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○重政統括安全審査官 それでは、定刻より少し早うございますが、独立行政法人評価委員会

原子力安全基盤機構部会を開催させていただきたいと思います。 

 飯塚先生は、少し所用により遅れるということでございます。また、遠藤委員、それから和

気委員については本日はご欠席というご連絡をいただいてございます。 

 まず、議事に入ります前に、委員の交替につきましてご報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、これまで部会長をお務めいただきました秋山委員におかれましては、ご都合により辞

任をされてございます。 

 それから、次に、新たにご就任いただきました委員につきましてご紹介を申し上げます。ま

ず、埼玉工業大学の石榑委員です。 

○石榑委員 よろしくお願いします。 

○重政統括安全審査官 次に、太陽監査法人の小笠原委員でございます。 

○小笠原委員 小笠原です。よろしくお願いします。 

○重政統括安全審査官 本日は、平成16年度業務実績の評価方針についてのご審議、それから

ＪＮＥＳから平成16年度の業務実績、それから試験、研究等を除く業務実績の自己評価のご報

告等を予定してございます。 

 それでは、まず初めに、原子力・安全保安院の三代次長から一言ごあいさつをお願いいたし

ます。 

○三代次長 皆様、おはようございます。 

 委員の方々にはお忙しい中、お集まりいただき、まことにありがとうございます。今、事務

局からお話がありましたけれども、今まで委員長をしていただきました秋山先生、健康上の理

由により辞退されることになりました。非常に残念でございますけれども、今までのこの部会

での活動に対して感謝をいたしたいと思っております。 

 それから、新しく委員となられました石榑先生、それから小笠原先生、今後ともよろしくお

願いいたします。 

 原子力・安全保安院でございますけれども、最近の事柄といたしましては、原子炉等規制法、

この改正の作業をずっとやっておりまして、つい先週、13日に成立を見たところでございます。

内容といたしましては、テロ対策、それからクリアランス制度の導入、それから原子炉の廃止

措置制度、こういうものを主体としております。特にクリアランス制度、それから廃止措置制

度に関しましては石榑委員にいろいろお世話になりまして本当にありがとうございます。我々、
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保安院といたしましては、ことし12月の施行に向けましてこれからも努力を続けていきたいと

思っておる次第でございます。 

 また、もう一つ大きな出来事といたしまして、昨年の８月におきました美浜発電所の事故で

ございます。これにつきましては、今年の３月31日に報告書を出したところでございますけれ

ども、その中にやはり安全文化のほころびが見られるという指摘がなされたところでございま

す。この関西電力に限らず、ほかの原子力以外の分野におきましても、昨年以来いろいろと事

故が起きていると。それも大きな企業での事故というのが最近でもニュースをにぎわしている

ところでございます。私の考えますところ、個人の意識、それから社会環境といいますか、そ

ういうところが非常に変わってきている。その中で企業のあり方というのをどのようにやって

いったらいいか。やはり企業の中でも模索が続いているんではないかという感じがいたしてお

ります。 

 原子力安全基盤機構、平成15年10月に発足いたしまして３年目を迎えているわけでございま

す。東京電力の問題を発端といたしまして、原子炉等規制法で検査のあり方も変わってきてお

ります。保障措置体制を中心に据えた定期事業者検査、これが非常に重要になってきておりま

す。そういう中で、やはりＪＮＥＳの役割というのも非常に重要になってきております。そし

て、これからの原子力に限らないわけですけれども、いろいろな分野での安全問題というもの

は、やはりみずから常に改正を求めて努力していくという活動と、それからそういう活動に対

して周りから公正中立に評価をすると。そして、また新たな改善策があるならば、そういうと

ころを指摘していただくというのが非常に大事であるというふうに考えております。 

 その意味で、この部会、原子力の安全にかかわるＪＮＥＳ、そのあり方について評価をする

という非常に重要な責務を負っているわけでございます。これからＪＮＥＳの平成16年度の活

動についての評価というものを議論していただくわけでございますけれども、委員の方々には

忌憚のないご意見をいただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○重政統括安全審査官 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思いますが、秋山部会長の辞任に伴いまして、新

たに部会長の選任を行いたいと存じます。つきましては、部会長が選任されるまでの議事につ

きましては事務方の方で進行させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この部会長の選任につきましては、経済産業省独立行政法人評価委員会で第６条第３項によ

りまして、部会に属する委員の互選により選任することになってございます。つきましては、
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部会長のご推薦を委員の皆様、よろしくお願いしたいと存じます。 

○班目委員 ぜひご見識の深い石榑先生にお願いしたいと思いますので、石榑先生を提案させ

ていただきたいと思います。 

○重政統括安全審査官 ただいま班目委員から部会長として石榑委員のご推薦がありましたが、

ほかにはございませんでしょうか。 

 それでは、部会長といたしまして石榑委員を選任したいと思いますが、皆様よろしゅうござ

いましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○重政統括安全審査官 それでは、石榑部会長、お手数でございますが、この部会長席の方に

お移りいただけますでしょうか。 

（石榑委員、部会長席へ移動） 

○石榑部会長 それでは、大変僣越ではございますが、ご指名によりまして本部会の部会長を

引き受けさせていただきたいと思います。 

 秋山先生の跡を継いだ形ということでございまして、責務の重さを痛感している次第であり

ます。私は、先ほどの三代次長の話にもございましたが、長らく放射性廃棄物の処理・処分で

すとか、あるいは廃止措置の試験研究あるいは制度策定にかかわってまいりました。さらに、

保安部会あるいは保安院とのかかわりで申し上げますと、現在、放射性廃棄物安全小委員会等

の主査を務めさせていただいておりまして、その中で今のお話のクリアランス制度あるいは廃

止措置の法規制の手続、さらには放射性廃棄物処分の法規制等の検討にかかわってまいりまし

たが、そのうちの廃止措置の法規制の手続と、それからクリアランス制度化、この２つが今の

お話のように今般、原子炉等規制法等の改正という形で国会に上程されて、つい最近、参議院

を可決、通過したというふうに伺っております。この２件、実は20年以上にわたります長年の

懸案でございまして、そういう意味でやっとここまで来たという感慨もひとしおでございます。 

 今回の法改正によりまして、クリアランスの検認にかかわる業務の一部をこの評価の対象に

なっていますＪＮＥＳが実施されるということになっております。ＪＮＥＳとのかかわりで申

し上げますと、ご存じの方もおありかと思いますが、第三者評価委員会の委員長を務めさせて

いただいておりまして、これまで試験、研究にかかわる評価に携わってまいりました。今回か

らは少し立場を変えてＪＮＥＳの評価をさせていただくということになるかと思っております。 

 ＪＮＥＳも先ほどありましたように、３年目を迎えましていろいろ難しい問題を抱えながら

運営を進めておられるというふうに漏れ聞いております。しかし、より効率的で透明性の高い
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柔軟な運営をしていただくには、評価が非常に重要であるというふうに認識をしております。

法人の運営にとって有益な評価となりますように微力を尽くしたいと思っておりますので、委

員の先生方におきましても、引き続きご尽力とご協力を賜りますようお願いいたしまして、あ

いさつとさせていただきます。 

○重政統括安全審査官 それでは、今後の議事進行につきましては石榑部会長、よろしくお願

いを申し上げたいと思います。 

○石榑部会長 それでは、審議に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたしま

す。 

○重政統括安全審査官 それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。大部でござ

いますが、まず、資料１－１としまして、平成16年度ＪＮＥＳ業務実績の評価について（案）、

それから資料１－２といたしまして、平成16年度業務実績の評価表、資料２－１、平成16年度

業務実績・自己評価の概要、資料２－２、平成16年度業務実績の自己評価の考え方について

（案）、それから資料２－３といたしまして、平成16年度業務実績・自己評価総括表（暫定

版）、それから資料２－４といたしまして、平成16年度業務実績・自己評価表（暫定版）、そ

れから次に資料３－１といたしまして、委員各位から提示されたご意見について、その後の対

応という、第22回の経産省独立行政法人評価委員会の配布資料がございます。それから、同じ

く資料３－２といたしまして、体制見直し後の年間スケジュールがございます。 

 あと、参考資料といたしまして、参考資料１、独立行政法人評価について、それから参考資

料２、総合評価小委員会の設置について、参考資料３－１、経産省独立行政法人評価委員会運

営規程の改正について、３－２、同じくその運営規程、それから参考資料４、次期中期目標の

作成にあたって、それから参考資料５としまして独立行政法人評価委員会臨時委員及び専門委

員の任期について、大部でございますが、過不足等ありましたらよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○石榑部会長 よろしゅうございますか。 

 それでは、よろしければ、議題１につきまして、ＪＮＥＳの平成16年度業務実績の評価に当

たり留意すべき事項等をまとめていただいておりますので、これについて事務局からご説明を

お願いいたします。 

○重政統括安全審査官 それでは、お手元の資料１－１、平成16年度ＪＮＥＳ業務実績の評価

についてでございます。 

 まず、１番といたしまして、今年度、平成16年度業務実績の評価の視点についてということ
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でまとめさせていただいてございます。前回の平成15年度業務実績の評価につきましては、Ｊ

ＮＥＳ発足後、最初ということで、新たに設立された法人の半年間の業務ということに配慮し

たものとなってございました。 

 一方、今年度につきましては、評価といたしましては２回目ということでございますので、

法人運営の評価視点といたしまして初年度と比較した改善点や効率化、これに着目することも

必要でありますし、またあわせて個別業務の質の向上に向けた取り組みについても評価してい

くことというふうにしてございます。 

 それから、次に、自己評価結果の活用についてでございます。業務実績の評価に当たりまし

てはＪＮＥＳにおける自己評価結果あるいは試験、研究等の業務についてはＪＮＥＳ内の第三

者外部評価委員会の評価を受けるということになってございますが、こういったものを検証し

ながら活用していきたいというふうに考えてございます。 

 その検証のプロセスといたしまして、マネジメントですとか、あるいは一部の事業につきま

してテーマを設けまして、その詳細のヒアリングないし関係者へのインタビュー等を委員の先

生方に行っていただいてはどうかというふうに考えてございます。 

 また、その実績について特筆すべき点あるいは未達成な事項があるという場合には、部会と

しても評価を行ってはどうかということでございます。 

 また、その評価に過程におきまして、ＪＮＥＳの今後の業務改善につながるような点、これ

について積極的にコメント、ご提案等をいただければというふうに考えてございます。 

 それから、次に、評価指標でございますが、資料１－２、平成16年度ＪＮＥＳ業務実績の評

価表、これに記載されているとおりでございます。これは前年度と同じでございまして、中期

目標や中期計画における各項目、それから制度ワーキンググループでの視点というものが評価

指標として掲載されてございます。平成16年度の事業の内容に応じ、適用すべき評価指標を勘

案していくということでございます。 

 それから、４番といたしまして、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会からの指摘に

ついてでございます。この総務省の評価委員会は、各省に設けられました評価委員会の行った

それぞれの当該の独立行政法人の業務実績評価、これに対する二次評価を行うところでござい

ます。 

 平成15年度につきまして、ＪＮＥＳについて次の２点が指摘されてございます。まず、第１

点といたしまして、業務経費の削減について、具体的な削減額を把握した評価が行われていな

いということから、具体的な削減額を把握した上で評価を行うべきであるという点。 
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 それから、第２点といたしまして、来年度、要は平成16年度の評価においては、先ほどのご

あいさつにもありました関西電力の美浜発電所の配管破損事故、これに対する対応状況等を踏

まえた評価を行うべきであると、この２点が指摘されてございます。 

 そこで、平成16年度の評価に当たりましては、これらの指摘を勘案して行うことが必要であ

るということで、第１点につきましては、15年度実績との比較を行い、また第２点につきまし

てはＪＮＥＳで対応された個別の事業についての評価の中で行うとしたいと考えてございます。 

 なお、この総務省の評価委員会の指摘事項として、経産省所管法人共通の指摘があと幾つか

ございましたが、ＪＮＥＳについて該当するものではございませんでしたので、ここではちょ

っと省略をさせていただきたいと存じます。 

 それから、次に、総合評価についてということでございますが、この総合評価に当たりまし

ては、それぞれの独立行政法人によりまして例えばその評価結果を各項目ごとに単純平均をす

るとか、あるいは項目間の重みづけをするといったことがなされているところがございますが、

ＪＮＥＳについてはまだ評価の実績、蓄積が少のうございます。したがって、こういったこと

が適用される状況ではないというふうに考えてございまして、したがってこの総合評価といた

しましては業務の実施状況、それから初年度と比較した、先ほど申し上げましたが、改善点や

業務の進捗度合い、そういったものを総合的に勘案してご判断いただければというふうに考え

てございます。 

 なお、ＪＮＥＳが原子力安全規制に係る規制機関としての性格、こういったものにも配慮し

ていく必要があるというふうに考えてございます。 

 それから、第６点といたしまして、今年度の今後の評価関連のスケジュールについて簡単に

ここでご紹介をいたしたいと思います。まず、冒頭申し上げました試験研究等の業務について

はＪＮＥＳの第三者外部評価委員会が来週の25日に開催されるというふうに聞いてございます。

その評価結果について取りまとまり次第、改めて先生方のご送付させていただくとともに、必

要に応じご説明を差し上げたいと思います。 

 それから、検証プロセスとしての個別テーマのヒアリング、これについて６月上旬をめどに

実施をしたいと考えてございます。 

 その後、ＪＮＥＳの自己評価結果ですとか外部評価委員会の結果、この検証プロセス等を踏

まえて平成16年度の業務実績の評価表を６月中旬をめどに先生方にお願いしたいと考えてござ

います。その結果として、６月下旬に第８回のＪＮＥＳ部会におきまして評価結果の取りまと

めを行いたいというふうに考えてございます。 
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 資料の１－１は以上でございます。 

 資料１－１の後に、今、申し上げました資料番号がついてございませんが、検証プロセスに

ついて事務方で考えさせていただきました実施項目、勝手にちょっと先生方の名前を入れさせ

ていただいて申しわけございません。ヒアリングテーマの設定ですとか、あるいはそれぞれの

テーマにおける担当の先生方につきましては、また後ほどご調整をさせていただければという

ふうに考えてございます。 

 それから、資料１－２でございますが、これは先ほど申し上げました実際の評価表でござい

ますが、先ほども簡単にご説明をさせていただきましたので詳細は省略をさせていただければ

と存じます。 

 事務局の方からは以上です。 

○石榑部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に対しまして、何かご質問あるいはご意見ございましたらお願

いいたします。 

○班目委員 よろしいですか。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○班目委員 基本的にはこういうことでよろしいかと思うんですけれども、ちょっと総務省の

政策評価・独立行政法人評価委員会からの指摘の①がこういうふうに15年度との実績の比較に

おいて行うこととしという、こうせざるを得ないのかもしれないんですけれども、やっぱりち

ょっと私、この評価委員会の発足のときにも申し上げたように、いきなりできたばかりの法人

に業務経費の削減について具体額まで示せとかというのがどれだけ実効性があるものなのか、

何か非常に奇異な感じがするんですが。と申しますのは、まさに立ち上がったばっかりの法人

であって、平成15年度の実績というのはあるのにはあるのかもしれないけれども、それはある

意味ではまだ完全に育ち切っていないというものに対して、これは苦肉の策だとは思うんです

けれども、ちょっとこの辺の解釈は柔軟にした方がいいんじゃないかなという感じがいたしま

すけれども。 

○重政統括安全審査官 この指摘につきましては、先生おっしゃいますように、15年度の実績

と半期であるということもございますが、それから16年度の実際の数字が今後固まって出てま

いりますので、ここの比較をした上でどのような評価ができるのかということが重要になりま

す。 

○班目委員 やることはいいことなんで、とにかく数字は出してみても、少し本当の評価のと
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きにはもうちょっと柔軟な姿勢で当たらないとおかしなことになるんじゃないかなというふう

な感じがいたします。 

○石榑部会長 今の点に関連して、15年度半期ですから余計難しい面もありますよね。具体的

に、相対的に評価するといってもなかなか。 

○和気委員 今の点でいいですか。 

○石榑部会長 はい、どうぞ。 

○和気委員 私も総務省からのいろいろなコメントがこれから来るわけですけれども、独法の

評価制度そのものもまだ立ち上がってそうはたっていないわけで、それぞれ制度そのものに問

題もあるわけなので、各委員会の方から問題を提起していくことの方が重要だと思うので、こ

ういう画一的に金額を示せというのが難しいという場合には難しいというふうに、むしろこっ

ち側から情報を上げていった方が制度としては今後のためにはいいだろうというふうに私も班

目先生がおっしゃるように、ちょっと画一的に総務省から何かコメントが、どうもいろいろな

他の独法を含めてそんな話もちらちら伺うので、やっぱりその辺きちんと記録なり問題提起を

していく姿勢の方がいいかなというふうに私も思いますので、できないことまで無理にやるこ

とはないというのもあるんですけれども、意味があることであればやるべきだけれども、ちょ

っと難しいんじゃないかと私は。 

○石榑部会長 今のご指摘のとおりだと思います。独立行政法人もそれぞれいろいろ性格が違

って、しかも時間的な流れもそれぞれ異なっているという中で、非常に画一的な指摘をどう処

理をしていくかということになるかと思うんですが、やはりＪＮＥＳならＪＮＥＳの特徴を踏

まえて何が問題点で、どこまでができるか、どこからできないかということをきちっと上へ上

げていく必要が多分あるだろうと思います。 

○重政統括安全審査官 確かに総務省の評価委員会からの指摘に対して、経産省の親委員会か

らもいろいろと今後の改善点ですとか、あるいはご意見というのを提出をさせていただいてい

るようでございますので、またそういった中でＪＮＥＳ部会としても問題点等がありましたら

積極的に親委員会に伝えて、そこから総務省に調整をしていただくというようなことを考えて

いきたいと思います。 

○石榑部会長 ほかに何かご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、ございませんようでしたら、平成16年度のＪＮＥＳの業務実績評価につきまして、

これらの視点を踏まえて行うということにさせていただきたいと思います。 

 引き続きまして、議題２の平成16年度のＪＮＥＳの業務実績及び自己評価結果につきまして、
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これはＪＮＥＳからご説明をお願いします。よろしくお願いします。 

○曽我部理事 企画を担当しております理事の曽我部でございます。本日は、あいにく理事長

が海外に出張中ということで不在ございますので、私が総括的な説明を含めまして代わりを務

めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、部会の先生方におかれましては、大変お忙しいところ、私どもの業務実績の評価のた

めにお集まりくださいまして、まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 先ほど、石榑部会長のごあいさつにもございましたように、特に石榑先生には私ども機構の

中の第三者評価委員会の委員長としてこれまでご指導を賜ってまいりましたけれども、今度は

部会長として違った角度からご指導いただけるということでございますが、引き続きよろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、16年度の実績につきまして、まず私の方から総括的な説明をさせていただきまし

て、続きまして、詳細につきましては中西企画部長から説明をしたいと思います。 

 まず最初に、１点だけお断りしておきます。先ほど事務局からもご説明ございましたが、前

年度、15年度に続きまして試験、研究等の業務につきましては機構内の第三者評価委員会の評

価をお願いしてございます。この部会の指摘がございましたので、試験、研究業務等に加えま

して、解析評価業務の大半につきましても同じくこの委員会で評価をいただいているところで

ございます。ただ、現在評価中でまだ結果が出てございません。したがいまして、お手元の資

料にはその関連の部分の評価に関しましては空白ということになってございます。 

 ただし、私どもが作成しました総括的な評価、コメントのところはやむを得ず、私ども自身

の考えを含めまして取りまとめているところでございます。いささか勇み足のところがござい

ますが、どうかご了承をお願いしたいと思います。 

 それでは、総括的な説明に入りたいと思います。 

 16年度は年間を通じて初めて業務に取り組んだというふうな位置づけができるかと思います。

15年度は先ほども班目先生からもお話がございましたように、半年という非常に短い期間の中

で組織の立ち上げ、しかも業務自体も完全に立ち上げなければいけないということで慌ただし

い中、大変難しい中で職員一同必死に取り組みまして、結果的には総合評価Ｂという点をいた

だいたところでございます。それに加えますと、平成16年度、引き続き大変忙しい中ではござ

いますが、１年ということでございますので比較的落ち着いた状態の中で業務に取り組めたも

のと思っております。 

 まず、16年度の基本的な取り組みの課題でございますが、２点ございます。まず第１点は、
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中期計画に定められました業務を的確、着実に実施することでございます。もう一つは、前年

度の経験を踏まえまして組織運営の改善を進めるという、この２点でございます。特に、第１

点につきまして、私ども安全の確保に貢献するという大変重要な任務を担っておりまして、そ

れぞれの業務につきましても直接、間接に安全確保につながっているものでございますので、

それを着実に実施するということはＪＮＥＳにとって一番の大きな責務だと考えてございます。 

 16年度を見てみますと、計画された業務は当然のことでございますが、飛び込みで入りまし

た計画外の業務を含めましてほぼ順調に達成できたというふうに考えております。一部に関し

ましては、計画を大幅に上回る成果を上げることができたものがございます。以下、各部門ご

とに主な点をごく概括的にご紹介させていただきたいと思います。 

 まず、検査等の業務でございます。15年度は組織や新しい検査システムの立ち上げ等、大変

苦労しまして、しかし実績が上がったということでＡ評価をいただいたところでございますが、

引き続き法令に基づく検査、12種類ございますが、厳正な実施に努めまして、処理件数804件、

この中には土曜、日曜、深夜をいとわず実施したものも少なからず含まれております。それか

ら、研修等につきましては当然のことながら検査員の能力アップということで大変重要な課題

でございまして、これにつきましても頑張りまして計画を上回る達成度でございました。 

 それから、特にご紹介したいのは、検査等業務の効果的な実施に向けた取り組みでございま

す。実際のところ、組織の立ち上げとともに、この新しい検査等の業務につきましては監査方

の考え方を取り入れた新しいものが相当含まれているということで、率直に言って慣れない部

分もございましたし、一方で検査、法令に基づくもので厳正に実施しなければいけないという、

そういうはざまの中で現場は大変苦労したわけでございますが、１年間の経験により、私ども

改善すべき点も相当把握してきております。それから、関係各方面からももっと効果的な実施

方法はないのかというふうな意見も多数いただいております。これらを踏まえまして、改善す

べきところは速やかに改善するという考え方に立ちまして、機構みずから検査等業務適正化調

査委員会、これは担当の安藤理事が陣頭指揮をとっているわけでございますが、保安院の協力

も得ましてこの委員会を設置しまして、現場の状況を詳細に調査しまして、改善につきまして

今その案をつくっている段階でございます。結果がよければ速やかに実施に移したい、そうい

うふうに考えております。 

 続きまして、解析評価業務でございます。これは検査業務と並びまして、ＪＮＥＳとしては

規制に直接つながった、最前線にある業務と考えております。多くの実績が上がりましたが、

その中で２点紹介させていただきます。 
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 まず、クロスチェック解析でございます。これは日本原燃が六ヶ所村に計画しているガラス

固化体貯蔵建屋でございますが、利用者がみずから行った安全評価に大きな間違いがございま

して、それがクロスチェックで見つかったわけでございます。結果としまして、当該建屋の設

計変更につながったわけでございますが、そのほか類似の構造を持ったものが３つございまし

て、合わせて４つのものにつきまして設計変更やあるいは改造ということにつながったもので、

大変大きな成果であったと思います。同時に、国の安全審査あるいは安全規制に関して信頼性

を確保する、そういった意味で高く評価できるのではないかと考えております。 

 それから、規制高度化の点でございますが、リスク情報を活用して原子力安全規制の高度化

を進めようというのは、現在この分野での最大の懸案事項の１つだと考えております。現在、

原子力安全委員会あるいは原子力・安全保安部会で、それぞれ議論が進められているところで

ございます。このリスク情報の活用に分野に関しましては、私どもＪＮＥＳが日本でも質・量

ともトップの位置にあると思っておりまして、そういった意味でこういった委員会での検討に

貢献していくのは当然のことでございますので、16年度におきましては委員会での審議が画期

的にと言ってもいいのかもしれませんが、促進されたということで高く私どもは評価したいと

考えております。 

 続きまして、防災支援業務でございます。これは万一の原子力災害に日々備えるということ

で大変地味ではありますが、重要な仕事でございますが、これを誠実、着実に実施することに

努めました。その結果、地方の自治体でみずから行う防災訓練に関して支援要請が非常にふえ

ております。これは私どもＪＮＥＳに対しての信頼が非常に高まったものと考えておりまして、

こういうことこそがＪＮＥＳにとって一番大事なことであるということで高く評価するもので

ございます。 

 パワーポイントでお示しした資料は、防災支援業務の中ではやや特殊な分野でございます。

ご案内のように、先ほど次長からもお話がございましたように、いわゆるテロ対策、世界的に

大変憂慮されているわけでございまして、今般、原子炉等規制法の改正がなりましたが、その

改正作業に関しまして専門的立場で多くの支援をすることができたと思っております。 

 それから、先々に向けまして、体制の整備、強化を行ったところでございます。この専用執

務室というのは情報のセキュリティの確保という観点でございまして、関係者しか立ち入るこ

とができない。私どもも立ち入ることができません。非常にそういった意味で厳重な管理をし

ているものでございます。 

 それから、規格基準業務でございますが、これは多数の専門家を要しまして、多岐にわたっ
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て業務を展開しておりまして、一言でなかなか説明しにくいところがございますが、放射性廃

棄物対策、高経年化対策につきましてご紹介させていただきます。 

 ご案内のように、原子力発電所に関しましては高経年化あるいは廃棄の時代を迎えてござい

ます。そういった意味で、まず放射性廃棄物対策に関しましてはクリアランス制度の導入や廃

止措置の規定化といった炉規制法の改正がなされたところでございますが、その改正作業に当

たりまして専門家としての貢献をしてございます。それから、体制強化のために放射性廃棄物

評価室も設置いたしました。 

 高経年化対策に関しましては美浜３号機の事故もございまして、社会的に大きな関心を集め

ているところでございます。現在、原子力・安全保安院の検討委員会で検討が進められており

まして、これにつきましてももとよりいろいろ支援をしておりますが、この評価マニュアルと

いうのは法律で定められた経年化対策の評価をしていくためのマニュアルの整備でございます。

それを作成いたしました。それから、体制整備としまして高経年化評価対策室を設置したとい

うことでございます。 

 それから、次に、安全情報業務でございます。ここは言うまでもなく、内外の安全にかかわ

る情報を収集し、分析し、そして提供するという役割でございまして、安全にかかわるいろい

ろな業務のベースになる部分を担っているものでございます。16年度に関しましては、まず美

浜３号機の事故対応に関しまして全体的な取りまとめ、保安院への窓口役を担うとともに、膨

大な情報を収集し、対外的にも情報発信したところでございます。特に、事故後、直ちに詳細

な情報を海外機関に発信したということで海外からも高く評価されています。 

 それから、幾つかある中で４番目、保安規定に関する技術資料。これは原子力発電所に関す

る保安規定に関するものでございます。保安規定は言うまでもなく、事業者が運転保守に関し

て守らなければならない事項を盛り込んだ規定でございますが、この技術資料は逐条解説とい

うことではなくて、各項目が持つ技術的な意味合いを深く掘り下げて解説したものでございま

す。この資料作成に当たっては、保安院の担当官の協力も得、また機構内外の専門家多数の協

力を得まして膨大な作業をまとめて完成したものでございまして、今後、関係の専門家の間で

広く活用されるものではないかと期待しております。 

 それから、国際協力業務に関しましても幅広く、多岐にわたって保安院を支援しております

が、ＪＮＥＳの立場として戦略的に見ますとアジアに基盤がございます。日中安全セミナー、

日中高級専門家の交流、それからＡＮＳＮというのはアジア原子力安全ネットワークの略でご

ざいまして、この運営委員会の議長を私ども専門家がやっておりまして、アジアにおける原子
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力安全基盤整備に向けたいわゆるリーダーとして16年度も活動したところでございます。 

 それから、広報業務、これは大変難しい仕事でございますが、今までにない新しい広報、地

元に顔の見える広報を目指しまして活動いたしました。例えば、ホームページを充実しまして、

ヒット件数12万を超えたということであります。ニューズレター、シンポジウム等につきまし

てもいろいろ創意工夫を凝らしまして、アンケート調査結果を見ましても大変好評であるとい

うことでございます。 

 それから、地方自治体との関係では、限られた人数の中でできるだけ地方自治体と意見交換

しようということで、延べ20自治体と意見交換をしております。 

 地元の住民の皆様との効果的な広報ということでは、やはり対話型手法にあるのではないか

ということで、リスクコミュニケーションの専門家にもお願いしまして、どうやったら効果的

なのかということで、そういった検討に着手したところでございます。広報業務は、そういっ

た意味で16年度に関しましては大変大きな成果があったと思いますが、ただ広報の究極の目的

は原子力安全の確保に関して国民の皆様の理解と信頼を得るということで、大変難しい役割を

担っているわけでございまして、長い目で見て地道な活動を続ける必要があると考えておりま

す。 

 それから、特に美浜事故対応について触れさせていただきます。パワーポイントにはござい

ませんが、事故後、直ちに理事長から最優先でＪＮＥＳを挙げて保安院を支援しろという指示

が出まして、その指示のもとに体制をつくりまして情報収集あるいは原因究明のためのいろい

ろな解析を実施いたしまして保安院への支援、事故調査委員会での検討に少なからず貢献した

ものと考えております。同時に、美浜事故は大変不幸な事故でございましたが、私どもにとっ

て緊急時対応という点で貴重な経験を得たということでございます。 

 事業の実施状況は以上のとおりでございますが、続きまして、２つ目の組織運営の改善につ

きましてご説明したいと思います。 

 まず、機構の業務の効果的、効率的な実施というのは独立行政法人に課せられた強い要請と

いうべきものでございまして、私ども16年度も前年度に引き続きまして予算の削減あるいは業

務の効果的、効率的な実施に向かって組織や人員配置の見直し、業務プロセスの改善、品質マ

ネジメントシステムやリスクマネジメントシステムの構築等に努めまして業務の質の向上、処

理の迅速化を図ったところでございます。いろいろ努力をいたしましたが、率直に申し上げま

して、まだいろいろ課題がございます。16年度は先ほども申し上げましたように、初めて１年

を通じて業務に取り組んだということでございまして、いわばいろいろ問題が見えてきたとい
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うことがございます。組織の強みや弱み、あるいは業務量と人員のバランス、保安院との提携

のあり方等々いろいろ課題が見えてきまして、できるだけ速やかにこの改善に取り組むべきと

考えておりまして、そういった意味で16年度から17年度にかけまして機構として組織運営のし

っかりした足固めをする重要な時期と考えております。 

 いろいろな課題の中で最重要の課題は、人材の確保でございます。これは平成16年度の人材

の確保の状況をお示ししたものでございます。16年度は37名の人員を増員いたしました。特に

規制現場に直接つながった検査業務、解析業務を中心に増員したものでございます。もちろん

これに当たりまして、事前に業務の見直しや人員配置の見直し、あるいは外部人材の活用を含

めましていろいろ工夫をした上で、なおかつ業務達成のために必要不可欠であるということで

増員をしたものでございます。そういう意味で、16年度に限っては人材の確保に関しましては

十分計画は達成したということが言えるかと思います。 

 ただ、人材の確保に関しましては、何といってもやはり長期的、戦略的に対処していかなけ

ればならない問題でございます。特に私ども技術的、専門的な機関でございますので、人こそ

資産でございまして、機構の存立の基盤をなすものでございます。そういった意味で、特にこ

れから行政ニーズが高く、ＪＮＥＳにとって人材的に手薄なサイクル関係あるいは放射性廃棄

物関係の人材の十分手当てはできなかったということが問題でございます。 

 それからもう１点、これは職員の年齢構成を示したものでございます。ごらんのように、50

歳代が圧倒的多数を占めております。平均年齢が50歳を超えております。もとより、こういっ

た年齢層の方々は非常に優秀でございまして、現在、業務の中心を担っている人たちでござい

ます。ただ、今後、長期的に見ましてＪＮＥＳの技術の継承ということを考えますと、この人

員の年齢構成の適度なバランスということが大変重要でございますが、この点につきましても

16年度は何ら手を打てなかったということでございます。 

 いずれにしましても、この人材の確保に関しましては限られた定員枠がございます。そうい

う中で、今後いろいろ知恵を出し、工夫をしなければいけないと思っておりますし、まだまだ

その余地はあると思っております。ただ、人材の問題はひとえにＪＮＥＳだけの問題ではなく、

原子力安全行政の根幹にもかかわってくる大変重要な問題と思っておりまして、ぜひこの部会

でもこの問題の議論を深めていただきまして、今後、私どもに対しまして何かとご指導、ご支

援を賜りたいと思っております。 

 最後になりますが、一昨年の10月１日にＪＮＥＳがスタートして早くも１年半余りを経過し

たわけでございます。この間、私ども職員一同、強い使命感を持って、士気高く、誠実に業務
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に取り組んできたつもりでございます。今後とも部会の評価結果を踏まえまして、一層頑張っ

てまいるつもりでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、続きまして、中西企画部長から詳細につきましてご説明申し上げます。 

○中西企画部長 それでは、引き続きご説明をさせていただきます。 

 まず、冒頭、本日ご紹介をいたします自己評価、昨年と比べてどのように改善をしたかを概

略ご説明させていただきます。それから、総括表の順番とちょっと違っておりますが、まず各

分野ごとの業務につきまして検査から始まりまして、防災、安全情報、国際協力、それから外

部評価委員会に評価をお願いしております解析評価業務と試験、研究業務につきましては後ろ

の方にまとめてご紹介をさせていただきたいと存じます。 

 続きまして、美浜に関しまして若干ご紹介をさせていただきます。 

 その次に、全体を見渡した業務運営の効率化に関する事項に関しまして、３項目に集約して

ご紹介をさせていただきます。 

 最後、４項目といたしまして財務関係でございます。これは資料をごらんいただいてもわか

るとおり、まだ最終報告書がまとまっていない関係でほんの概略をご紹介させていただきます。

私どもの中に設置いたしました第三者評価委員会の結論は先ほど来週25日にまとまる見込みだ

とご紹介をさせていただきましたが、それとあわせて財務関係につきましてもご紹介をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 それでは、まず初めに、自己評価の改善でございます。ご案内のとおり、昨年は初めての自

己評価作業をさせていただいたところでございますが、今年はいろいろご意見を賜りながら次

のように改善させていただきます。大きく３点ございます。 

 第１点は、個別業務についての改善。それから２点目は、今年度新しく部門を大括りで評価

をしました。昨年の自己評価はどちらかというと少し掘り下げが足らないのではないか、平板

な自己評価だというご指摘を賜りましたので、少し分析をいたしまして自己評価をさせていた

だいております。３番目は、私どもの機構に設置いたしました第三者評価委員会におきまして、

今年度については解析評価業務についても対象にいたしまして、専門的に評価をいただくとい

うことにさせていただいたわけでございます。 

 まず、一番初めの個別業務の評価でございますが、ちょっと見にくいんですが、一番下に書

いてございますが、昨年度は第三者評価委員会で用いております４つの評価指標を全体の自己

評価にも当てはめたわけでございますが、やはり私どもの業務というのは最終的には安全確保

をより確実にするという観点から業務がどの程度進んでいるのか、正しい方向に進んでいるの
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かというのを見る必要があるのではないかというようなことも踏まえまして、小項目では去年

の４項目から７項目にふやしまして各個別業務を立ち入って自己評価をさせていただいており

ます。それを全体としてマネジメントの評価指標、それから成果の評価指標、大きく２つ分け

て記載をしております。 

 マネジメントの方は進捗管理、情勢変化への対応、効率性という点。それから、成果につき

ましては達成度に加えまして、安全確保にどの程度その業務が貢献をしているか。それから、

規格、基準等に関しては安全規制の高度化へ本当に貢献しているのかどうかといったような点

から自己評価をしました。それから、緊急時対応ということでございます。今回はこちらの左

側の（マネジメントの）項目でＡ、Ｂ、Ｃ、右側の（成果の）項目でＡ、Ｂ、Ｃ、それらをま

とめて全体としての評価をＡ、Ｂ、又はＣでプロットしてございます。 

今回お配りした資料２－３というのがございますが、ここにその抜粋をしてございますが、

今回の２番目の新機軸、大括りの評価につきましては、これの右半分のところに以下の４項目

で立ち入った総括的な評価をさせていただいております。 

 １番目の柱が今年度の主要課題。具体的にどういう点を機構の中心課題と認識して年間の業

務を遂行したかという点を、冒頭にそれぞれの分野ごとにまとめてございます。２番目には、

それに基づいて主要な実績と自己評価をまとめてございます。３番目には、それらを踏まえた

私どもの総括的なコメント。最後は、やはりすべて満足がいっているわけではございませんの

で、具体的にどういった課題が残されているかというのを特に次年度に向けた課題という形で

４番目に整理してございます。 

 それから、先ほどからお話がございますように、第三者評価委員会について、今年度は解析

評価関係の業務を対象とさせていただいております。ただし、一部、直接規制にかかわります

クロスチェック等については従来どおりの自己評価という形にしております。 

 なお、この部会における評価はＡ、Ｂ、Ｃの３段階でございますが、試験、研究等につきま

してはやや数年間を要する長いもの等もございます。それから、やはり実施している者に対す

るインセンティブの付与が必要ではないかというご意見が同評価委員会から出ましたので、第

三者評価委員会の中における評価は従来の３段階から５段階に改善をいたしまして、右側にご

ざいますような形で評価をいただいております。しかし、この部会にご提出する資料につきま

しては全体との整合性もございますので、ここにございますような形で変換をしてＡ、Ｂ、Ｃ

の３段階にしてご提示したというふうに考えております。 

 本日は、今ごらんいただいている映像をパワーポイントの資料２－１としてお配りしてござ
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いまして、それは基本的には２－３の総括的な資料に基づいて作成したものでございます。 

 なお、当然のことながら、細かい個別ごとの評価につきましてはＡ３の資料（２－２）を、

暫定版でございますが、お配りしてございます。横長の資料（２－３）の左側にそのエッセン

スだけを要約してございますので、ご参考いただければと思っております。 

 まずは、１番目の業務、検査等業務でございます。 

 16年度の主要課題として３点ございます。まず、検査の実施につきまして、効果的・効率的

に実施するための体制整備ということでございます。２番目に、平成15年10月に新たにスター

トいたしました定期安全管理審査につきまして、審査業務は全部機構が担っているところでご

ざいますが、初めての審査が完了したのは平成16年度でございますので、事実上の初年度とい

うことでその業務の立ち上げを着実に実施するというのが16年度の大きな課題でございました。

それから、３番目は、検査の質の向上のための研修の充実ということでございます。 

 次をごらんいただきますと、以前もお示しいたしましたが、私どもが実施している業務、検

査関係、研修関係でございます。一部は国とシェアをし、一部の検査はすべての業務が機構に

委ねられているというところでございます。 

 次のグラフは、具体的な検査の申請等の件数をプロットしてございます。次のグラフは、検

査等の処分の件数でございます。これの前のグラフとの違いは、年度をまたがっているものに

ついてはそこに差が出ているわけでございます。 

 それでは、先ほどの主要課題との関係で幾つか主な点をご紹介させていただきます。 

 まず、検査の実施体制の整備ということを申し上げましたが、16年度では先ほど理事からご

紹介をさせていただきました内部委員会の設置による具体的な検査制度についての検討が大き

な改善をするためのステップとして位置づけております。こちらのペーパーにも書いてござい

ますが、検査業務につきましては限られた検査員数の中で適正に実施するということが最重要

課題となっているわけでございますが、業務量と、それからマンパワーのバランスを確保し、

かつ検査につきましてもできるだけ効率的にいい検査をしようということで検査の実施につい

て見直しをしたところでございます。 

 具体的には、昨年の10月に内部委員会を設置いたしまして、定期検査についての業務状況を、

検査現場にて、保安院の協力もいただきまして調査を行いまして、具体的な運用の改善につい

て検討いたしました。これについては、16年度はまだ実際の検査に適用するには至っておりま

せんが、17年度まとまったところから実際に適用して、検査のより良い実施に向かっていきた

いと考えているところでございます。 
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 これ以外に、検査体制の整備といたしましては、効率的な事務処理ということで執務環境の

整備というものを実施いたしました。各発電所ごとに私どもの検査員の執務室の確保、パソコ

ンの整備、光ファイバー通信回線の整備。それから、検査データにつきまして、事務手続の支

援システムを安全情報部と一緒になりまして構築し、東京本部にいるのと同様の執務体制がで

きるようにやったということでございます。 

 次に、検査の質の向上のために行ったものでございますが、１つは技術連絡会の設置でござ

います。不適合・不具合情報など、いわゆる検査員の情報共有をする仕組みでございます。こ

こに書いてございますが、質を高めるために、いわゆる水平展開をする組織を設けまして月２

回のペースで開催をしているところでございます。 

 次は、保安院との現場における情報の共有化ということでございます。ご案内のとおり、す

べての原子力発電所には保安検査官が常駐しておるわけでございますので、同じ検査官同士の

コミュニケーションを図るために、私どもの方で連絡ポストを設置いたしまして、トータルで

見てよりよい検査が実現できるようにしたということでございます。 

 次は、定期安全管理審査についてでございます。先ほど申しましたように、事実上、初年度

となりました定期安全管理審査でございますが、その的確かつ着実な実施というものが大変重

要であったわけでございます。本審査制度は従来型のハードを１つ１つチェックしていく定期

検査とは異なる監査型の新しい審査制度でございますので、そのための制度の定着、質の向上

といったことから２点ご紹介させていただきます。 

 １つは、審査結果につきまして、信頼性、客観性を向上させるという意味で判定会議を設置

いたしました。ポイントは外部の専門家を含めたということでございまして、そもそもこの審

査は品質保証体制を見るというものでございますので、品質保証の専門家においでいただいた

判定会議により、審査結果の質を維持するように努めたということでございます。 

 もう一つのポイントは、先ほど言いましたように、私どもの機構が審査業務を100％実施する

わけでございますが、国民や電気事業者等がその結果について容易にアクセスできるように、

最終報告につきましては全文をホームページに掲載するということにいたしました。あわせて、

その中には担当した検査員の氏名も入れさせていただきまして、私どもの機構が目指す科学的、

合理的判断というものがこういう形で外に出るようにした次第でございます。 

 続いて、検査員の研修関係でございます。そもそも検査を実施するために資格を取得するた

めに必要な研修というのがございます。本年はそういう資格取得の研修に加えまして、さらに

最新の知識を習得させて能力向上に寄与するための研修を充実させた次第でございます。ここ
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にございますのは、目標等において数値目標が掲げられておるわけでございますが、例えば資

格の付与については20％増という目標を大きく上回る75％増という実績を上げましたし、研修

に割く時間についても目標をクリアしているということでございます。 

 最近の傾向といたしましては、先ほど申しましたような能力向上研修ということでございま

して、次に幾つかデータをお見せいたしますが、今年度はかなり力を入れて実施したところで

ございます。これは資格認定の状況。水色が設立当初、橙色が昨年度で、今年度は黄色の部分

がさらに増員したというところでございます。 

 次は、検査等の能力向上の研修関係でございます。幅広く、特に品質保証関係を習得してい

ただくためにかなり時間を割いておりますし、その他検査員としてのベーシックな研修という

ものも実施しております。 

 以上の検査業務につきまして、我々がどのように評価しているかということでございますが、

まず定期安全管理審査につきましては原子力安全委員会の規制調査が16年度行われました。４

件というのは４つの発電所での調査という意味で４件となっておりますが、結論といたしまし

ては一番下にございますが、検査等の制度運用・実施状況はいずれも概ね妥当という評価をい

ただきました。 

 検査制度全体を見て私どもがどのように考えているかという点につきましては、資料２－３

の検査業務のところに書いてございますが、６ページのところから後段にございます。先ほど

申しましたように、16年度というのは定期安全管理審査も含めまして制度の定着、それから充

実というものが大事だったわけでございます。特に昨年度、15年度におきましては制度発足間

もないということから、特に検査、審査を受けられる事業者の方からも検査を受けるために多

くの時間を割かなければいけないといったようなご指摘を多々いただいたところでございまし

た。やはり新しい制度と申しますと、どうしても双方、検査を受ける側もそうでございますが、

検査を実施する側におきましても大変な苦労、それから時間がかかるわけでございます。その

後、１年強の間の実施状況を見てまいりますと、かなり、その辺、定着する状況が実際に出て

きたのではないかなというふうに思っております。 

 それから、検査制度につきましては、定期検査と定期安全管理審査でございますが、やはり

それぞれ特徴ある制度でございますので、その特色を生かし、より効果的、効率的な運用を目

指すということで、先ほどご紹介いたしました内部に設置した委員会での検討を踏まえて、具

体的な改善策が講じられるところについてはできるだけ早く実施したいというふうに考えてお

ります。17年度の早い段階でそれを導入していきたいということで、現在、保安院とも連携を

 19



図りながら最終調整をしておるところでございます。 

 全体を見ますと、いろいろ問題点といいますか、改善すべき点というのが少なくないわけで

ございますが、以上のような形で私どもといたしましてもかなりの時間を割き、知恵を出して、

少しでも役に立ち、かつ原子力の安全をより確実にする方向に検査制度を運用するということ

で努力してまいった次第でございますが、お手元の資料にもございますように、まだ引き続き

17年度も改善すべき事項というのはございますので、それらをさらに実施し、検査の質の向上

に努めたいというふうに考えております。 

 あわせて、検査員の質の向上をさらに図るというのは言うまでもないところでございまして、

研修制度もより現場のニーズを踏まえて強力に実施していきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 検査業務につきましては、今までも多くの方々からいろいろご指摘を賜りましたこともござ

いますので、今年度の業務をどう改善したかというようなところを中心に丁寧にご紹介をさせ

ていただきました。 

 すみません、先ほど私が４件についての説明をちょっと間違えて。 

○安藤理事 安全委員会の規制調査の中に、検査の種類ということで加工施設の検査とか、そ

れから原子炉の定期検査に関しての調査ということで、行った先ではなくて、やった内容で４

件ということです。 

○中西企画部長 すみません、この中段に書いてございます。定期事業者検査に関するもの以

外にも溶接等々がございまして４件でございます。すみません、失礼いたしました。 

 それでは、次に防災関係でございます。 

 16年度の課題は４点、防災訓練の支援業務を主軸とした部業務の運営。２番目は災害対策基

本法における指定公共機関への指定に向けた準備。それから、３番目、これは国民保護法制の

中で指定公共機関への指定。これは16年度中に行われました。それから、４番目は理事からご

紹介もさせていただきました核物質防護対策支援業務でございます。 

 まず、１番目の防災支援業務は、基本的にはここにございます業務を実施しておりますが、

何と申しましても防災基盤の整備ということでハード面、それから訓練、研修といったソフト

面、これを合わせて実施してオールジャパンにおける防災体制というものをできるだけ底上げ

をしていくということでございます。これに関連して幾つかこちらに具体的なデータが出てお

ります。 

防災関係について特に強調させていただきたいのは次の点でございます。冒頭の支援業務を
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主軸としたということでございますが、特に自治体からの要請が16年度は年度の初め、４月か

らあったということもございまして、15年度の実績に比べて、全道県から要請がございまして、

年度の初めの計画策定段階から関与させていただくことになりました。したがいまして、自治

体のアンケート調査によるニーズの把握から始まりまして、具体的にはどういう形で有効な訓

練が可能かというものを私どもと一体となって調整をさせていただいております。保安院も今

回一緒に調整をさせていただいております。 

 結果として、オールジャパンにおける防災体制といったもの、国が実施する防災訓練のエッ

センスを地方に展開していくということから、地方自治体における防災の能力向上といったも

のが大きく前進したのではないかというふうに思っております。 

 ちょっと時間が余り残っていないということでございますので、若干はしょらせていただき

ますが、次は指定公共機関関係でございます。こちらの災害対策基本法に関するものについて

は、恐らく平成17年度に指定が見込まれると思っておりますが、その準備としていろいろ計画、

マニュアルをつくっておりましたが、昨年度は私どもの中での召集訓練などを通じてその計画

やマニュアルを一部改善する、あるいは美浜対応の教訓から改善をしたということでございま

す。それによって指定に向けた準備というのもがより確固たるものになったわけではないかと

いうふうに思っております。 

 それから、国民保護法における指定公共機関、こちらの方が先に指定されてしまいましたが、

去年の９月17日でございます。具体的にこれに基づく計画等の作成は17年度の予定でございま

す。 

 これは先ほど理事からご紹介した専用の執務室でございまして、セキュリティ対策がこうい

うところにあるということでございます。 

 今後の課題でございますが、オフサイトセンター設備の老朽化という問題、少し故障の率が

上がってきているという表がございます。東通のセンターの整備を行いました。それから、防

災専門官等についてはそもそも訓練がなされていないということで私どもから具体的な案を提

示して訓練を実際に行ったということで、まさにこのあたりは独法のメリットというものが生

かされているのではないかなと考えております。 

 以上、防災関係、着実に全国的なレベルでの防災体制の底上げをするということで一歩一歩

前進させているというところでございます。 

 次に、安全情報業務でございます。 

 課題はここには４つ書いてございますが、15年度の安全情報の収集、それをもとに週報、月
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報等を作成して保安院等に重要な情報のエッセンスをお届けしております。それから、それを

ベースに今度は分析評価の業務を行っておりまして、後でご紹介をいたしますが、15年度に保

安院と共同で設置いたしました安全情報検討会、そこにおける分析評価が結果としてオールジ

ャパンの安全規制への貢献度が少なからずあるのではないかというふうに考えております。３

番目といたしましては、国民向けの情報発信といたしまして運転管理年報、従来からございま

したが、16年度からは機構として発行せよということで、初年度として従来にはないものも加

えまして実施させていただいております。 

 安全情報データベースについては、ここにございますように各種のデータを入力しまして16

年度の蓄積データ数が大幅に増加しているというところでございます。 

 これは先ほどご紹介いたしました週報と月報でございます。メイントピックがこの検討会で

ございます。月２回開催をしておりまして、特に16年度の検討会で実施した件数は46件でござ

いまして、そのうちＮＩＳＡから被規制者に対して国内調査あるいは指示というものが出たも

のが全部で８件ございました。こういった緻密な情報収集分析から行政アクションにつながる

というものが引き続き相当数に上っているということで、この検討会というのは大事な仕組み

で、ぜひ今後とも継続していきたいというふうに考えております。 

 この表は具体的に私どもが実施しております情報の収集、検討等の一覧でございます。特に

赤のところがポイントでございます。保安規定についての文書を取りまとめたというところは

先ほど理事からも申し上げましたが、関係者間での情報共有により保安体制を強化し、関係者

の努力を促すという意味で、従来よりもかなり充実した資料ができました。安全規制への貢献

というものが少なからずあるというふうに考えております。 

 美浜は後ほどご紹介します。 

 情報提供については広報という側面もございます。ホームページの改定あるいは各種のパン

フレットの作成を行っておりますが、理事の方からご紹介申し上げましたように、新しい切り

口で従来にない広報を目指そうということでおりまして、双方向のコミュニケーションといっ

たようなものも１つの目玉でございます。自治体との意見交換も丁寧に数多く重ねております。

これは昨年秋にＪＮＥＳとして初めて実施したシンポジウムでございます。これは昨年の秋、

報道をきっかけとして誤解を解くためのいろいろなアクションをとったということでございま

す。広報につきましては、先ほど申しましたように双方向コミュニケーションを強化するとい

うことを中心に、従来とはない切り口で国民に語りかけていこうということで、さらなる前進

を図るべく検討を続けてまいるところでございます。 
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 安全情報関係の今後の課題といたしましても、情報の収集と分析というところが活動の命で

ございますので、そこを中心に諸活動をさらに改善を進めて実施するというふうに考えており

ます。 

 国際関係でございますが、主要課題はここにございますような４項目でございます。特にア

ジアにおける安全基盤の整備というものにかなり注力しておりまして、特に中国関係におきま

しては16年度に従来の研修を充実させることに加えまして、中国において安全セミナーを開催

する、あるいは中国の安全規制にかかわる高級専門家の交流事業というものを東京で開催する

などいたしまして中国関係の充実を図っております。 

 それから、マルチラテラルな話では、アジア原子力安全ネットワークというのが従来からご

ざいますが、ＳＣの議長として運営を主導するなど、より踏み込んだ形でのアジアにおける安

全基盤の整備に注力をしております。 

 いわゆる原子力関係の国際会議として、これは検査関係の初のワークショップを今年の１月

に東京において開催したものでございまして、安全管理の目指す方向の整合性を確認する等々、

関係者からは高い評価をいただいたところでございます。 

 国際原子力規制者会議というのもございます。これの開催支援をさせていただいたところで

ございます。 

 国際条約の義務履行というのも私どもの重要な仕事で、これら大きな２つの条約につきまし

てＮＩＳＡの支援を行っております。 

 国際業務につきましては、やはりアジアを中心に、国内のノウハウをアジアを中心に広げて

いこうということで17年度においても実施していきたいと思っています。 

 続きまして、解析評価関係でございますが、ここは第三者評価を受けているところでござい

ます。主要課題といたしましては、次の２点。前年度にも増して迅速性の高い品質をもって業

務を完遂すること、それから、リスク情報の活用という保安院における新たな課題について専

門機関としてバックアップしようということで、その検討作業への積極的に貢献すること。こ

れらが16年度の主要課題でございました。 

 全体を通した評価は外部に委ねておりますが、一部のクロスチェック解析等につきましては

私どもが自己評価をしております。幾つかご紹介をさせていただきますと、ガラス固化体貯蔵

建屋の関係の解析でございますが、結果といたしまして、設計の一部変更、建物の改造工事に

つながったということでございまして、私どもの16年度の解析評価業務の中では非常に貢献等

が高かった成果だというふうに考えておるところでございます。 
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 これ以外にもちょっと時間の関係でテーマだけご紹介をさせていただきますと、青森県に設

置予定の大間発電所のクロスチェック解析でございますが、世界で初めて全ＭＯＸ装荷をした

炉心ということで、いろいろ新しい知見を入れた解析業務をしたわけでございますが、一定の

成果が得られたというふうに考えております。 

 大きな２つ目の柱はリスク情報活用でございます。これは保安院を支援し、その実施に当た

って共同作業をしていくというところでございまして、具体的なリスク情報の活用についての

基本的な考え方や当面の実施計画の策定等につきまして私どもの専門家が十分に保安院と調整、

協議をいたして、それがベースになって保安院での審議会における検討等が進んでおるという

ところでございます。 

 耐震設計関係、これも大きな16年度のテーマでございます。先ほど申し上げましたように、

一部報道関係で急遽対応が必要だったというのもございますけれども、これにつきましてもこ

こにございますように安全委員会等の作業というものに大きな貢献があるというふうに考えて

おります。 

 解析業務につきましては、大半が第三者評価の方に委ねております。体制等につきましては

一言申し上げさせていただきますと、ＪＮＥＳになりましてから特にクロスチェック関係の業

務が増加しておることから、迅速な業務の遂行といったようなことなどが大きな課題となって

きておりまして、それを満たすように内部のマネジメントに注力をしておるというところでご

ざいます。 

 続きまして、やはり第三者評価を受けている試験、研究等の業務でございます。 

 ここでも同じように実績等の幾つかをご紹介をさせていただくにとどめさせていただきます

が、特にここでは部全体を通じるマネジメント上の工夫、改善といったものについて、４点に

集約してご紹介いたします。 

 １つは、規制ニーズを把握し、企画から成果の活用までの活動、ＰＤＣＡのサイクルを的確

に実行するということ。それから、廃棄物関係を初めとする新たなニーズに対応した内部体制

を強化すること。３番目は、外部との連携を強化すること。最後は、成果というものをどんど

ん外へ出して、公開していこうということでございます。 

 １番目の点に関しまして、保安院の安全研究に係る業務全体のサイクルを示した内容であり

ますが、業務全体は、従来安全委員会が策定する安全研究の中に必ずしも明確に位置づけられ

ていなかったところ、16年度におきましては安全研究として私どもの業務を位置づけし、成果

は規制行政に生かすということをはっきりさせたところでございます。 
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 ニーズの抽出から実施についてはここにございますように、ＰＤＣＡのサイクルが回ってい

くように工夫をしております。 

 新たなニーズに関しては、先ほどもご紹介しましたように、特に重要なバックエンド関係で

放射性廃棄物評価室、それから30年を迎える炉についての評価を行うための高経年化評価室、

これらの室は規格基準部に設置をいたしましたが、ＪＮＥＳの関係部門間の連携を図るという

ことで、ほかの部の職員も併任をかけまして、オールＪＮＥＳ体制がとれるように工夫をした

というところでございます。やはり新しいテーマでございますので、担当する職員、専門家の

確保といったようなところに大変苦労をした経緯がございます。 

 次は、時間の関係で詳しくご説明できないわけでございますが、行政が大きく変化をしてお

るということから、こういったニーズへの支援というものを的確に実施してまいったところで

ございます。 

 外部との連携強化でございます。ご案内のとおり私どもの試験、研究はハード、試験設備を

持たないということで業務が組み立てられております。したがいまして、廃棄物などを中心に

外部の研究機関との連携によりましてその成果を私どもとしても活用して、規格基準の作成に

役立てるということを行っております。 

 それから、学協会との連携でございます。特にご注目をいただきたいのは、安全研究ロード

マップというのを作成をいたしまして、少し中長期的な方向を示したところでございますが、

関係者から大変高い評価をいただいたところでございます。全体が保安院の規制ニーズにマッ

チした形で日本全体が動いていけるように、専門機関としての立場から外部の方とのネットワ

ークを強化するというところでございます。 

 次は、情報発信でございます。特に一般向けは広報的な観点でございますが、専門家向けと

いたしまして新しい形のレポートを随時発行する、あるいは材料関係を初めとしてセミナーを

必要なときにどんどん開催する学協会へどんどん発表していくといったような形で、情報発信

は私どもの認知をしていただくと同時に、オールジャパンの規格基準、安全確保に貢献する１

つのやり方だと理解をして進めております。 

 ここは先ほどご紹介した新しいレポートで必要なときにどんどん必要な情報が公表できるよ

うにということで工夫して作成したものでございます。 

 次に、美浜についてはもういろいろな機会でご紹介をさせていただいていますので、ごくエ

ッセンスだけご紹介をさせていただきます。 

 初期対応としましては、理事長の指示によりまして体制を整備したということで、最優先課
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題として取り組んだわけでございます。今回は原子力事故ということではございませんでした

が、いわゆる原子力防災としての緊急システムの起動を、情報入手の８分後に実現できました。

それから、福井県とのテレビ会議システムの起動を行いまして、コミュニケーションが図られ

るように体制を25分後に完了いたしました。 

 それから、同日のうちに関連事故情報、米国における類似の事例を初めとして、同種の事例

情報を同日のうちに保安院に提出しました。また、海外の通報につきましては、どうも今まで

余りこういうことがなかったんでしょうか。「ｎｅar ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ ｉｎｆｏｒｍａ

ｔｉｏｎ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ」という形で、かなり外国機関、ジャーナリズムにおきまし

て高い評価を受けたところでございます。 

 初期対応のところで防災支援業務が関与しましたが、２日目以降は安全情報部が取りまとめ

役になり、役員がトップになりまして、基本的にすべての部が関与する形で体制をとりました。 

 事故調査への貢献というところでは、まずは事故が起きた週の金曜日でございますが、大臣

の要請に基づく現場の立入検査を実施いたしまして、私どもの検査員を中心にチームを組んで

実施したところでございます。その後の原因究明のための調査や解析というものにつきまして

は、一部外部機関との協力も行いまして実施をいたしまして、事故調査委員会における検討に

貢献をしてまいりました。 

 解析関係では、配管内の流況解析と配管の破損解析という２つの業務を実施いたしました。

これは破損解析の結果で動画になっております。このように破損のメカニズムを解明したとい

うことでございます。これは事故調査委員会においてもお示しをしたところでございます。 

 このような各種業務をＪＮＥＳの総力を結集いたしまして短期間で大きな成果を上げると同

時に、年度当初計画をいたしました既存業務も計画どおりほぼ実施したということで、私ども

としては評価基準に対応してＡではないかということで自己評価をさせていただいております。 

 効率的な業務の運営につきまして、ごく簡単にご紹介いたします。３点に集約させていただ

いております。１番目の組織運営の適正化というところでございますが、特に規制当局との連

携強化、ニーズへの迅速な対応、それから２番目の機動的、柔軟な組織運営という点につきま

しては、私どもはかなり成果を上げる実績が出たのではないかと思っておりまして、自己評価

のところにはＡとさせていただいております。基本的に私どもの業務は保安院を支援し、結果

としてオールジャパンの安全を確保するということでございますが、成果物は一義的には規制

当局に行くことが多うございますので、当局との連携、それから、迅速性が要求されるニーズ

への対応といったようなところについては、今全体ご紹介したように対応してきたのではない
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かなというふうに思っております。 

 それから、２番目の組織運営に関しましては、先ほどの廃棄物や高経年化を初めといたしま

して、状況変化に対応して年度内で何回も組織改正をいたしまして、それに合わせた人員配置

の見直しというものを実現をいたしました。 

 業務の透明性の確保と情報発信、継続的な改善というものももちろん大きな柱でございます。 

 次に品質マネジメントシステムでございますが、15年度はスタート年ということで基本的な

考え方を整理いたしました。16年度はマニュアルや手順書を整備いたしまして、３カ月間でご

ざいますが、第４四半期に試運用というものを始めました。本格的な運用を目指して一歩踏み

出したのが16年度でございます。 

 効率的な業務につきましては３点、情報化推進、調達経費の削減、外部ポテンシャルの活用、

第三者評価の拡充でございます。 

 情報化につきましては、そもそも会計システムなどについては基本の市販ソフトをベースに

組み立てられたところなどもございますので、やはり実施しながらニーズに合わせて改良を重

ねるということで、現在は業務の省力化を進めております。 

 それから、セキュリティ関係、これはリスクマネジメントの内部検討でも優先課題と位置づ

けられたものでございまして、委員会を開催し、最近、特にウイルスが蔓延しておりますので、

私どもが積み上げて蓄積してきた知的財産が崩壊しないように、注意を払っておるところでご

ざいます。 

 それから、情報共有につきましても、やはり情報化ツールを活用するというのが重要でござ

いまして、これもさらに進めておるところでございます。 

 効率化関係でございますが、規定によりまして外部に出す請負業務等につきましては、契約

先について特定されないものについては原則一般競争に付すということで、810件中271件の一

般競争入札につきましては、当初想定しておりましたコストが総額で９億円ほど減額するとい

う効果をみました。それから、中期計画等に基づきます業務経費の削減というのも目標に向か

って着実に進めております。 

 ハードを持たないということで先ほどもご紹介いたしましたが、こちら等に書いてございま

すように、できるだけ外部機関を活用しております。それから、外部専門家の助言を積極的に

取り入れようということでございまして、内部に設置いたしました検討会等が今年度は45件に

増加いたしました。検討内容につきましては、透明性を確保するということから、その議事概

要をホームページで掲載をさせていただいているところでございます。こちらは先ほど理事の
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方からご紹介をさせていただきました。 

 財務関係については、昨年と同じ基準で処理を進めておるところでございまして、今日は余

り立ち入れないのでございますが、総額の収入と支出のところだけは円グラフでまとめてござ

います。 

 以上でございます。 

○石榑部会長 どうもありがとうございました。 

 かなり大幅に予定の時間が遅れておりますが、少しお時間をいただいてぜひご意見、ご質問

をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。何かご質問、はい、どうぞ。 

○飯塚委員 検査の件ですが、検査の質を測りたいというのは前々からの課題だったと思うん

ですけれども、結局どういうことで測ればいいかと、メトリックス、尺度のめどはついたんで

しょうか。 

 ついでに、研修を一生懸命行っていますけれども、こういう研修を行っていろいろ勉強して

上がったんではないかと思われるということなんですが、要するに実施したと。その結果、検

査する方の能力が上がった。その結果として、実際の検査において検査の質が上がったという

ふうにこの３段の関係を知りたいと思うんだけれども、どういう感じで評価すればいいかとい

うめどといいますか、それはついたんでしょうか。後半のもともと技術的能力の高い人につい

ていろいろ高い評価を得たとわっと出てきていらっしゃるわけですけれども、一方では新しく

取り組んだことに関してどのように管理していくか、どのように改善していくかに関して、ま

だ方法論についてちょっと見えにくいところがあるなと感じを受けたんですけれども、どんな

状況なんでしょうかね。 

○安藤理事 現在の質について、一応質を２つ考えていまして、基本的には厳正にやるという

ことは一番我々大切なことだということと、それが法律に基づいてやりますので。 

○飯塚委員 私の質問は、その結果としてどういうメトリックスを使おうとしているかという

ことです。いったかどうかというレベルをどんなもので測ろうとしているか。これは非常に難

しい質問、嫌らしい質問なんです。基本方針を聞いているのではなくて、それがよかったかど

うかというパフォーマンスをどういうもので見ようとしていますかということをお聞きしてい

るんです。 

○安藤理事 今、検査のやる人間の問題と検査のやり方を２つの柱にして考えていまして。 

○飯塚委員 どこを見ますか。 

○安藤理事 １つ、検査の質の問題について、先ほど先生のおっしゃった研修や何かの成果を

 28



我々はやって、その中で必要な確認をしてですね。 

○飯塚委員 だから、その確認はどういうふうにやられますか。 

○安藤理事 今のところ全部じゃないですけれども、一部について研修結果を試験という形で

やって、きちんと理解されているかどうかと。 

○飯塚委員 それは直後ですよね、研修のね。 

○安藤理事 はい、そうです。 

○飯塚委員 それを業務にどう生かされているか。例えば、その審査の計画の質が上がったか

とか、まっとうなことが指摘されているかとか、フォローアップに関していい指導というか誘

導か、指示をしているかということに関して見てみると、それで能力が上がったかどうか間接

的に見られますよね。 

○安藤理事 はい。 

○飯塚委員 測ろうとする努力なり、管理の方法ですね。 

○安藤理事 先ほどご説明した中で、今度新しく品質管理の専門家を入れた判定会議というも

のをその中に置きまして、その中で審査グループが指摘した事項について再度専門家から見て

その指摘の仕方が適切であるかどうかということを見ていただいていて、我々はその適切性は

そこで見ていただけるというふうに。 

○飯塚委員 判定会議というのは検査そのものをちゃんとするための会議ですよね。その判定

会議そのものを検査そのものの質を測る会議にするんですか。 

○安藤理事 そうです。要するに我々がやった検査結果として、我々としてはこう思いますと

いう事項が出ますので。 

○飯塚委員 それはだから判定内容に関してですよね。 

○安藤理事 はい、そうです。 

○飯塚委員 その検査そのものの質を判定会議で見ようとするんですか。 

○安藤理事 今言った経過から、例えば定期安全管理審査とありますね。審査のことに対して

審査した結果が適切に指摘がされているのかどうかと、あるいは我々が指摘したことが妥当で

あるかとどうかということの評価になります。 

○飯塚委員 どういうふうに評価できますか。品質管理の専門家がどういうふうに判断できま

すか。 

○安藤理事 だから、我々がやった判定に対して運用の仕方が適切がどうか。 

○飯塚委員 だから、どのようにして判断できますか。かなり難しいと思いますよ。 
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○安藤理事 結果的には件数でいくしかないと思うんですよね。 

○飯塚委員 件数。 

○安藤理事 例えば。 

○飯塚委員 何か指摘して、それがまっとうかどうかということを判断するのは難しいでしょ。

もっともらしいですねと判断していかなきゃ。いや、この課題は難しいんですよ、物すごく。

それを積み重ねていかないと、本当に国民が望んでいる検査になっていくか、あるいは規制が

望んでいる検査になっているかといことを達成できないわけですよ。 

○安藤理事 今、我々が考えているのは外部の委員を入れた中で、我々の審査グループが出し

ている指摘が適切に出されているか出されていないかという意味でいただいて、当然、我々の

レベルが上がってくれば出している指摘というのは妥当なものだけになってきて、解釈の仕方

とか何とかというやつは当然減りますよね。 

○飯塚委員 そうでしょうか。本当に妥当だということで検出すべきものだけが検出されてい

るという状況ですよ。見逃した部分はわからないですからね、まず。余計なものを言っている

のはわかりますよ。こんなつまらないことを言って何だとわかるけれども、言わなきゃいけな

かったことを言わなかったというのはなかなかわからないですよ。初めから難しいことを議論

ふっかけているんですよ。どういう取り組みをしますかということがなかなか語られなかった

んで、どうされるかということをお聞きしたいんです。 

○安藤理事 まだ16年度はやっていないんですが、17年度は我々実際に審査をやっている状況

に対してスーパーバイザー的なチームが入って、実際にやっているチームのやり方をそれぞれ

個別に評価していって、先生のおっしゃる適切な指摘が抜けているかどうかというようなこと

をきちっとやっていきたい。 

○飯塚委員 完全ではありませんが、１つの方法ですよね。 

○安藤理事 ただ、今までもチームではなくて個別にスーパーバイザーを指定しておいて、ス

ーパーバイザーがチームと一緒にいてきちんとやられているということの一部確認はしている

んですが、今度は17年度は監査チーム的に入ってやる方がいいのかなというので、一応そこで

も計画しています。 

○井元 検査業務部長の井元でございます。先生から冒頭からいろいろ難しいご質問を、昨年

度もいただいていたかと思うんですが、先生ご案内のとおり、機構の検査業務は、つまるとこ

ろ法令に基づいた行政基準を満たしているかどうかの判断と、その附帯行為ということになる

ということはもうご案内のとおりです。今、安藤理事の方から申し上げたように、その測定は
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確かに非常に難しいんですが、適正かどうか、判断が合理的かどうかという部分で、まず内部

的な仕組の工夫としましては、これは昨年度の評価のときに我々の組織整備のところでよくご

説明申し上げたとおりだと思いますが、まずチーム制というのを引いていまして、１人単独で

はなく、５人１組のチームで検査を担当させ、チームで判断をするという方法を１つとってお

ります。 

 もう一つの仕組上の工夫としましては、今スーパーバイザーと言いましたけれども、いわゆ

る部の中の管理部門の中の調査役を定期検査あるいは定期安全管理審査のスーパーバイザーと

してつけております。これはチームが行う審査をフォローし適宜アドバイスをする。これが内

部のチェックの仕方の２番目。 

 さらに３番目といたしまして、部の次長クラスに審議役というのがおりますが、これがすべ

ての検査の結果の起案類も判こを押しますけれども、検査･審査の途中においてもスーパーバイ

ザーをスーパーバイズするという仕組みでやっております。 

 さらに、16年度の評価のところで本日ご説明させていただきましたが、外部の専門家、ＩＳ

Ｏ9000シリーズの専門家の方に定期安全管理審査の内容につきまして、いわゆるＪＥＡＣ4111

あるいは4201の適用について、この場合について要求基準について適合、不適合の判断が正し

いかどうかということについて具体的に審議をいただく。これは全案件について審議をいただ

いているということでございます。それらが内部の仕組みとしてございます。 

 それから、外部の仕組みもございまして、１つは定期安全審査につきましては経済産業大臣

にすべて検査通知書を提出するわけでございますけれども、それを受けて、保安院が最終的に

Ａ、Ｂ、Ｃという評定をされます。その際に、実際は我々がつくった報告書だけ、文書だけを

読まれているわけではなくて、我々とのディスカッションとか質問とか、そういうことをやら

れて審査内容を確認するという作業があるわけです。保安院において我々の審査結果の、ある

いは過程のプロセスの確認がされるわけでございます。 

 それから、さらに今日ご説明したと思いますが、原子力安全委員会の規制調査、これが我々

の方にも直接なされておりまして、安全委員会の事務局並びに安全委員の先生方が我々の検査

審査の現場にまでおいでになられて、どのような検査あるいは審査をしておられるかごらんに

なられますし、もちろん事務局の方からは多くの質問を受け回答いたします。この結果、今日

はたった１枚でしかご説明をいたしませんでしたが、それぞれの規制調査の結果報告書ではか

なり詳細なご評価が出されておりまして、いずれも我々に対する調査の結果につきましては、

16年度につきましては規制としてほぼ妥当であるというご評価をいただいております。こうい
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った様々な仕組み上の工夫や規制行政庁などとのやりとりによって適切性についての確保を図

る管理をさせていただいています。 

○飯塚委員 それらはすべて質を上げるための努力じゃないですか。結果として本当にどうな

ったんだということを把握したいということが私の意見として。中でいろいろ人を使っていろ

いろチェックかけているというのは質を上げるための工夫ですよね。そういうことをしても、

なおかつまだ余地があるかもしれないわけでございまして、そのあたりについてどう把握する

かということです。それから、外の評価に関しては目は完全ではありません。いろいろなこぼ

れがある可能性があります。そのあたりも含めて、本来あるべき姿にもっていくためには何か

難しいんだけれども、測る努力をしなきゃいけないわけです。それを見たいんです。今度見せ

てください。ぜひどんなことをやっていらっしゃるか。 

○井元 本日は時間も限られておりますので、ぜひ検査につきましては、また別途ご説明させ

ていただきたいと思います。 

○石榑部会長 非常に難しいご指摘で、今年度から検証プロセスというのが加わるわけですね。

そういう場で、さらにもう少し情報を検証していただいた方から情報が出てくると、そういう

可能性はあるんじゃないでしょうか。 

○飯塚委員 検証審査員が指摘した内容を分析した結果を何かの尺度にしてこんな状況ですと

いうのを出したらいいんです。そのレベルが上がってきていますということを示せばいいと思

います。 

○班目委員 関連してちょっとよろしいですか。 

○石榑部会長 はい、どうぞ。 

○班目委員 やっぱり検査についてはかなり国民の関心も強いようなので、もうちょっとわか

りやすい説明があるといいなと。要するに、ＪＮＥＳが検査をやっているということはこれだ

け役に立っているんだよと見えるようになるといいなと。だから、例えば解析部なんかでガラ

ス固化体の貯蔵庫でこういう解析があったのが間違っているのをちゃんと発見しましたよと、

これは非常にわかりやすいですね。それに対して、検査を粛々とやらなきゃいけないからわか

りにくいのはよくわかるんですけれども、どうもやっぱり粛々とやっていますという以上のも

のが伝わってこない。国民の例えば一番の関心は、多分、関西電力なんかではやっぱり安全文

化のほころびがあったんだと思うんですね。あれが例えば安全管理審査で本当にわかったかど

うかはちょっと疑問なんだけれども、わからないとしたらさらにどうしたらいいのかとか、何

かそういうような視点からスタディするとか、今回の評価の範囲内ではとても終わらないかも
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しれないんですけれども、何かそれぐらいの視点でいろいろ考えていただけないでしょうかと

いうのが希望なんですけれども。 

○石榑部会長 今のご質問に対して、特に何かＪＮＥＳ側から。 

○安藤理事 私自身と先生方とちょっと合わないんですけれども、我々独法に与えられている

ミッションはあくまでも執行機関ですから、極めて限られた法律の枠がつくられた中で動きま

すので、なかなかそこは先生方がおっしゃるようなことは出ないので、我々の立場を踏まえて

応分の工夫はしてみますとけれども、独法という枠組みの中で我々がいかに適切にやるかとか、

効率的にやるかというのは知恵出しが必要なんですけれども、制度そのもの云々になりますと

我々というよりもむしろ行政庁である保安院の方ではないかと思われます。 

○班目委員 実はこういう評価というのは何のためにやっているかというと、ある意味では制

度全体をよくするために私はやっていると理解しておりまして、今回の例えばＡ、Ｂ、Ｃをつ

ける評価というのは、これは中期目標、中期計画に基づいて粛々とつけざるを得ないと思うん

ですけれども、コメントを書く欄か何かにはＪＮＥＳを超えてもう保安院というか、あるいは

原子力規制行政全体のあり方についてもコメントをさせていただきたいなというふうな希望を

持っています。 

 ちょっとそういう意味では、Ａ、Ｂ、Ｃでの評価、ＪＮＥＳの評価ということはもちろん、

多分、我々が付託されたことなんで粛々と我々もやらせざるを得ないところはあるんだと思う

んですけれども、やっぱりそればっかり終始してしまうと、結局、手術は成功しました、患者

は死にましたという、そういうことになりかねないということから、ちょっと自由にコメント

を書く欄については何かそこも参加させていただきたいなという希望を持っています。 

○和気委員 今のに関連して。 

○石榑部会長 関連して、はい。 

○和気委員 ＪＮＥＳのミッションをどうとらえるかでちょっと微妙に違うのかなという気も

するんですけれども、やっぱり安全規制行政にどう貢献するかということもすごく重要な柱で

す。そういう意味で、ちょっと私、とても関心を持ったのは、適正化委員会というのを内部で

立ち上げた。この適正、何を議論するのかちょっとわからない、いろいろ考えておられる。例

えば、検査対象そのものですね。つまり定期検査でこういうことをやりなさいと検査の対象が

決まりますよね。それは規制として決まっているわけだけれども、現場で検査している中で、

いやこの部分もきちんと検査対象に入れた方がいいんじゃないかとか、そういうコメントも当

然現場から上がってくるかもわからないわけですね。そうすると、今までは検査対象に入って
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いなかった部分もきちんと定検の中に入れようじゃないかという、そういうコメントも規制行

政に提言できるだろうと思うんですね。 

 そういう意味で、検査が適正かどうかというのを規制でこの部分が検査対象が決まっていて、

それを粛々とやるということも重要ですけれども、飯塚先生がおっしゃられたように、規制外

の検査対象も実は隠されたところでリスクがあるんだということを多分検査員の能力によって

はわかるんじゃないかと。そこが多分検査の質の向上というか能力向上とか、あるいは１人１

人の検査員の知見やそういうものの蓄積の中で出てくる話かなというふうに思うんですね。 

 ですから、その辺の議論というか、その辺のミッションも当然言葉としては規制行政の貢献

というところで入っているんですが、国民から見れば、だからこそＪＮＥＳは公益性を持った

ものだというふうに思うので、この辺、適正委員会でどんな議論がなされるのか、そこをもう

ちょっと伺いたいなというふうに。 

○飯塚委員 粛々と言われたけど、法律を守っていくために、そのためにＪＥＡＣ4111でやっ

ていくために、物すごく裁量権といいますか、具体的にある仕組みでやっていけるか確認する

ための方法論はいっぱいあるわけですよ。審査員の裁量とか能力に依存する部分がふえちゃっ

ているわけですよね。この部分、物理的に測ってこいという話じゃないわけですから。そうす

ると、この部分によって検査自体えらく違っちゃうわけです。どこまで問題なり改善すべき点

を指摘するところまで見てくるかということをここで含めなきゃいけないわけですから、だか

ら枠内であってもまだまだいろいろと見なきゃいけないところがあるんじゃないかなと実は思

っている。班目先生おっしゃったように、大きいところの話じゃなくたってやるべきことはあ

るというふうに認識して。 

○安藤理事 我々も認識してございまして、審査を行ったチームに対して審査をやっている途

中段階で今どういう状況にあって、どういう指摘をしているかとか、あるいはよそのチームで

はこういう指摘したと。それに対してほかのチームはどうなっているかとか、それとか、さっ

き言ったうちの中の会議とか、あるいはスーパーバイザーあるいは審議役を使ってなるべくよ

そから出た情報でほかにも反映しなきゃいけないものについては情報を共有化しつつ改善をや

っています。 

 ただ、それで十分かという話になると、改善は今後も続けていきますけれども、できるだけ

そういうようにいろいろな情報を共有化することによって自然と全体的なレベルとしては上が

ってくるし、整合のとれた議論ができていくだろうと理解しています。 

○飯塚委員 結果としてどうなったかを把握したいということです。どうなっているかという
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ことをできるだけはっきりしたいということです。どれだけずれがあるかとか、こんなばかな

ことを言っているとか、これはまずいとわかった場合にこういうふうにしようというふうにな

ったりしたとき、それ自体が言い過ぎかどうかとか、さまざまなことがあるわけですよ。その

レベルを測っておきたいということ。やめましょうよ、今日は。 

○石榑部会長 今までの議論の中で適正判定委員会、私はかなり重要な意味を持っていると思

うんですが、そこでどういう議論があったのか、あるいはどういう議論をしてもらうようにＪ

ＮＥＳの方から働きかけているかというようなことを示していただいて、場合によってはこう

いうこともそこでちゃんと議論していただいたらどうでしょうかというようなコメントをこっ

ちから出すことは可能だと思うんですね。こういう会がありますとおっしゃっているけれども、

中身がちょっと余りよく見えないところがあるので、もしそれを。 

○北村委員 監査的な手法というのを一番端的にあらわれるのは定期安全管理審査で、それぞ

れ報告書があって、それを見たらこうやってわかってというのを年間に続々といろいろな施設

でやっているということで、それがどうだということを、それを適切にやっているというご説

明をなさっているんだけれども、その中で指摘したと、こうあるべきじゃないかと、ここが変

だとかというようなことはそれぞれの検査のたびにやっているわけですよね。それを例えば年

間何十施設についてやりましたと。それは指摘事項の傾向はどういうところであって、相手が

例えばそれは受け入れたとかいうたぐいの解析というんですかね、興味があればそれぞれの報

告書は見られるという、そうなんだけれども、そういうものを外にわかりやすく設定するよう

な読み取り方というのがあると、１つの指標としてはそういうことで機能しているのかなとい

うのがわかるのかなという気もするんですけれども、そういうのはまたそれに人手がかかると

か、いろいろあるのかもしれないですけれども。 

○安藤理事 定期安全管理審査については報告書をホームページに載せていますから、中身に

ついては行政側に伝えた内容、事業者あるいは一般の方も見ていただけるということになって

います。確かに１件１件はそうなんだけれども、全体にどうかという話だと思うんですけれど

も、ただ定期安全管理審査で実施している内容は、それぞれ事業者あるいは事業者の中にまた

発電所ごとに内容がそれぞれ違うものですから、具体的な内容でこういうものだというのがあ

るけれども、じゃそれが他電力プラントに共通的なものかどうかという話は一応考慮はしてい

ますけれども、最終的にそれが共通的か個別かというのは、まだ各社各プラントの体制の全体

が見えてこないので、そういう整理もいいかもしれませんが、やることの必要性をちょっと検

討してみたいと思いますけれども。 
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○小笠原委員 これに関連しまして。私は検査じゃなくて監査、あれなんですけれども、実際

に我々の監査法人の中でもそういう監査業務をやるときに、結果としてこの会社についての財

務諸表というのは問題ありませんと。これは、最終的に私どもを含めたパートナーが結果責任

を負うという意味で、これは対外的には何も問題ありませんというような話で報告書を書くん

ですけれども、実際に我々の現場の中ではその会社について一番よくその内容を理解している

のはやはり現場の方、スタッフの方々でして、我々が例えばちょっと上の立場から現場でどう

いうことが上がっているか具体的に言いなさいと言ったときに、各人が声をそろえて何も問題

ありませんという話になっちゃうと、全然具体的に内容を我々も把握できませんし、対外的に

説明するまでもなく、会社さんとお話をするときにも結局具体性がないと、どういうことを具

体的にやってもらったのかというのが伝わってこないというのが会社側も素直に我々に対する

リアクションとしてあるんです。 

 そういう場合に、私自身も大局的に考えますと、対外的にはもちろんアカウンタビリティを

持って結果責任を負うのはトップの責務だと思うんですが、それぞれの担当を持っている現場

のスタッフの責任というのは、そのプロセスが正しいかどうかということを対外的に、あるい

は対外までいかなくてもトップに対して責任を負うというのはやっぱり重要なことでして、そ

ういう意味からしますと、今求められているのはただ結果責任を負うということだけじゃなく

て、かなりプロセスの方も見ていくということになると、実際に一番精通している現場の方々

がどういうチェック項目に基づいてチェックを行った結果、どういうことが指摘事項として挙

げられて、先ほど安藤さんおっしゃったように、確かに研究所によっても違うとは思うんです

が、それは我々の監査業務でも同じで、建設業は建設業で、小売業は小売業、これはやっぱり

それぞれの特徴に合わせて重点項目、これは違うわけなんですが、たださりとてそういうこと

の事情もわからない国民に対してどうやってそのプロセスの責任を具体的に表現していくかと

いうことになりますと、先ほど委員の方からもご説明ありましたように、どうやってわかりや

すくその辺の指標を横並びにしまして、結果こういうチェック項目を何件行った結果、何件指

摘して、その結果何件是正ができたかというようなことをある程度具体的に示すというのは確

かに必要なことではないかなと思います。 

 アカウンタビリティとレスポンシビリティというか、プロセスの結果責任とプロセスの責任

ということで今プロセスの責任に少し重点がいっているのであれば、そこをもっと具体的に出

していくということが必要なのかなと。 

 それは確かにちょっと終わっちゃって、いまさらまたそういうのを細かくやりますというの
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は非常に骨の折れる大仕事かもしれませんが。 

○安藤理事 基本的なデータはとりあえず我々できるだけ集めていますので、今先生のおっし

ゃったような、例えば実際にチームがどういう指摘をしたか、あるいは相手とどういう課題と

して議論を上げたかというのは一応うちは全部把握しています。 

 ただ、その中でさっき言いましたように、チームとしてそう思ったけれども、じゃその論理

構成が本当に相手に対して言えるだけのものを持っているかどうかということは中でもう１回

精査しますので、相手方に行くものと行かないものとあるわけです。行かないものも含めて、

うちは各チームが相手に対して、電力さんに対してどういうことを言ったかというのは一応資

料として全部持っていますから、データを皆さんのこれだけ我々やっていて、こんな成果あり

ますよということを見せるのにどうデータ整理するかだと思っていますので、もし必要であれ

ばその辺はまた今の資料をもとに分析はしてみたいと思っています。 

 あと、さっき和気先生のお話の適正化調査なんですが、一応、私が委員長でやっているんで

すが、さっき先生の言われた今の規制の枠を飛び越えてというところまで今我々は課題にして

いなくて、今むしろやらなきゃいけないことをどううまくやるか。特に今、我々が事業者から

言われているのが、定期検査と定期安全管理審査というのがあるんですけれども、これは法律

で決められているので、さっき言いましたように枠の中でやらなきゃいけないにしても、やっ

ていることはどうも似てくるし、それから受けている方が何でこんな両方やらなきゃいけない

んだとかといろいろなご意見があって、それをどうやってうまく法律の許される中で運用的な

ものも含めてそれぞれの法律的な目的に合わせながら、なおかつむだなことをしない。あれを

うまくやれれば、お互いをつなぐことによって相互的にうまく、足し算じゃなくて相乗効果で

規制の効果が上がっていくというようなことをやってみたいということで、今とりあえず委員

会としてはやっています。 

 先生のもっとそもそも的にどうかというところまで実はまだやっていないんですけれども、

ただ、うちの機構全体としては今日のご説明、資料にありますけれども、例えばリスク情報を

どう規制に使うかというようなことについては、ほかの部の中で専門家がリスクを理解しなが

らＮＩＳＡさんと共同して、どういうリスクインフォームドレギュレーションがいいかという

ようなことは別途やっています。 

○和気委員 別途というか、それがすごく重要な戦略じゃないかと思うんですが、そういう中

枢のところをリスクセンシティブな戦略を練ってほしいと、逆に言うと思ったんですけど。 

○安藤理事 すみません、今の発言、うちの中の業務の分け方で、私は検査業務という枠の中
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ではそういうふうなことで、機構全体としては当然そのあるべき姿についていろいろ必要な意

見は出せるということだと思っています。 

○井元 １点だけ補足させてください。リスクインフォームドの関係で申し上げますと、機構

内部で全部署が、何がリスクかということについては検討を行いました。その結果、検査業務

部門においてはリスクの中で最大というのは内部の検査員、100名余りおるわけですが、その情

報が共有されていない、ばらつきの問題とかいろいろ質の問題にもかかわってくる大きな問題

だと思いますが、その辺が非常に大きいんじゃないかということが内部で抽出されてきました。

これは検査員からのアンケートと管理側からのアンケートと両方合致した結果として出てきま

した。 

 こういうものを解決するためにつくった仕組みとして、今日もご説明いたしましたけれども、

内部の委員会を使うとか、あるいは審査の中で外部の専門家を入れるとか、こういったやり方

でこういった情報の不徹底あるいは情報共有化の確保性によるところのばらつきの解消という

ものにできるだけ努めていくということでも、順次改善策を打ってきているということでござ

います。それで完璧かどうかということはございませんが、より改善を進めていかなければな

らない課題であると認識しているということでございます。 

○中野理事 小笠原委員にご質問なんですが、監査の財務活動について監査プロセスについて

は。 

○小笠原委員 指標監査。 

○中野理事 そうですね。その手法については相当いろいろあるわけですけれども、その手法

をとった後の各会社の財務活動について自体の健全性が上がったとか下がったとか、そういう

ような指標というのはあるんですか、その分野には。もしそういうものがあれば、検査につい

ても今私どもは検査の手法についていろいろ改善をやっているわけですが、その結果、現場の

安全活動が上がったとか下がったとかというのも参考になるのではないかなという問題意識で、

財務活動についてそのような結果がどうだったのかというのの指標みたいなのがあるのかどう

かというご質問、もしあればということで。 

○小笠原委員 そうですね、指標というかチェック項目というのは各科目別にありまして、例

えば会社財産を社外に流出するなんていうときの支払いのルールなんかが、特に特定の人に集

中して伝票記帳から支払いの決済から出勤手続まで全部集中しちゃっているような場合という

のは、これはかなりの確度で会社の財務内容上、毀損する可能性というのは非常に高まるわけ

ですね。だから、そういうものは財務指標監査というのは決まった人間を１つの起点としまし
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て、それで３カ月以内の中で、２カ月ぐらいの中で意見を出すわけなんですけれども、それま

での決算日以前の中で我々の監査のプロセスの中でそういう内部調整ルールにおいて、内部調

整活動においてそういった会社上リスクというものが顕在化するおそれがどれぐらいあるのか

どうかというものを評価するというプロセスはあります。 

○飯塚委員 多分、おっしゃりたいことは、監査対象になっているところの、今の場合、原子

力安全性みたいなものについてある種の尺度というのを持っていて、それに影響を与えるシス

テム要因、要素みたいなものについてレベルというのを評価するようなものを持っていて、そ

れそのものは上がっていったかどうかと。安全性の向上に自分たちでどう貢献したかというこ

とを図ろうというねらいですね。それは十分できるんじゃないですか。それが本当に枠内かど

うか知りませんけれども、知りたいことは、結局、安全性を高めるためのヒントを得るために、

あるいは不備のあるところを探すためにある意味では検査というか審査しているわけですから、

本当に表裏一体のところでできるんじゃないでしょうか。 

 要するに、事業者ごとにというか、ある単位ごとにカルテといいますか、それを持っていて、

いわばこういう状況だから、今度はここのところを調べてこようねとかいうようなことを見る。

それはある程度、組織能力みたいなものを分配しておいて、この部分が結果的にどこに影響す

るかという環境が全部わかっていて審査しに行くという形です。 

○小笠原委員 必ず組織の中で一番弱い部分とか、一番能力的に欠けているような部分は多分

あるとしまして、そうするとそこにどれくらい、要するに検査して、チェック項目を入れてい

って、それで要するにリスクが顕在化するのを未然に防ぐかというようなことだと思うんです。 

○石榑部会長 先ほどの班目委員のご指摘で、今の議論とも非常に密接に関係していると思う

んですが、要するにここで評価をしてコメントを書くときに、ＪＮＥＳの業務ということだけ

に限定してコメントをさらにもう少し広い立場で見て、日本の安全規制行政そのものに対する

コメントにつながるような、それにつながるようなコメントも当然あり得るので、そういうも

のもコメント欄には書いていただくということで、それは特に事務局としても。 

 というのは、やはりＪＮＥＳが新しくできたというのは、日本の安全規制行政に対して新し

い因子だと思うんですね。ですから、我々はその評価を通して全体に対して、それが取り入れ

られるかどうかは別として、ともかくそういう意見も含めて書いていただくと。 

 実は、第三者評価のときに同じような議論がありまして、我々は与えられたテーマについて

粛々と評価をするんですが、じゃなぜこのテーマが来ているんだと、そういう話になると、い

やそれは保安院から来ましたとか。じゃ、それはなぜだという話は、もうそれは１つ上になっ
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ちゃうわけですね。だからそういうことに対してもやっぱりコメントは書こうじゃないかとい

うことで書いたつもりでありまして、同じようなフェイズになっているんだと思いますので、

それはぜひむしろ私は書いていただいた方がよろしいんではないかと。 

○重政統括安全審査官 私どもとしましても、こういった評価を通じましてＪＮＥＳの業務の

改善のみならず、保安院としての行政の改善といいますか、そういうことにつながればいいな

とは思ってございます。ただ、資料１－２の具体的に先生方に査定していただきますこの評価

表のどこに入るのかということになりますとなかなかちょっと難しい点もございますので、特

に現在書式等は定めてございませんが、そういったご意見は自由な形式でどんどんたまればと

いうふうに存じます。 

○石榑部会長 例えばその他の欄に書くとか、何かそういうことをやったような記憶もありま

すけれども。いずれにしても、それはぜひお書きいただくということでお願いしたいと思いま

す。 

 かなり検査の話題に議論が集中しておりますが、それ以外のところで何か特にご意見ござい

ませんでしょうか。 

○飯塚委員 もともとＪＮＥＳの設立の核になっている高い技術的能力といいますか、そこに

依ってきたるところというのは結果がすばらしいというのは今日プレゼンを聞いてなるほどな

というふうに思ったんですが、そのときにわかりやすさの点からいうと、これもあった、これ

もあったなんだけれども、自分たちの内部の評価としてはこういう技術的能力、こういう対応

力を潜在的にずっと維持し続けてきたから、だからニーズがあったときにぱっと対応できたん

だというような形の内部評価というのは持っていないというふうに実は思いました。 

 というのは、ある想定できるニーズが来たときに、それが迅速に対応できる能力を維持し続

けることが仕事じゃないですか。そのために人を抱え、さまざまな情報を集め、指揮ベースを

つくり、いろいろなものをしたときにこれを先にやろうぜと優先順位を決めて、ばっと人を集

めてやっていくという、その能力を問われているわけですよね。そこを何か測りたいなという

感じがして、その結果として、ほらこれだけ成功例あるよという形になるのかなというふうに

思いましたけれども。 

○曽我部理事 ちょっと観点が違うかもしれませんが、先ほどお話ししましたように、人材の

確保というのは私たち機構の存立の基盤でございまして、人材をどう評価し、どういうふうに

生かしているのかというのが大切だということでございますが、そういった意味で今、人事制

度、業績制度、専門家の能力に焦点を当てまして、システムを構築中でございまして、それは
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十分承知しておりますので、また今後いずれお示しできるかと思います。それは努力しており

ます。 

○石榑部会長 今お話のちょうど逆の面がありまして、従来、依ってきたるところの人材がそ

のままＪＮＥＳに来ているという、そういう分野もあるわけですよ。逆の面があるんですね。

新しく仕事が増えてきて、先ほどご指摘がありましたように、廃棄物の問題とかバックエンド

関係の分野というのは新しく増えてきた。そういう関係には、依ってきたるベースがほとんど

ないと。そういう分野の人材をどうして確保して、それを育成していくかというのは今後、こ

れは16年度だけということではなく長期的に見て、非常に重要な問題です。それともう一つ困

難があるのは、例えば廃棄物とかバックエンドの人材というのは日本全体でも多くないんです

ね。非常に限られておりますので、それをどうやってＪＮＥＳとして確保していくかというの

は難しい問題だと思うんですが、ぜひお考えいただくことが、将来の発展に大きな影響を与え

ることになると思いますのでぜひお願いします。 

○和気委員 ２点だけいいですか。 

○石榑部会長 はい。 

○和気委員 その人材の育成というか、能力維持のところで研修が随分活発に行われてとても

いいと思うんですが、どういう人材、どんな能力をこの専門家集団として求められるかという

ところから必然的に研修の内容が決まってくると思うんですね。その意味で、この部分が週何

回というのはどういう視点でそういうふうな会を開くというか、組まれたのがもうちょっとわ

かるといいなと。 

 逆に言うと、本当に技術的なところプラスアルファ判断力とか、もうちょっと社会科学的な、

例えば財務的なものも実はひょっとして検査の人も知っていたって、極端な言い方ですけれど

も、そういうもうちょっと狭い領域よりももうちょっと幅広い専門家集団、１人１人が信頼の

置ける専門家をつくるんだというところになればもうちょっとカリキュラムが変わってくる。

その辺が研修の中身がどういう視点でつくられているかということが知りたいというのが１つ。 

 それからもう一つは、情報開示あるいは情報のネットワークのところがとても力を入れてお

られて、私は大変これはとてもいいと思うんですが、もう一つ踏み込んだときに、例えばホー

ムページをイントラネットでやったときにどのぐらいヒット数が、どのぐらい内部でユーザー

として使われているのか、あるいは外に対するあれは十何万件のヒット数があったというよう

なお話でこの辺もきちんとわかっていますけれども、基本的にこの情報がどう使われているの

かというフォローがあると、今度は情報の発信の中身が変わってくるということで、イントラ
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ネットの中での情報の利用性とか利用の方向性とか、その辺のチェックが何かあればいいなと

いうふうにちょっと今日のお話の中ではなかったので伺いたいと思うんですけれども。 

○曽我部理事 人材の点でございますが、とにかく最初に申し上げましたように、１年間を通

して初めて仕事をしたということで、組織が持っている強みもわかりましたし、弱点もいろい

ろ課題も見えてきたということでございまして、とにかく先ほど検査等の業務のお話もござい

まして、ご指摘まことにごもっともでございますが、私どもとにかく中期計画に掲げられた仕

事をやるのが精いっぱいでございまして、先手先手で組織的に系統立てて人を育成する、ある

いは検査の質を向上するというのはなかなかまだできていないということでございまして、今

後の重要な課題としてご指摘を踏まえてきちんと対応していきたいというふうに思っておりま

す。 

○石榑部会長 まだいろいろとあるかもしれませんが、もう既に30分予定の時間を超過いたし

ておりまして、もしよろしければ次の議題といいますか、試験、研究等の業績及び自己評価に

つきましては後日別途ご説明をいただくと。その中で、今日いろいろご指摘いただいたことで

ある程度回答の用意ができるようなものがあれば、それはそれで用意をしていただくというこ

とがよろしいんではないかと思いますが、そういう形でよろしくお願いをしたいと思います。 

 まだ実は予定の議題はございますが、時間ももうなくなりましたので、ちょっと事務局から

そのあたりについて説明いただければと。 

○重政統括安全審査官 冒頭の資料の紹介で資料３というのが親委員会の報告ということでご

ざいましたが、必ずしも今日ご報告をしなければならないというものでもございませんので、

また次回、別途時間を設けてご紹介をさせていただければと思います。 

○石榑部会長 そういうような形で、最後のところは時間切れということで、次回させていた

だきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。それでよろしければ、本日の部会

を終了したいと思いますが、何か皆さんの方からほかにございますでしょうか。よろしいです

か。 

 でしたら、事務局から今後の予定につきまして。 

○重政統括安全審査官 それでは、今後の予定につきまして簡単にご説明させていただきます。 

 最初の資料１－１でご説明いたしましたが、ＪＮＥＳの試験研究等の業績に関する外部評価

結果が25日にまとまりますので、これにつきましてまた別途ご説明をさせていただければと存

じます。 

 また、あわせまして、先ほどの自己評価の検証プロセス、これについてＪＮＥＳのマネジメ
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ント、その他、先ほど１枚紙でご紹介をさせていただきましたが、テーマについて担当者から

のヒアリング、インタビュー等の機会を設けさせていただきまして、詳細なヒアリングなりを

していただければと思います。例えば、その場ではヒアリングのみならず、例えば先ほどの検

査の質という点からいきますと、飯塚先生ご指摘の検査の質の向上をどう図るのかといったあ

たり、逆に先生の方からもいろいろとご意見をいただければと存じます。 

 その後、委員の各先生方の業務実績の評価をいただきまして、６月の中旬ごろに事務局あて

にいただければと存じます。その結果に基づきまして事務局で取りまとめを行い、次回の部会、

６月下旬あたりを想定してございますが、そこでご審議をいただきまして取りまとめていただ

きたいと考えております。 

 以上申し上げました試験、研究等に関する評価の説明の日程ですとか、あるいは検証プロセ

スのヒアリングの日程、その他につきましては、また改めて調整をさせていただければと思い

ます。 

○石榑部会長 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しょうか。特に何か。 

 よろしければ、これをもちまして本日の部会を終了させていただきたいと思います。ちょっ

と予定の時間を大幅に超過いたしまして大変申しわけございませんでした。では、ご多忙のと

ころ、どうもありがとうございました。 


