございますが、３,３００万円。敷金・保証金９,２００万円。合計で１０１億４,

０００万円が無償で譲与されたもので、これをベースに当機構の業務が開始されたところ

でございます。 

 次の画面は今年度の決算のポイントを書いてございます。１番目に収入総額でございま

すが、３項目からなっております。１番目の運営費交付金、総額で１２２億１,９００万

円。受託収入、外部経済産業省及び原子力安全委員会のほうから委託事業として私どもの

機構のほうに４,８００万円の委託事業が行われたところでございます。それから検査に

関する手数料収入が２,９００万円。収入総額が、現金ベースで１２２億９,７００万円で
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ございます。 

 ２番目のところに、手数料収入の実績として書いてございます。上では２,９００万円

の収入としてその実績が書いてございますが、実際には入金ベースといたしましては、平

成１５年に４億９,１００万円の入金がございました。ただ、入金があった総額のうち、

検査が終了していない分、これにつきましては前受金として４億６,２００万円が計上し

てございまして、今年度の決算に計上されました実績がそのうちの２,９００万円という

ことになっております。原因といたしましては、入金はされたものの、検査の開始がかな

りおくれたということ、立ち上げ時期であったということ、加えて検査期間に数カ月以上

を要するということがございます。 

 今後の段取りでございますが、財務諸表等につきましては、その提出と承認については

法令上、次のようなことになっております。左側のほうにございますように、まず通則法

３８条１項に基づきまして、独立行政法人は毎年事業年度財務諸表を作成し、主務大臣に

提出し、その承認を受けなければならないとされております。それで、同条第３項に基づ

きまして、主務大臣は財務諸表の承認に当たり、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなけ

ればならないということになっておる次第でございます。 

 お手元に配布しております財務諸表等に関しましては、幾つかの会計の方針というのが

明記してございます。４点ここに掲げてございますが、まず一番初めに運営費交付金の収

益の計上基準でございますが、費用進行基準を当機構は採用いたしました。費用が発生し

た場合、その費用の額と同額を運営費交付金収益に充てるという方法でございます。２番

目の減価償却の会計処理、これは定額法を採用いたしております。独立行政法人はすべて

の法人で定額法と定められております。退職手当に関する引当でございますが、引当金は

計上しておりません。基本的には、運営費交付金をもって直接、費用計上するという仕組

みになっております。ただし、検査手数料収入にかかる負担分につきましては、当該事業

年度で当該費用を計上しているところでございます。消費税につきましては、税込み方式

で処理しております。 

 それではまず一番初めに貸借対照表でございます。 

 左のほうから、まず資産のところでございますが、１番目、流動資産９３億５,９００

万円。うち、現金及び預金が９１億２,１００万円でございます。固定資産が９４億４０

０万円。うち有形固定資産が１００億１,６００万円。減価償却累計額が、そこに書かれ

ているとおりでございまして、資産の合計が、左の一番下にございますように、１８７億
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６,４００万円でございます。 

 右側の負債の欄でございますが、流動負債が９３億９,８００万円、うち運営費交付金

債務が２０億１,４００万円、未払金が６８億４,４００万円、その他流動負債が５億３,

８００万円でございます。運営費交付金につきましては、２０億ございますが、契約をし

たもので３月までに終了できなかったものがその大半でございます。未払金の６８億の大

半は、試験研究等、請負事業として外注したもので３月下旬が納期のものが多く、大半は

４月末に支払われたものということで、３月時点では未払金として計上してあるところで

ございます。固定負債は８７億９,４００万円。内訳はそこに書いてあるとおりでござい

ます。下の資本でございますが、資本金０、資本剰余金５億６,６００万円、利益剰余金

が４００万円、資本計が５億７,１００万円で、負債資本合計が１８７億６,４００万円で

ございます。 

 次に、収入の決算額でございます。ごらんいただいておりますように、収入額の１２２

億９,７００万円のうち、運営費交付金がそのほとんどでございまして、立地、利用、そ

れぞれの勘定を元に、ごらんの数字となっております。これ以外には手数料収入と受託収

入があるところでございます。 

 支出決算額の業務別内訳が以上のとおりになっておりまして、８３％を超える額が業務

経費となっておりまして、１割強が一般管理費。次年度繰越金が５億４００万円で、４％

台となっております。 

 セグメント情報でございます。業務ごとにその事業費用、収益等がどのようになってい

るかというものをプロットしたところでございます。検査業務のところにつきましては益

が出ておりまして、最終的には、法人共通部門のマイナス部分を引きまして４００万円の

プラスというところになっております。 

 引き続きまして、損益計算書でございます。経常費用につきましては、業務費が１０４

億５,０００万円、一般管理費が７億１,８００万円、経常費用合計が１１１億６,９００

万円でございます。右側の経常収益でございますが、運営費交付金収益が９７億３,００

０万円、物品受贈益が１３億６,６００万円、受託収入が４,８００万円、手数料収入が２,

９００万円で、経常収益合計が１１１億７,４００万円でございます。先ほどご紹介いた

しましたように、当期総利益は４００万円となっております。 

 引き続きまして、キャッシュ・フロー計算書でございます。業務活動によるキャッシ

ュ・フローが９６億９,５００万円でございます。投資活動によるキャッシュ・フロー、
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これがマイナスがつきまして、４億７,４００万円。有形固定資産の取得による支出等と

いうことになっております。お手元の資料、括弧内のところに誤字がございまして、有形

固定資産の所得となっておりますが、これは取得の誤りでございますので、おわび申し上

げます。次の、財務活動によるキャッシュ・フロー、無利子借入金による収入等でござい

ますが、これもマイナスの９,８００万円。支払いリース料などがこれに相当いたします。

資本増加額は９１億２,１００万円でございまして、期首残高が０でございますので、期

末残高が９１億２,１００万となっております。 

 利益の処分に関する書類（案）でございます。利益につきましては、最終的に主務大臣

のご了解をいただいてこの（案）を取れるわけでございますが、当期未処分利益４００万

円、利益処分額が４００万円、積立金４００万円となっております。 

 最後が行政サービス実施コスト計算書でございます。業務費用が１１０億９,１００万

円、損益計算書の費用が１１１億６,９００万円、控除額が７,８００万円でございます。

損益外減価償却等相当額が０、引当外退職給付増加見積額、これが７,２００万円でござ

います。この引当外退職給付増加見積額と申しますのは、先ほど申しましたように職員の

退職金につきましては、必要なときに別途、運営費交付金で手当てすることができる仕組

みになっておるところでございますが、既にその意味で、当期、支出はしておりませんが、

給付として今年度負担が見込まれる額として、この額を行政サービスコスト計算書上明示

したものでございます。機会費用等ございませんで、トータルの行政サービス実施コスト

が１１１億６,４００万円となっております。時間の関係でかなり端折りましたが、以上

でございます。 

 引き続きまして、決算報告書についてご報告申し上げます。これはお手元の財務諸表等

の１－２の資料の最後に、立地勘定及び利用勘定、その他の勘定ごとに記載してあるとこ

ろでございます。 

 引き続き、監事のほうから説明をさせていただきます。 

【大和監事】 

 監事の意見でございますけれども、資料１－２の一番最後の７０ページに添付してござ

います。独立行政法人通則法第３８条第２項の規定による財務諸表。この財務諸表は、今、

ご説明にありました貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、キャッシュ・フ

ロー計算書、行政サービス実施コスト計算書並びに付属明細書を意味しております。及び、

決算報告書につきまして監査いたしましたところ、財務諸表及び決算報告書は適正である
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と認めます。以上でございます。 

【秋山部会長】 

 ご説明ありがとうございました。それでは、以上の内容につきましてご質問、ご意見ご

ざいましたら、どうかよろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。 

【遠藤委員】 

 よろしゅうございますか。独立行政法人の財務諸表を拝見させていただいたのですが、

資産で現金及び預金の額がやはり相当大きい額で、３月末で締めているということだろう

と思うんですが、これ年度の途中ではどういった数値になるんでしょうか。年度の予算に

ついては、国から一括して予算額がこの機構のほうに管理資金として付与されると、そう

いう形でしょうか。これ単なる質問でございます。 

【中西企画管理部長】 

 お答えさせていただきます。運営費交付金が大半のキャッシュ・フローを占めていると

ころでございますが、交付金につきましては四半期に１度ごと、分割して経済産業省のほ

うから公布をいただいておるところでございます。現金が多いことにつきましては、初年

度ということでございますので、全体にどのような資金の流れになるのかを見極めたとこ

ろでございますが、収入の大半が交付金でございまして、そういう意味で、先ほどご説明

いたしましたように、事業が終わって３月に終了を見届けた上で、４月に過半、６０数億

をお支払いしたようなところがございますので、３月末時点ではキャッシュとして残って

おる部分がかなりを占めるという現状でございます。 

【中西企画管理部長】 

 流動資産のほうは、今、申し上げたとおりでございます。 

【遠藤委員】 

 あとはもう１つ、考え方の問題なんですが、いろいろな事業あるいは研究等をやってお

られるんですけれども、基本的には、お金の関係でいくと３月末で締めということで、納

期はそこに必ず区切られているというような運用をされているんだと思いますけれども、

物によっては繰り越したほうがいいんじゃないかというような事業内容というのもあり得

ると思うんですが、そういうものに対してはどういう扱いをされていかれるんでしょう。 

【中西企画管理部長】 

 引き続きお答え申し上げます。 

 先ほどごらんいただいたもののうち、財務諸表のところにございます運営費交付金債務
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２０億というものがございますが、先ほどご説明いたしましたように、今年度契約をいた

しましたが、終了が次年度に送られるものがございます。例えばオフサイトセンター――

防災関係、防災支援業務で設置いたしますオフサイトセンターの設置に絡むような事業は

年度をまたいで契約しておりまして、そういうものにつきましてはこの夏ぐらいをめどに

事業が完了いたしますので、そういう複数年度にまたがる事業についての、いわゆる債務

負担行為と申されるものにつきましては、ここのところに計上したと、こういうことです。

これもかなりの金額に上っておるところでございます。 

【遠藤委員】 

 ありがとうございます。 

【和気委員】 

 よろしいでしょうか。ちょっとだけ伺いたいんですけど、１０ページのセグメント情報

のところで、この費用資産の割り振りなんですが、大体この割り振りというのは、そこに

携わる就業者というか人の数に比例するのか、この辺はどういうふうにこのセグメント情

報を解釈したらよろしいか、伺いたいと思います。 

【中西企画管理部長】 

 やはり一番大きいのは事業の内容かと存じます。ごらんいただきましておわかりのとお

り、一番金額が張りますのは企画基準業務と書いてあるところで、５８億強の事業費用を

計上してあるところでございます。ここは耐震であるとか、その他、各種の試験研究業務

をしておりますので、いろいろな試験体の作成であるとか、それを用いた物理的な試験な

どを行ってデータを集めているところでございまして、私どもの事業のうち、ざっと申し

上げますと半分程度の金額を占めておるところでございます。当然、人数的にも１００名

近い職員が当該業務に従事しておりますが、人数に比例しているというよりは、その行っ

ている業務にかかる事業に応じて費用を配分しておるということでございます。 

【秋山部会長】 

 ほかにはよろしゅうございますか。ほかに何かよろしゅうございましょうか。じゃ、ど

うもありがとうございました。 

 では、平成１５年度原子力安全基盤機構の財務諸表につきましては、後日、ＪＮＥＳか

ら正式に経済産業大臣殿に提出されることになりますが、その内容につきまして、当部会

として、以上、ご了解いただいたということにさせていただきたいと存じます。よろしゅ

うございましょうか。ありがとうございました。 
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 それでは、続きまして議題２に移りますが、マネジメントモニタリングの件。本件、事

務局さんから資料の内容のご説明をお願いいたします。 

【成瀬統括安全審査官】 

 お手元の資料の２でございます。この資料は、７月７日に予定されております親委員会

のほうで議論するための材料として用意させていただいたものでございます。前回、前々

回でしたか、ご説明いたしましたように、年度業績の評価につきましては部会のほうに実

質的な権限が委譲されておりまして、親委員会のほうとしては、部会の決定に対しては報

告を聞くということだけということになってございますが、複数の法人を見ている親委員

会として、各法人のマネジメントについてモニタリングをするということになってござい

ます。それをどうやるかというのは、今年度が初めてということでございますが、全体の

とりまとめをやっております政策評価広報課のほうで、お手元にあるような様式に従って、

各法人、資料を用意するようにという指示がございました。 

 内容といたしましては、前にお配りいたしましたマネジメントモニタリングに関する指

標という項目がございましたが、その項目ごとにそれぞれの法人の見解を、事務局である

私どものほうで、それをヒアリングをした上で資料をまとめるという形になってございま

す。 

 この内容につきましては、大体、ＪＮＥＳにやっていただいた自己評価の内容とかなり

重複する部分がございます。ですから内容的には、今回、参考資料としてお配りしている

自己評価の結果の内容をサマライズしたような内容になってございます。個々には、時間

もかかりますので説明を省略いたしますが、こういう形で親委員会のほうに説明をさせて

いただきたいと考えてございます。 

 簡単ではございますが、以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見ご

ざいましたら、どうかよろしくお願いいたします。 

【遠藤委員】 

 よろしゅうございますか。ただいま成瀬さんからご説明いただいたとおり、自己評価の

中に書かれたものとほぼ同じような内容のことが、また改めて調査票としてつくられて提

出しなければいけないということ自体が、業務効率化に、若干逆行しているんじゃなかろ

うかというような気がするんですが、そのあたりは、親委員会のほうではどのような議論



 10

をされているんでしょうか。 

【成瀬統括安全審査官】 

 今年度がこういう形式で行われるのは初めてでございまして、７月７日には、ＪＮＥＳ

を含めて７つの法人についてこのモニタリングを行うことになっておりますが、６月２５

日、今週の金曜日に１法人分のモニタリングをやることになってございます。ですから、

まだ親委員会でこれをどういうふうに取り扱うかという指針は、これからということでご

ざいます。おっしゃられるとおり、屋上屋を重ねているようなところもございますので、

その辺、もしかすると親委員会のほうでも議論があるかもしれませんけれども、まだ今回

初めてということで、具体的な議論はこれからということになります。 

【飯塚委員】 

 この項目というのはそれぞれの法人ごとに変えていくのか、何か統一的見方をするため

に項目がそろっていて、それぞれの法人がある種の読みかえというか解釈をして、これを

再整理して、あるものの見方で統一的にモニタリングしようとしているのか、どういうこ

となんでしょうか。 

【成瀬統括安全審査官】 

 項目につきましては、前にお配りした制度ワーキンググループというところで、どうい

う視点から見ていくかという共通の指標というのをつくられていまして、それに従ってこ

れを書いてございます。当然、法人の業務の内容、性格によって、それぞれの項目ごとに

対応する回答といいますか中身というのは、多分、変わってくる、そういう整理になって

いくかと思います。 

【飯塚委員】 

 そうすると、もしも自己評価なり具体評価をするときに、お手元の項目の構造を変えな

いでブレークダウンする形でつくっているとすると、今、遠藤委員からご指摘あったよう

に屋上屋を重ねる形になる。もし違う構造で評価しているとすると、何か見やすい形にす

る必要性はあるかもしれないですが、頭のところはそのまま落としているならば、ただ自

己評価報告書もしくはこの部会の報告書をもって変えるということでよろしいわけですね。 

【成瀬統括安全審査官】 

 これも親委員会がやることで、幾つかの法人を並べて見たときに、それから議論がなさ

れるんではないかというふうに思います。 

【秋山部会長】 
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 今、ご指摘のことにつきましては、なお詳しくコメントをいただきまして、私なりにも

勉強いたしまして、皆様方のご意向を適切に反映させていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 では、ほかの点に関しても結構でございますが、何かご意見、ご質問ございますでしょ

うか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、ただいまちょうだいいたしましたご意見に対しまして、原子力安全基盤機構

のマネジメントのモニタリングに関する調査結果につきましては、７月７日に開催予定の

親委員会での審議のためにご説明をさせていただきたいと存じます。ではよろしくお願い

いたします。 

 では、次の議題３に移らせていただきたいと存じます。ＪＮＥＳの業務実績の評価の件

でございますが、本議題の審議に当たりましては、経済産業省独立行政法人評価委員会の

慣例によりまして、評価をお受けになる方々はご退席をいただくということになっており

ますので、大変恐縮でございますが、ここでＪＮＥＳさんの方々には席をお外しいただき

ますようにお願いいたします。きょうは早朝からどうもありがとうございました。 

 それでは、よろしゅうございますか。では、審議に入ります前に、事務局さんから資料

のご説明をお願いしたいと存じます。 

【成瀬統括安全審査官】 

 今、お配りした資料でございますが、資料３というのが「平成１５年度ＪＮＥＳ業務実

績の評価について（案）」ということでございまして、各委員の皆様方からいただきまし

たコメントを踏まえまして、部会としての評価の案としてまとめさせていただいたもので

ございます。もう１つお配りいたしました参考資料４というのは、各委員からいただきま

したコメントをそのまま並べさせていただいたものでございます。 

 それでは資料３につきまして、これは部会としての評価ということでございますので、

読み上げさせていただきます。 

 「１．平成１５年度業務実績の評価について 

（１）平成１５年度業務実績評価の留意点 

 評価対象である平成１５年度事業は、新たに設立された法人の半年間の業務であること

から、個々の事業の実績についてはＪＮＥＳによる主体的な取組みによる成果の発露が少

ない。 

 反面、組織については零から立ち上げると同時にそれまで関連機関が行っていた規制関
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連業務を間断なく円滑に引き継ぐとともに、中期目標に基づく業務を遅滞なく実施するこ

とが求められたことから、平成１５年度業務実績の評価に当たっては、これらの状況につ

いて考慮した。 

 なお、ＪＮＥＳは、原子力安全規制行政事務の実施機関という性格上、業務を着実かつ

高精度に継続して実施することが求められることから、評価に当たっては、この点も配慮

した。 

（２）自己評価結果の活用について 

 ＪＮＥＳの評価基準及び制度ＷＧ報告において、法人による自己評価の活用と評価の重

点化が図られるべきとされている。 

 自己評価の活用は、法人の自主的な経営管理を尊重しつつ、評価の効率性を高めること、

また、その活用に当たっては、評価対象の専門性、重要度等に応じ適切な活用を図るべき

とされ、自己評価手法の妥当性を検証しつつ行うべきとされている。 

 これを踏まえ、本部会評価においては、ＪＮＥＳにおける自己評価手法を確認しつつ、

試験研究業務等の評価に当たってはＪＮＥＳに設置された専門家による第三者外部評価委

員会の評価結果を積極的に活用した。 

２．総合評価結果 

（１）総合評価 Ｂ（Ａ、Ｂ、Ｃの３段階） 

 コメント 

 総合的に、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ことから、Ｂ評価と

した。 

 初年度におかれた状況に鑑み、評価に当たっては、ＪＮＥＳの業務運営に係る取組とそ

の成果を中心に、マネジメント機能の有効性、規制関連業務の実施状況等から、以下の項

目別評価結果を踏まえ、総合的に判断したもの。 

（２）項目別評価 

①業務運営の効率化に関する事項 

 Ｂ評価 

 法人設立後、平成１５年度初年度業務の実施に向けて、組織・運営体制の確立のために

多くの労力が払われており、この結果、業務の適切な遂行に必要な体制が確立されている

ものと認める。 

 しかしながら、組織運営の効率化という観点からは、本年度は実績として著しく効率化
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が進められたとは認められなかったことから、評価基準に基づきＢ評価とした。 

②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 

 Ｂ評価 

 検査業務に関しては、機構設立の翌日からの検査対応や１０月から新たに施行された検

査業務について、検査方法の確立、検査要員の確保等検査体制の整備を行い、適切に検査

を実施したことは高く評価される。 

 一方、全体として過半を占める他の試験研究等の業務については、基本的に国の事業を

下期から引き継ぎ、年度計画どおり適切に実施しているが、著しい成果をあげるには至っ

ていないことから、評価基準に基づき総合的に勘案し、Ｂ評価とした。 

③財務内容の改善に関する事項 

 Ｂ評価 

 業務の効率的実施のため、年度業務実施計画に基づき実行予算を計画し、概ね計画どお

り執行された。また、財務内容の透明性向上のため、外部監査の導入を図るなど、適切に

実施していることから、評価基準に基づきＢ評価とした。 

④その他業務運営に関する重要な事項 

 Ｂ評価 

 国の行政機関の求めに応じ行う業務として、ＪＮＥＳ設置法に基づき、文部科学省及び

国土交通省が所管する検査について、原子炉等規制法の規定に基づき適切に実施した。ま

た、原子力安全委員会からの委託を受けて原子力安全に係る解析評価を適切に実施してお

り、評価基準に基づきＢ評価とした。 

３．今後の業務実績評価の留意点について 

（１）業務実績の自己評価について 

 ①マネジメントの評価について 

 組織として継続的に業務改善を行っていくためには、ＪＮＥＳのような組織においては

その業務実施に係るリスクを認識し、目指すべき組織運営のあり方を明確にした上で、日

常業務の中で自らの活動成果を確認し、計画との差違について要因分析を行い、改善を進

める体系的な取組が行われることが重要である。 

 これにより、自己評価が効率的に行われ、より効果的な運営が可能となると考える。 

 ②サービスの質の向上について 

 ・ＪＮＥＳの業務における最終的な顧客は、国民、社会であるが、各事業ごとに多様な



 14

顧客を定義し、満足度を計測する方法を定め、計測結果からその向上を図る取組がなされ

ることが望まれる。 

 ・原子力に対する国民の信頼を広く得る手法として、安全関係情報のホームページにお

ける開示など一層の努力を期待したい。 

 ・国の役割でもあるが、規格基準類の整備について総合的な戦略を構築することが望ま

れる。 

 ・解析評価業務におけるコード開発についても、専門性が高いことから専門家のレビュ

ーを受けてはどうか。 

（２）部会における総合評価について 

 今回部会において評価を実施した結果、今後の部会における自己評価結果の検証をより

効果的に行うために、法人側自己評価において、結果としての業務達成度についての説明

のみならず、自己のマネジメントシステムの診断、認識課題、改善方針などについての説

明を望みたい。 

 この場合、必要に応じて活動事例の詳細の参照、第一線の管理者、担当者へのインタビ

ュー等を行っていくことも含め、部会における評価の進め方についても検討を行っていく

ことが必要と考える。」 

 以上でございます。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。それではご意見をちょうだいしたいと存じますが、いかがで

しょうか。どうぞ、お願いいたします。飯塚先生。 

【飯塚委員】 

 これ蒸し返しになっちゃうんですが、総合的にＢというのは、何かやっぱり直感といい

ますか、合わないところがあってですね。 

 例えば、あることをやりなさいと言われて、そのことをきちんとやってきているときに、

これをＢとするのかどうか。業務の性質によっては、それがＡではないかと思うこともた

くさんあるわけですよ。これきちんとするためには、もともとねらっているブレークダウ

ンした目標そのものが妥当であるということを、お墨つきがついているとしますと、それ

をきちんとやること自体がもう上だと思うんですね。 

 あとやるならば、その業務を行うことによって目指している質ですか。最終的に何をね

らっているのか、最終目標に対してどれくらい貢献しているかってはかるための質の定義
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をきちんとすることだとか、もしくはそれぞれの業務について効率という観点から見たと

きに、どういう尺度ではかるのかということをきちんと見ていて、その点ですぐれている

ならばＡとかいうようなことをしない限りは、今のままで行ったらほとんどＢになってし

まう可能性は高いわけで、これはやっぱり何かこう、ルールどおりとは言いながら、何か

ちょっとしっくりこないなという印象を受けてしまいました。何か工夫しなきゃいけない

かなというふうに。 

 あとは、当然これから構築していかなきゃいけないので、絶対レベルとしてはまだまだ

途中だよって、いっぱいあるわけですね。そのことと、ことしこれだけやらなきゃいけな

いということをきちんとやったということの差ですかね。私は、将来に向かってどうやっ

ていくかというステップはきちんと明示されていて、しかも、今度はここまでだよという

のを決めていることがきちんとなされていたら、その段階ではかなり高い評価を与えてい

いようにも思うんですね。このあたりのことを今後どうしていくかというのを考えないと、

もしかしたら、いろんな意味のインセンティブというか、モチベーションとか、そういう

のにかかわってきちゃうかもしれないなという感じを受けました。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。大変貴重なご意見と受けとめまして、また、全体の委員会の

評価部会の席で皆様方のご意向を私なりにも整理して、適切に、また機会がありましたら

表明したいと思っております。関連して。 

【佐々木院長】 

 よろしいですか。 

【秋山部会長】 

 はい。 

【佐々木院長】 

 事務局が申し上げるのもちょっとおかしいんですが、気持ちとして、全く、今、飯塚先

生がおっしゃったことに賛成なんですね。まして、この独法は規制の一翼を担っていると

いう意味で求められる、一種、厳格性とか公正性、客観性とか、モラルとか、ある意味で

総合評価を組織の効率運営とかそういうこととはまた対峙した別の概念が、こういう機関

に求められているわけなんですよね。もともと私自身も、こういう同じやり方で評価をす

るということ自身については極めて懐疑的であり、これは、ことしとにかくスタートする

ということで、法律制度がみんな一緒になっているものですからこういうことのようです



 16

けれども、ぜひ、座長には本部会のほうで本質的に何を見ているのかを。 

 私は東電の問題のときに、全治３年だと。全治３年というのは、どういう状態が３年後

に来ているのかという意味では、例えば定期検査なんかが同じ時期にダブってしまって大

変な人繰りの問題を生じるのを、少しずつ、少しずつずらしていかないと、前のように、

仕事の業務量とか検査に必要ないろんな協力企業の配分なんかもできない状況がしばらく

続くなんていうのも１つの現象なんですけれども、この機構、新しく１０月というのは、

まだ年度途中からスタートしたこともあり、いろんな意味でいろんな負担が別の面でかか

っています。年度の当初からスタートするとは大分違う要素も確かにあったわけですが、

一応、どこまでが今回、達成していれば評価として、という考え方に立ちますと、今度の

新しい業務としてはＮＵＰＥＣ時代とは違う意味で、検査の一翼を担うということは、あ

る意味で、今後のことを考えますと逆にこれは大きな重要な役割で、しかもそちらのほう

に今後シフトしていくという意味で言えば、そちらのほうは一つ別体系というか、ものの

考え方としてはもう１つ２つ加えないと、どうもほんとうの評価にならないなということ

を思っておりましてね。 

 ぜひ、ここの法人の担っている役割を考慮した本質的な評価項目を、やはりつくるべき

じゃないかなと。そのプラスアルファのほうで、この機構に働く人たちのインセンティブ

とか自信とか、あるいはこういうところはまだだめだよと。組織運営なんかの面で言えば、

もう明らかに委員の構成なんかごらんになって、まだヨチヨチ歩きすぎるなんていうのが

正直なところだと思うんです。ぜひその点よろしくお願いしたいと思います。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。私もまさに同感でございますので、ぜひよろしくご一考をち

ょうだいしたいと思います。 

【飯塚委員】 

 それに関係するんですが、ちょっと書いたんですけども、結果としてどうかということ

のみならず、そういうことを生み出してきたシステムというか、あるいはプロセスとかリ

ソースが実質どうなっているかということに関して、私たちもしくはだれかとその担当者

との間で議論をする――共同研究するといいますか、こうしたらいい、ああしたらいい、

こんなことができるねということを、究極的にはこれを目的にしているんだよということ

を常に頭に置きながら議論できる場みたいなものがあって、評価はこうだけども、私たち

としてはそこそこ自己満足できるし、ここは足りないし、本来の目的に対してこういうふ
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うにしなきゃいけないねというようなことを、何か得心いくようなところが別に設けられ

ていれば、少し救いになるのかななんていうことも感じたりもいたします。それでインタ

ビューとか、いろんな意味の議論といいますか、そんなことやったらいいんじゃないです

かということを書いたんですけどね。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございます。班目先生。 

【班目委員】 

 もう飯塚先生がおっしゃったことにほとんど同感で、同じようなことを言おうと思った

んですけど、もう１つ、少し上の委員会に考えていただきたいのは、我々としてはＪＮＥ

Ｓという機関だけを評価すると。それで与えられた尺度によってとやると、最終的に、こ

れＢ評価になっちゃうのもしょうがないと思うんですが、むしろ国民の立場からは、例え

ばこれだけいろいろな国の機関、こういう独立行政法人があって、その中で全くみんな横

並びということはないでしょうねというのが、もう常識的な感覚としてあると思うんです

よね。しかしながら、こうやってそれぞれ１つ１つ分担させられて何か言えと言われると、

結果はおのずと明らかで、これ何かシステムがおかしいんじゃないのと、ちょっと何かそ

んな感じがするんですね。ぜひ親の委員会ではその辺少し考えていただいて。我々も幾つ

か比べると、ここにはこういうことを、もうちょっとこちらのグッドプラクティスをこち

らに持ってきたらどうかとかって、言えると思うんですね。そのあたりも上のほうの委員

会に言っていただきたいなと思いますが。 

 私、実はへそ曲がりだから、これ総合評価は絶対にＢになっちゃうなと思ったので、頭

にきたからＡってつけたんですけど。（笑）何かちょっと、ほんとにこれは矛盾を感じて

ですね。今回、特に発足して半年だからという矛盾もあるんですけども、多分それだけじ

ゃなくて、今後、こういうことを続けていく限り、ずっとこうなっちゃうんじゃないかと

いうことを非常に恐れますので、ぜひその辺を上のほうで考えていただければと思います。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございます。 

【成瀬統括安全審査官】 

 ちょっと今の点について。法人ごとの評価基準というのは、実際にはそれぞれの法人ご

とに異なっておりまして、このＪＮＥＳの場合はＡ、Ｂ、Ｃの３段階評価ということにし

てますが、経済産業省のほかの法人は、４段階ないし５段階の評価をしているところがほ
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とんどでございます。これは主に産総研とか経済産業研究所とか研究系の機関ですと、ま

さに研究の成果、そのプロセスも含めて３段階では多分粗すぎて、もう少し細かく評価を

して、より上を目指すということを念頭に、５段階ないし４段階の評価にしているという

ことでございます。 

 ここは昨年の９月に評価基準を組めるときにご説明させていただいたとおり、ＪＮＥＳ

という機関の特殊性、規制の一翼を担うということを考慮して、現在の３段階の評価基準

を提案させていただいていると。これはどういうことかといいますと、やるべきことをき

ちっとやった状態。飯塚先生が先ほど、それがＡじゃないかというふうにおっしゃられて、

そういう考え方もあるかと思いますけれども、我々としては、きちっとやるべきことをや

るというのは、これ当たり前のこと。それをやってもらわないと困るという部分があって、

我々、ＪＮＥＳに期待するのは、さらにそれをより効率的に安全確保を達成することを考

えていって、それを実践してもらうと。そこまで高い期待をしているものですから、そう

いう成果を出した場合にＡ評価ということで、評価基準３段階の案を提案させていただき

ました。 

 これは当然、ＪＮＥＳの業務の進行に従って評価基準自体も見直していくということは

当然あることで、ほかの法人で、途中で評価基準を変更したところもございます。したが

って、将来、ずっとこれでいかなきゃいけないということではありませんけれども、これ

もまさにＪＮＥＳの業務の特殊性ということも考慮した上での評価基準ということで、一

応、今の３段階の評価をつくらせていただいているということでございます。 

【和気委員】 

 ちょっとよろしいですか。この評価のシステムの意味なんですけど、まずは、こういう

評価をするためにどのぐらい情報を開示できるかという、このプロセスがまず大事だと思

っているんですね、私は。したがって、こういう評価を行うということによって法人が自

己点検を含めてやって、我々が評価できるための可能な限りの情報を提供するという、そ

のプロセス自身が実はリスクマネジメントだと思ってますので、これを基本的にどこまで

きちんきちんと情報開示できるかということを私たちはチェックすべき。それを踏まえて、

それを受けて最終的にＡにするかＢにするかというのは、こういう言い方は変ですけど、

そんなに大きな問題にせずに、ほぼ、概ねやっていればＢというのは、そんなに悪い評価

じゃなくていい評価だと私なんかは思ってるんです。むしろ何のための評価かというと、

別に株主のための評価じゃないわけですから、国民全体がこのシステムを基盤にしてどの
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ぐらい安心できるかという、多くはそちらに向かうためのものですから、情報開示の前半

のほうの意味がすごく重要。 

 したがって、今回の評価をする上で、このぐらいの情報で十分か否かということをまず

私たちは判断したいと思って、その意味で、私はそれなりにとても誠実に、丁寧に情報開

示してくださっているというふうに、とても私は好意を持ってという言い方は変ですけど、

ありがたい情報をたくさんいただいているなという気はいたします。その分、分厚いのを

読まされるという一面の負荷はあるんですけれども。 

 ただ、強いて言えば、財務情報をもう少し早く欲しいということ。先ほどセグメント情

報もそうなんですけれども、どうしてああいうふうになったかというのは、もっときっち

り議論させていただきたいなというので、その情報の開示のちょっとラグがあったので、

この辺は次年度、もしほかの評価の方がなさるとすれば、そこで要望されたらいいんじゃ

ないかなというふうに思いますが。 

 極端に言えば、ＡかＢかというのは、多分に――班目先生の気持ちはすごくよくわかる

んだけど、来年Ａに向けての何かインセンティブということを踏まえて。ちょっとＡにす

るにはすごいポジティブな情報が、この半年ではなかったかなと。決め手がないというの

も変ですけれども。Ｃということはあり得ないです、これだけやっていただいているので。

ですから、まあＢが妥当かなというので、私は、ですからＢにつけさせていただいたので、

基本的にはそういうことを基本にいたしました。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございます。それでは、関連してご意見ございますか。 

【遠藤委員】 

 よろしゅうございますか。飯塚先生と班目先生と佐々木院長とほぼ同じコメントになる

んですが、独立行政法人全体での評価というと、やはりＢということになるんじゃないか

なというふうに思います。実際、企業でも、評価をやるときに会社全体の評価が幾つかで、

あとは各部門への給与の采配とか、それについては部門ごとにまたも１回別々に評価をし

て、大もととその部門の評価と合わせて、その部門としてどういう見返りをいただけるか

というような手法を取っているところもございましてですね。おっしゃられるとおり、検

査の業務と調査開発、そういった業務とはかなり性格が違うと思いますので、基盤全体で

の評価と部門ごとでの評価で、また見返りというか、それが付与できるようなシステムと

いうのをまたお考えいただけると、お互いの切磋琢磨という力も出てくるという効果もあ
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るんじゃないかなという気がいたします。 

 つまり全体はＢとしても、例えば検査業務については、確かに移行期間中、あれだけの

量の仕事を非常に巧みにこなされたという観点から、あの部分については私はＡだと思い

ますので、その足し算した評価で評価してさしあげるというような手続があってもいいん

じゃないかなという気がいたします。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございます。いかがでしょう。今の、何かお役所側のほうから。 

【成瀬統括安全審査官】 

 法人全体の評価とその中の部門の評価ということでございますが、今回、幾つか細かい

ところまでブレークダウンしたところで評価をしていただいていますが、基本的には、組

織の中での評価というのは、まさにＪＮＥＳのマネジメントシステムの一環としてそれを

どう構築するかということで、まさにそれも今、構築途上でございまして、たしか意見の

中にも職員のインセンティブを引き出すような仕組みをつくることが期待されると。まさ

にそういう組織の内部のマネジメントの仕方として、その部分も評価の対象といいますか、

評価するというのは、これをよりよくしていくための仕組みでございますので、そういう

ことで組織として改善をしていくということをエンカレッジしていただくような評価をし

ていただければ、まさに組織としてよくなるということだと思いますが、評価委員会とし

て評価を最終的に決めるのは、基本的にはその法人全体の評価ということになります。そ

の中で、コメントとして中をさらによくするような、していくようなことをエンカレッジ

するようなコメントを出していただければ、よりよくなっていくんだろうというふうに考

えております。 

【佐々木院長】 

 今の、国民のサービスの検査のところ。さっき読み上げた、高く評価するという、そこ

のところを説明してください。 

【成瀬統括安全審査官】 

 検査の部分につきましては、ここで高く評価するという部分は入れてございます。 

【飯塚委員】 

 今のエンカレッジにつながるかもしれないし、もしくは、重要課題を特定してさらにと

いうことを推奨するのにつながるかもしれないんですが、こういう全体についての包括的

なそういう監査をした評価という方法がありますし、この機構にとって今やらなきゃいけ
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ない重要なこと、戦略的に重要なことはこのことだということをあらかじめ特定しておい

て、そのことに関してちょっとしたプレゼンテーションと質疑応答というような形で、こ

れからどういう改善の余地なり改革する余地があるかなということを議論するような場と

いうのもあり得ると思うんですね。 

 それは、当初定めた目標では見えてこなかったけれども、活動した結果として見えてく

るものがございますね。社会ニーズや何か変化から見て、ことのことが脚光を浴びてきた

とか重要だと認識できたということについて、それをもう少ししなさいということが出て

きますが、それは実は、普通の評価票でいったら出てこない可能性が高い。このことを浮

き彫りにして、それについて効率でもいいですし何でもいいんだけども、そういうことに

ついて議論するというのはあるかなと思いました。 

 １つのテーマとして、読んでいて気になったのは、ナレッジマネジメントでした。いろ

んなものをためているんですね。ためているんだけれども、しょうがないです、それは。

だけども、それを採用可能性を高める。それは自分たちもそうですし、事業者もそうです

し、もっと広く社会レベルでもいいんですけど、そのためにどんなことがあり得るかとい

うことについての取り組みのようなことについては、やった後でやるんじゃなくて、どう

いう方向があり得るかということをこの機会に何か議論するとかいうような場があったら

――評価という場がいいかわからないけれども、エンカレッジし、かつ、この機構が果た

すべき方向性に関しての議論を深めるという意味から言うと、意義があるのかなとも思い

ました。 

【秋山部会長】 

 はい。北村先生、どうぞ。 

【北村委員】 

 要望といいますか、飯塚先生のご指摘の中にありましたですけど、これものすごく膨大

な資料を用意していただいて、それを読みこなしてないという部分もあるんですけれども、

やはり執行部の方以外も含めて、こういうことはほんとはどうなのということをちょっと

聞いてみたいとか、それはおそらく網羅的にはできないとは思うんですね。こんなに大変

なものを個別にはできないんでしょうけれども、そういう何らかの機会というのが設けら

れないかなと。評価する立場とすると、ＪＮＥＳの方とすれば、我々に対して大変構えら

れるんだとは思うんですけれども、そういう状況の中で、トップのマネジメントに携われ

るもうちょっと下の人たちがどうなのということが、果たして我々の前で言えるかどうか
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というのは難しいところではあろうかとは思いますけれども、こちらも意地悪く何かをや

るわけじゃなくて、ほんとうの現場実態の息吹みたいなのがどうなのというのは、この紙

からだけではわからないところもありまして、そういうところを少し工夫していただける

と、同じ評価をするにも、何となく腑に落ちるというほどのことはできないにしろ、とい

うような感じがいたします。 

【秋山部会長】 

 今の点は今後の課題としてご検討いただくということで。 

【成瀬統括安全審査官】 

 ３ページの一番最後のところに、そういうことも含めて、今年度初めてでしたのでこう

いう形でやらしていただきましたけれども、来年以降どういうやり方がいいのかというこ

とも含めて、検討課題ではないかというふうに認識しているところでございます。 

【秋山部会長】 

 よろしゅうございますか。 

【和気委員】 

 ちょっと細かい、文章の方向についてよろしいでしょうか。 

【秋山部会長】 

 はい。 

【和気委員】 

 今の報告案の、３ページの②のサービスの質の向上の２・のところなんですけれども、

「原子力に対する国民の信頼を広く得る手法として」というところですね。確かに安全関

係情報のホームページの開示というのは一つの安全情報なんですけども、もうこれはみん

なやっている情報開示の手法でありまして、むしろ双方向のコミュニケーションをどう国

民ととる、そこからボトムアップを含めた人々のニーズ。つまり、ＪＮＥＳさんの場合は

規制当局との両輪なんですが、やっぱりもう一方で、国民の声というのがどこまで反映さ

れるかというところが重要なので、その第２の声、つまり規制当局以外の第２の――実は

これは主役なんでしょうけれども、国民の声を聞く側の、この情報のコミュニケーション

のツールをむしろ開発するというぐらいの積極的な言葉のほうが、評価委員会として使う

言葉としては適切かなと思うんですね。ホームページは一方向の情報発信しかないので、

信頼を得るにはそれだけではもう難しい時代かなという気もいたしますので、何かそれに

近い言葉。コミュニケーションのツールをむしろ開発するぐらいの積極的な努力を期待し
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たいぐらいのほうがいいかなと思うんですけれども、ほかの先生方はいかがかと。 

【秋山部会長】 

 いかがでございましょうか。 

【遠藤委員】 

 具体的に、どのようなことでコミュニケーションを図られておられるのかというのが、

現状をあまりよく把握してないもので、今のご提言にどう考えればよいか判断に悩んでい

るところでございますが、具体的には、何か集会を開かれるとかそういったことをやろう

というのが考え方でしょうか。コミュニケーションのやり取りという観点で。 

【飯塚委員】 

 ウェブを通して意見をもらってですか、意見をもらって答えるとか。 

【和気委員】 

 いや、これはこちら評価委員会のほうが。これは聞くほう自身が考えていることではな

いですよね。こちら、評価委員会がどう期待するかですから、これは私たちがどう考える

かというスタンスで。 

【成瀬統括安全審査官】 

 今のことにつきまして、ここの部分、ホームページにおける開示など一層の努力をする

とともに、双方向のコミュニケーションツールを開発するなどの努力を期待したいという

ように、その部分をつけ加えるということでいかがでしょうか。 

【和気委員】 

 ええ、もちろんそういう言葉でも。 

【秋山部会長】 

 よろしゅうございますか。 

【和気委員】 

 双方向の情報の通りが、それが大事かなというふうに。 

【秋山部会長】 

 それじゃ、今、一つキーワードで双方向という言葉がぜひ生きるようにしていただくと

いうことでは、皆さん、ご賛同いただけますでしょうか。 

【遠藤委員】 

 方法はともかくとしてということですね。方法は、もしかするとウェブを使ってかもし

れないし。 
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【成瀬統括安全審査官】 

 まさに双方向を開発するというところを期待するという、そういうご趣旨ですね。 

【和気委員】 

 そういうつもりで。今、慶應でリスクコミュニケーションをウェブ上でどうしたらいい

かということなんかやっているので、いろいろなところでそういうツールの開発をしたら

どうかなと思います。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。それでは、そろそろ本日の予定の終了時刻も近づいておりま

すので、まだまだご意見おありかとは思いますが、以上、いただきましたご意見を体しな

がら、今後、当事者の方々、また我々も含めて作業を進めていくということで、本日の議

題につきましては、平成１５年度の原子力安全基盤機構の総合評価につきましてはＢとし

てご了承いただけますでしょうか。ありがとうございました。 

 それで、この評価書の文章につきましては、本日いただきましたご意見を踏まえて修文

をいたしますが、もしさらにお気づきの点がございましたら、これは若干お時間的な有余、

余裕はございますか。 

【成瀬統括安全審査官】 

 ７日に親委員会に報告することになってますので、今週いっぱいまでいただければ大丈

夫だと思いますが。 

【秋山部会長】 

 もし具体的な、文章表現等も含めまして、ご注意いただくことがほかにございましたら、

今週いっぱいとは申しましても、なるべく前にお申し出いただきまして皆様にご確認をい

ただかなければいけないと思いますので、できましたら大至急ご意見ちょうだいしまして、

盛り込める限りは盛り込ませていただきたいと存じます。で、それをもちまして本部会と

しての評価書としてとりまとめさせていただきたいと存じます。最終的な修文も含めた最

終案につきましては、恐縮でございますが、私にご一任いただきたいと存じます。よろし

ゅうございましょうか。今ご説明ありましたように、７月７日に開催されます親委員会に

報告させていただく手はずになっております。 

 それでは、ＪＮＥＳ平成１５年度業務実績の評価の件につきましては、以上で終了させ

ていただきます。ありがとうございました。 

それでは最後になりますが、事務局さんから今後の予定等につきましてご説明ございまし
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たら、お願いいたします。 

【成瀬統括安全審査官】 

 本日は早朝からどうもありがとうございました。今回の部会をもちまして、１５年度の

業務実績評価というのは終了いたしました。今後の予定としましては、何もなければ、１

６年度の評価というものを来年になってからまたお願いするということになるわけでござ

いますが、きょうご指摘いただいたような今後の評価のやり方といったことも含めまして、

それまでの間に懇談会形式で意見交換の場を持たせていただいてはどうかと考えておりま

す。秋ごろをめどに、また皆様のご都合を伺わせていただくというふうに考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。 

【秋山部会長】 

 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして第６回原子力安全基盤機構部会

を終了いたしたいと存じますが、なお、何かコメント、お気づきの点、ございますでしょ

うか。よろしゅうございますか。 

 では、本日は早朝から本席にご出席賜りましてまことにありがとうございました。院長

様も、格別お忙しい時期にありがとうございました。 

 

── 了 ── 


