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○重政統括安全審査官 それでは、定刻となりましたので、経済産業省独立行政法人評価委員

会第８回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。 

 では、石榑部会長、よろしくお願いいたします。 

○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 それではまず、お手元の資料でございますが、議事次第、配付資料の

一覧がございます。まず、配付資料の１番としまして、第７回の原子力安全基盤機構部会の議

事録がございます。それから資料２－１、平成16年度財務諸表等の概要、それから資料２－２

といたしまして、平成16事業年度財務諸表等、それから資料２－３が事業報告書でございます。

それから資料３といたしまして、マネジメントモニタリングに関する調査表、それから、資料

４－１、アンケート集計結果（全体）というものがございます。それから資料４－２がアンケ

ートにおけるＪＮＥＳ事業へのコメント、それから資料４－３といたしまして、顧客満足度調

査表がございます。それからＡ３、横長のものといたしまして２種類、資料２－４、中期目標、

中期計画の変更（案）、それから資料２－５といたしまして、業務方法書の変更（案）がござ

います。なお、資料の５－１から５－５までにつきましては、この議題の際にまた改めて、配

付をさせていただきたいと思います。 

 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。資料の過不足はよろしゅうございますでしょ

うか。 

 それでは、議題１、前回議事録の確認でございますが、事務局の方からよろしくお願いいた

します。 

○重政統括安全審査官 この資料の１でございますが、前回の部会の議事録のテープ起こしと

なってございまして、非常に大部のものになってございます。したがいまして、内容はここで

は省略はさせていただきたいと存じますが、またごらんをいただきまして、もし間違い等ある

いはお気づきの点がございましたら、事務局までご連絡をいただければと存じます。 

 また、このご確認いただいたものにつきましては、後日、経産省のホームページで公表させ

ていただくということになってございます。 

 以上でございます。 

○石榑部会長 それでは何かお気づきの点等ございましたら、事務局までご連絡いただくとい

うことでよろしくお願いいたします。 
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 では、議題２の諮問事項についてでございますが、本件は経済産業大臣より６月29日付で経

済産業省独立行政法人評価委員会委員長あてに財務諸表等、中期目標の変更及び業務方法書の

変更について、諮問のあったものでございます。 

 まず、平成16年度財務諸表等につきまして、資料２－１、２－２、２－３より、成合理事長

及び中西部長からご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○成合理事長 理事長の成合でございます。資料の２－２及び２－３に関連の財務諸表等及び

事業報告書がございますが、これを６月27日、月曜日に、私どもから大臣の方へ提出したもの

でございます。本日付でこれについてご審議いただくということでございますが、この内容に

つきましては資料２－１ 

に主に従いまして、企画部長の中西よりご説明させていただきたいと思います。 

○中西企画部長 中西でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、お手元の資料２－１でございます。１枚開けていただきますと、通則法に基づき

まして、私どもが作成をいたしました財務諸表等につきまして、その具体的な詳細が一覧表と

して掲げてございます。これらにつきましては、貸借対照表から始まりまして、１ページ目に

掲げておりますものにつきましては、お手元の資料２－２の中に入ってございます。 

 それから、１枚めくっていただきますと、添付資料として３点ございます。事業報告書につ

きましては、お手元の資料の２－３、16年度の決算報告書につきましては資料２－２のゴム印

で通しページが打ってございますが、63ページからが決算報告書になっております。３点目の

財務諸表及び決算報告書に関する当機構監事の意見書につきましては、同じ資料２－２の最後

のページ、70ページに添付させていただいておりますので、ご確認をいただければと存じます。 

 それでは、資料２－１のご説明用の概要資料、３ページから適宜ご説明をさせていただきま

す。 

 まず、当機構の会計方針でございますが、下に掲げる４点につきましては、昨年の方針と同

様でございます。第１点目の交付金に関します収益の計上基準につきましては、費用進行基準

を採用いたしております。減価償却の会計処理方法につきましては、定額法を採用いたしてお

ります。退職給付に関します引き当てについては、引当金は計上せずという方針にしておりま

すが、検査手数料収入負担分につきましては、当該事業年度で計上をしてございます。消費税

につきましては、税込み方式により処理をしております。 

 引き続きまして、４ページに今年度、16年度の決算のポイントを財務諸表ベースでご紹介し

てございます。一言で申し上げますと、平成15年度と比べますと、15年度は６カ月の事業期間
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でございましたのに対して、平成16年度からは12カ月になりました関係で、運営費交付金等の

規模が約倍ぐらい、大きくなっております。 

 ５ページに貸借対照表の概要をつけてございます。左側の資産でございますが、流動資産に

つきましては176億8,100万円、このうち現金及び預金が166億7,400万円となっております。固

定資産につきましては78億6,000万円で、うち有形固定資産が107億8,800万円となっております。

資産合計が255億4,200万円でございます。 

 右側の負債でございますが、流動負債につきましては175億2,300万円でございまして、うち

未払金が120億7,200万円となっております。固定負債につきましては72億600万円でございます。 

 続きまして、資本でございますが、資本金はゼロでございます。資本余剰金は５億9,700万円

でございます。３つ目の利益剰余金でございます。これは後ほどまたご説明をいたしますが、

本年度予定をしております利益と、昨年度からの利益を合算した額で２億1,300万円、資本計で

８億1,100万円で計上してございます。負債資本合計が255億4,200万円でございます。 

 ６ページが、損益計算書でございます。左側の経常費用でございますが、業務費が231億600

万円、一般管理費が16億2,800万円、経常費用合計が247億3,900万円でございます。 

 経常収益につきましては、交付金の収益が208億3,200万円、資産見返負債戻入が24億2,300万

円等で、経常収益合計が249億4,800万円でございます。臨時損失はございません。また、臨時

利益もございません。当期総利益は先ほどご紹介したとおり、２億800万円でございます。また

詳細、後ほどご説明いたします。 

 ７ページは、セグメント情報でございまして、当機構に与えられました業務ごとに事業費、

事業収益及び事業損益並びに総資産をそれぞれ計上してございます。法人共通部門につきまし

ては右側から２つの欄に法人共通額として計上してございます。事業費計、事業収益計、事業

損益計、総資産計は先ほどご紹介したとおりでございます。 

 ８ページに、キャッシュ・フロー計算書でございます。事業活動によるキャッシュ・フロー

は84億1,400万、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、マイナスの147億9,400万

円でございます。財務活動によるキャッシュ・フローは、6,800万円のマイナスとなっておりま

す。資金に係る換算差額は発生しておりません。資金増加額はマイマスの64億4,700万、資金期

首残高が91億2,100万、資金の期末残高が26億7,400万円でございます。 

 ９ページには、利益の処分に関する書類（案）として、当期の未処分利益２億800万円を計上

してございます。冒頭申し上げましたが、交付金に係る収益の計上につきましては、費用進行

基準を採用しておりますが、手数料のところについては別に扱っておりまして、今年度の利益

 3



として２億800万円計上してございます。 

 10ページには、行政サービス実施コスト計算書を添付してございます。業務経費230億4,600

万円、損益外減価償却等相当額は該当がございません。引当外退職給付増加見積額5,300万円、

冒頭の会計基準のところで退職給付について申し上げたとおり、基本的には交付金をもって直

接費用計上するということになっておりまして、その額相当でございます。行政サービス実施

コストが、したがいまして231億円でございます。 

 以上が財務諸表関係でございまして、その後、添付資料といたしまして、決算報告書の収

入・支出割合等につきまして、前年度比較をした円グラフを添付してございます。全体として

の財務内容の構造につきましては、前年度と同様の構造になっておるというところでございま

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。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見よろしくお願いいたしま

す。 

 はい、どうぞ。 

○小笠原委員 ８ページのキャッシュ・フロー計算書で、こちらの２番目としまして、投資活

動によるキャッシュ・フローということで、140億支出という格好になっておりまして、その内

訳を見ますと、これは資料２－２の方だと思いますが、ここのキャッシュ・フロー計算書とい

うのが、右下のページで言いますと19ページにありまして、ここで固定資産の支出というより

は定期預金の預け入れということで、140億のかなりの部分がそういう格好になっているという

ことなんですが、そうしますと定期預金の預け入れで、運用のルールといいますか、普通はこ

れは３カ月以内であれば、それはキャッシュの範囲内でこちらに振りかえるようなことはない

と思いますので、法人の方でどれくらいの間期間、資金が寝るので、どういうときにそういう

一つの定期預金をどういう形でお組みになられるのか。そのあたりを少しちょっと確認と思い

まして、ご質問しました。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○ＪＮＥＳ総務部長 当法人は四半期に一度、運営交付金をいただいておりまして、それに基

づきまして資金需要申し入れ、キャッシュ・フローの見込みを立てております。140億円が期末

に大きく上がりましたのは、最後の交付金の受け入れが１月にございまして、当機構の仕事の

性格上、年度で流用計画を立てておりまして、３月末締めの事業というのが非常に多うござい
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ます。これは３月末締めで額を確定をし、４月末なら４月末、基本的には４月末まで払うわけ

ですが、そのための資金が少し滞留いたします。１月から４月までの間、３カ月ほどございま

すので、この期間を運用するということで、この額を定期預金にしました。 

 定期預金の方法といたしましては、一応、債権格付けが確実な銀行を指名をいたしまして、

入札をしていただきまして、その結果に応じて預け入れをしております。なお、もちろんその

超短期の定期預金でございますので、いかに額が大きゅうございましても率が低いものですか

ら、今後は、国債とか別の運用手段をもしあれば検討したいと思っておりますが、今、主とし

て定期預金を運用しているということでございます。 

○小笠原委員 そうしますと、ちょっと外形的にはそういうものが、ぼおんと140億も入ってい

るので、何か大きな設備投資しているように見えるんですが、実際上はこういう預金よしの運

用という格好でやっていまして、そうすると、通常民間企業ですと、３カ月を超えるとこうい

う格好の処理をするとかという格好なんですが、今回の場合も１月の分で、入ってきたと同時

に３カ月超の満期で定期預金を組まれたと、そういう理解でよろしいですか。 

○ＪＮＥＳ総務部長 私ども任意で会計監査を受けておりまして、その会計監査法人のご指導

によりまして、これはこちらに運用したらいいんじゃないかと。我々ももとは先生ご指摘のよ

うに、投資というふうに考えておりませんでしたものですから、別の処理をしておったんです

が。 

○小笠原委員 かえってキャッシュ・フロー計算書に比べると、何か逆に変に読者に誤解を与

えるかなというような気がしましたものですから、ご質問させていただきました。 

○ＪＮＥＳ総務部長 内実はそういう……。 

○小笠原委員 わかりました。どうもありがとうございました。 

○石榑部会長 ほかに何かございませんでしょうか。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年度原子力安全基盤機構の財務諸表につきまし

ては、内容につきまして部会として、ご了解をいただいたということにさせていただいてよろ

しゅうございますでしょうか。どうもありがとうございました。そのようにさせていただきま

す。 

 次に、中期目標、中期計画の変更（案）について、事務局より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、資料の２－４、中期目標、中期計画の変更（案）でござい

ます。 

 今回の中期目標、中期計画の変更の主な内容でございますが、先般の原子炉等規制法の改正、
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これに伴いますクリアランス関係の業務、それから核物質防護関係の業務が追加されたという

ことでございます。それともう一つ、国民保護法に関しまして、指定公共機関に指定されたと

いうことで、何点か業務の追加がございます。 

 まず、１ページ目でございますが、Ａ２．法令に基づく検査等業務の目標、計画のところに

ございますが、一つ④として追加してございます。これがクリアランス関係の業務の追加でご

ざいます。それから次の欄は、これは間違いの修正。それから一番下の欄が、国民保護法に係

る指定公共機関への指定ということで、原子力災害、これに武力攻撃原子力災害も含めた対応

業務ということで、次のページにかかりまして必要な業務を行うという形で追加してございま

す。 

 それから、２ページ目の真ん中の欄でございますが、これも同じく国民保護法に係る指定公

共機関に指定されたということで、例えば計画の方で申し上げますと、ＪＮＥＳとして、この

指定に係る業務計画を策定する、あるいは地方公共団体等と協力した訓練を実施するという内

容になってございます。一番下、ちょっと見にくうございますが、計画のところで地方自治体

庁舎「等」というのが入ってございます。地方自治体だけでなく、安全委員会とか、あるいは

ＪＮＥＳ自体にオフサイトセンターにかかわる機器が設置されているということの追加でござ

います。 

 続きまして、３ページでございますが、（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及

び支援ということで、この核物質防護に係る妥当性評価に関する情報の提供あるいは国が行う

対策への支援を行うという形で追加をされてございます。 

 それから（６）のところでは、これは国民保護法関連ですが、武力攻撃原子力災害に関する

海外動向の調査あるいは影響評価に関する調査研究、技術的評価等の支援を行うということで

ございます。それから、下の試験研究にかかるところでございますが、これは予算の勘定間移

動がございまして、従来の事業に17年度予算の拡充分を合わせまして、表記の仕方を整理をし

たというものでございます。 

 続きまして、４ページ、使用済中間貯蔵施設の安全性、信頼性に関する調査及び試験でござ

いますが、これは字句の修正、「審査指針」だったものを「審査基準」と書いたというもので

ございます。それから（４）は、廃止措置の関係でございます。この廃止措置に関する技術基

準あるいは審査基準の整備に必要となる調査研究等をＪＮＥＳとして実施をするというもので

ございます。それから（５）は、一項目追加をしてございます。クリアランスレベルに関する

調査ということで、クリアランスレベルの評価あるいは測定等に関する手法についての調査研
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究を行うというものでございます。 

 最後に５ページでございますが、これは放射性物質の輸送に関する調査ということで、この

ＩＡＥＡの国際輸送規則の変更年度を少し明確にしたということと、それから、この計画の

「また」という欄がございますが、今年度ＩＡＥＡの輸送安全評価サービスを受けることにな

ってございます。これへの対応を支援するという形で明記してございます。 

 それから最後に、ローマ数字のⅧ番、その他経産省令で定められた記載事項の欄でございま

すが、参考１の２）期末の常勤職員数の見込みということでございます。これは炉規制法の改

正に伴います業務の追加ということで、クリアランス関連で６名、核物質防護関連の５名の増

員がなされたということで、従来445名となっておったものが456名に増加してございます。 

 概略以上でございます。 

○石榑部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきましてご質問あるいはご意見ございましたら、よろしくお

願いいたします。 

○重政統括安全審査官 失礼しました。もう１点つけ加えさせていただきますと、今申し上げ

ましたこの変更の内容でございますが、現在、財務省と事前協議を行わさせていただいてござ

います。したがいまして、その過程で、場合によっては一部記載の仕方についての修正が入る

可能性がございますが、その旨あらかじめご了解を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。何か。 

○班目委員 すみません、勉強させてください。 

 変更の内容はもう当たり前というか、炉規法が変わったんだから当然交替をしなきゃいけな

いのはよくわかるんですが、何となく普通の感覚からいくと、当然必要なものをわざわざ中期

目標を書きかえないとできないというのも、随分変な気がしてですね。何か例えば、受託みた

いな枠とか、もうちょっとフレキシブルな枠でやれるようになっていればいいような気もする

んですけれども、これはやはりこうしないといけないとルールが―大体この中期目標なるも

のは、この後どこが承認してどういうことになるのか、ちょっと教えていただけますか。すみ

ません、勉強不足なもので。 

○重政統括安全審査官 中期目標は、経済産業大臣が指示をするものでございまして、それに

対してＪＮＥＳとして実施する内容を中期計画にＪＮＥＳが定めて、これを経済産業大臣が承

認するという形でございます。 

 先生おっしゃいました中期目標、中期計画に書いていないとだめなのかということですが、
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これは別に書いてないこともやってはいけないということではございませんが、あくまでこれ

は経済産業大臣としてＪＮＥＳに、この中期目標期間中にやってもらいたいという内容を目標

として記載をし、指示をしているところでございまして、こういった、ほかに従来からありま

すこのような業務が規定されている中で、今回新たに法改正によって新たな規制ニーズに対応

していくということでございますので、そこを明示的に書くということでございます。 

○班目委員 何かちょっと申し上げたのは、多分１年後ぐらいに、次の中期目標の策定か何か

が入るんだと思うんですけど、現在の中期目標、ちょっと考えていただくと、やたら細かく書

き過ぎているところと、割と何とでも読めるように書いているところとちょっとあって、少し

その辺の仕分けを頭に入れておいた方がいいのかなと。例えば、こういうクリアランスレベル

に関するこれとか、こういうのは全然書いてないと、やはり非常にやりにくいなというのはよ

くわかるんですけども、逆に細かい試験研究まで書いちゃうと、逆に途中で見直し何かがすご

くしにくくなるということもあるので、今回の書きかえは非常に適切だと思うんですけども、

そもそも中期目標みたいなものには、どういうところまで書くのかというのは少し勉強させて

いただければよろしいかなと思います。 

○石榑部会長 関連して、私も不勉強で、委員長がこういう質問をしていいかどうかわからな

いですけど、私の理解では中期目標というのは５年間とかそれぐらいで与えられて、それでそ

れに対する計画を出すわけですね。そうすると多分この第１期はそろそろ終わりに近づいてい

る時期なんですが、これは毎年こういう微調整を、こういうような形でしていくという形にな

ってるんですか。今回はたまたま炉規制法の改正というのがあったので、それに対応してとい

うことかと理解しているんですが、実際は５年間なら５年間まとめてという形になるわけです

ね。 

○重政統括安全審査官 まさに先生おっしゃいましたように、今回は法改正に伴う業務の追加

ということで、他の法人でも必要最低限の変更を必要に応じ行うということで、毎年毎年こう

見直していくというものではございません。 

○和気委員 今の議論に関連してですけれども、むしろ５年間目標をフィックスするというル

ールよりは、やはり柔軟に、できるだけ対応できるルールにしておいた方がいいんじゃないか

と。だから、あんまり細かく議論する必要はないとは思うんですが、やはり常に必要とあれば

変更できるという体制で、いつも皆ＰＤＣＡをやっていた方がいいんじゃないかというふうな、

やはり私なんかは思うんですけど、この辺は経済産業省の中の、あるいは他の省庁のコンセス

テンセイがあるかと思うんですが。ちょっと私はよくわからないんですけど、そんな印象を持
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っています。 

○石榑部会長 これもやはり大臣からおりてこないとという形になっているわけなんですか。

変更というわけにはいかないの……。 

○重政統括安全審査官 いえ、そこは確かに班目先生も先ほどご指摘されましたように、でき

る限り変更を加えなくてもいいようにしたいというのが一つございます。これは最後に申し上

げようと思っておりましたが、先ほどお話もございましたのであれですが、次期の中期目標、

中期計画の検討を、これは来年度になりましたら本格化するということで、それよりも先にこ

ういった論点があるとか、あるいは目標なり計画の規定の仕方ということにつきまして、でき

る限り早い段階から懇談会等のような形で、先生方に今後の論点をご指摘いただきまして、今

後整理をさせていただければと思ってございます。 

○飯塚委員 こういう法人がどうなっているのかわかりませんけども、通常の民間の組織の場

合、多分３レベルぐらいになっていて、その組織が設立した目的からいって当然やらなきゃい

けない事業というか定款みたいなもの、そのようなものが決まっていて、あとは中長期的に見

て、定款に値するところを変更しようとか、もしくは事業環境に応じて、自分のところのコン

スティテューション―基盤ですかね、経営基盤を変えていかなきゃいけないとか、それから

何かある現象が出てきて、それに対応するような業務をまた加えなきゃいけないとか、何かし

なきゃいけないというようなものを、例えば中期、３年とか５年ぐらいで取り組んでいこうと

いう形ですよね。 

 それから、その下のレベル、多分年度ぐらいかとは思うんですけども、何とか分野に関する

研究開発とか、何とか何とか情報に関する何とかというようなことを事業ごとに決めた場合に、

具体的にことしはこのテーマやりますよというようなことをリストアップして、確実にやって

いくというレベルがあるわけですよね。そのときに、今言ったその中期何とかっていうやつは、

要は、これは法人がやらなきゃいけないことを変えてるわけですよね。というよりは班目先生

おっしゃるように、いわゆる僕らの感覚で言うと中期計画、中期目標という感じではなくて、

我々が持っている業務文書、もしくは定款に当たるものですか、それを変更するというたぐい

なので、性質が違うのかなというふうに思うわけです。 

 だから、これをどういうルールでやるかは、独立行政法人がどう管理していくかというのに

のっとってやらなきゃいけないわけでも、概念としては、私さっき言ったような３段階ぐらい

の感じかなというふうに思っています。これは形式の問題ですから、実質的にちゃんとやって

いけばいいわけで、そんなに深く議論する必要はないとは思うんですけどもね。 
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○小笠原委員 それに関連して、ちょっとこれは私の理解なんですが、この中期目標は今、飯

塚先生がおっしゃられたように余りぶれない社会的な使命というか、ミッションじゃないかな

と思いますけど。それを５年という中で、割と定量的なデータも含めて目標として掲げている、

それが中期計画というこのビジョンではないかなと。あと、さらに次のレイアウトとして、単

年度で、じゃどれぐらいクリアしようかと。これはもう一つのレイアウトとして、最下層にあ

ると思うんです。 

 そういう理解からすると、中期目標というのはほとんど法令等の改正がない限りは余り変ら

ないものであろうなという理解をしていまして、あと、中期計画に関しましては、やはりミッ

ションは変わらないけれども、掲げた５年間の目標が予期しない、いろいろな事象が発生して、

例えば５つ獲得しようと思ったんだけども、毎年１件ずつ獲得しようと思ったんだけども、も

う初年度で３件も４件もとれちゃったと。そういうような仮に定量的な指標があったとすると、

もうこれはすぐちょっとローリングで変えていかなきゃいけないなというようなことは起こっ

ていきますし。ですから、そのときにはＪＮＥＳサイドの方で、また立案をしてその承認を経

産省に取りつけると。このプロセスはあろうかと思いますが、私自身の理解では、それは変わ

ったことによって、この中期目標まで、そういう定量的な実績が出たことによって、変わった

ことによって、中期目標自体を変えるということは、余り僕の理解では想定してないんですね。

こういう法令等の改正とかない限りはあり得ないというか、ほぼないだろうという理解はして

るんですけれども、その点はいかがなんでしょうかね。むしろＪＮＥＳサイドで立案して、中

期計画が変わったことによって、それを理解していただいて、経産省の方では今度は中期目標

が変わるなんてことが、法令等の改正がなくてあり得るんでしょうか。あり得るとしたらどう

いうケースがあるのかちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

○重政統括安全審査官 それはちょっとないと思いますね。 

○和気委員 社会的ミッションが変わるという、それをどういうふうに加えるかです。だから、

目標はミッションですから。だからミッション―例えばテロの問題とかそういうもの、法令

になればそういうのは明確ですけど、法令にならないまでも、そういう核防護の問題が非常に

社会的な要請が強いとすれば、やはり中期目標の中で改めて入れるという、その対応は必要じ

ゃないかというふうな。あんまり法令でしないから、したらいいとかっていうふうにあんまり

決めつけると、またこの仕組みは窮屈になってしまうというふうに。あんまりころころ変わる

という意味ではなくてですね。 

○小笠原委員 そういうケースは変えるということですか。 
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○重政統括安全審査官 したがって、中期目標期間をどう設定するかということも関連してく

ると思いますし、余り長いと社会的な情勢の変化に対応できないだろうということもあります

が、そこで適切な期間を設定し、その中でできる限り社会的な要請を盛り込んだ目標をつくり、

それに対するＪＮＥＳとしてやるべきことの計画を策定するということでございまして、した

がって、別にこの中期計画に書いてあること以上のことをＪＮＥＳが言うことは、何らその排

除されているわけではございませんし、そこでどんどんいい成果を出していただければ、それ

はいい話だと思います。 

○石榑部会長 たしか私が記憶が間違っていなければ、試験研究、私はちょっとかかわってた

んですけど、試験研究何かでは必ずしも、要するにＪＮＥＳの自発的なニーズにおいて、新し

いテーマをやられているということはあったと思うんですが、そういう意味では限られたとこ

ではありますけど、自発的にやっておられるということでよろしい面もあるということでよろ

しいですか。 

 ちょっと私の方から、ここに書いてある中期計画はこれで結構だと思うんですが、お願いと

いいますか、クリアランス、私がちょっといろいろかかわってきたので、思い入れがありまし

て。それでこの目標のところで、要するに確認したい点、「疑義が生じた場合など」という、

そういうことが起こらないようにというふうに書いてあって、そのための調査検討を行います。

それはそれでぜひやっていただくんですけれども、やはり疑義が起こったりするというのは、

こちら側から規制側がこういうふうにやるということを明確に示していないと、場合によって

は疑義が生ずる場合もあるということなので、こういう検討されたらぜひ、どんどん公表して

いただいて、事業者に疑義を与えないような、ただ調査されるということではなく、ぜひどん

どん公表していただきたいと。この文章そのものは大変これで結構だと思うんですが。そこを

ひとつちょっとお願いをしたいところでございます。 

 ほかに何かございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、意見がございませんようでしたら、この内容については部会としてご了解をいた

だいたとそういうことにさせていただいてよろしゅうございますでしょうか―どうもありが

とうございました。 

 では、先ほど少し事務局から最後にご説明がありましたが、今後、財務省との調整によりま

して必要となる修文等が生じました場合は、その対応につきまして、いずれも実施事業の中身

にかかわるものでございますので、大きな変更がない限り、私の方にご一任をいただくと、微

調整である場合にはご一任をいただくと。そういう形にさせていただいてよろしゅうございま
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すでしょうか―どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきたい

と思います。 

 では、議題２の最後でございますが、業務方法書の変更（案）につきまして、ＪＮＥＳより

説明をお願いいたします。 

○中西企画部長 お手元の資料の２－５でございます。 

 業務方法書につきましては独立行政法人通則法第28条によりまして、その作成が義務づけら

れているものでございまして、当機構に関しましては、経済産業省令で定められた事項につい

て記載をし、業務を行っておるところでございます。 

 今回変更させていただきたい箇所は、検査業務に関しまして、先ほど中期目標等の改正でご

説明をしたとおり、クリアランス確認制度が導入されたことに伴う業務の追加というところで

ございまして、お手元の資料の業務方法書第４条の一部を改正させていただくというものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○石榑部会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見等ございま

すでしょうか。何かございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、特にご意見ございませんようでしたら、業務方法書の変更（案）につきましては、

内容につきまして部会としてご了解をいただいたということにさせていただいてよろしゅうご

ざいますでしょうか―どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただ

きます。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。議題３のマネジメントモニタリングにつきまし

て、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○重政統括安全審査官 資料の３マネジメントモニタリングに関する調査票でございます。 

 このマネジメントモニタリングでございますが、これは昨年度から始まったものでございま

して、これは経済産業省の独立行政法人委員会、親委員会の方で昨年スタートし、趣旨といた

しましては各法人のマネジメント、これに係るグットプラクティスを共有しまして、効果的な

独法の運営に係る提言ですとか、あるいは改善勧告につなげていこうということが本来の趣旨

として開始されたものでございます。 

 このそれぞれの項目につきましては、これは各法人統一的なものとしまして、この親委員会

の制度ワーキンググループで制定されました項目、これに対して各法人ごとにまとめたもので

ございます。 
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 まず内容でございますが、この戦略の策定と展開、これにつきましては国とＪＮＥＳとの役

割分担、こういった内容でございまして、これは昨年と当然変わるものではございません。例

えば具体的には３ページにございますように、原子力安全規制行政、これは保安院が保安部会

等におきまして、今後の安全確保上の課題あるいは規制制度のあり方等についての検討を行い、

ＪＮＥＳは保安院と連携をとりながら、その規制行政の実施に当たっていくという役割分担と

なっているということでございます。 

 この次の４ページの（２）の政策目標達成のプロセスというところでございますが、ここで

は保安院のニーズの適合性を図っていくというプロセスとしましては、さまざまなレベルでの

保安院とＪＮＥＳ間での意見交換、定期的な会合を行うとともに、ＪＮＥＳの中においてはこ

の事業の進捗管理プロセスとして、これも幹部等によるチェックが行われているということで

ございます。また、各部の横断的な連携を図りながら相互調整を行う、あるいは第三者外部評

価委員会におけるチェック等を実施しているということでございます。 

 続きまして５ページでは、今申し上げましたような会合の実績、16年度の実績が掲げてござ

います。具体的な数字はちょっと省略をさせていただきます。 

 また６ページでは、関係機関との連携ということで、例えば海外ではＮＲＣとかあるいはフ

ランスの原子力安全放射線防護研究所、ＩＡＥＡ等との連携の実績、また国内では原研、サイ

クル機構等との連携の実績があるということを書いてございます。 

 続きまして、個人と組織の能力の向上ということでございますが、これは人材確保、非常に

重要な課題ということで、７ページにございますように、今後はＪＮＥＳ内での人材育成も勘

案しながら、新卒者、中途採用、出向等を適切に組み合わせていくということを書いてまとめ

てございます。それから、各職種ごとに求められる能力の向上ということでは、具体的には９

ページに、ちょっと飛んで恐縮でございますが、書いてございますように、専門実務研修制度

を設けるとともに、学位の取得や学会参加等を奨励しているということでございます。それか

ら、業績の評価ということでは、平成16年度においては、各部室長へのインタビューをもとに、

人材体系の整理等を実施する、あるいは部室長及びグループ長を対象にした業績評価のための

目標管理に関する研修や一部試行を行っているということでございます。 

 続きまして、（４）の幹部のリーダーシップの機能状況でございますが、行動規範を定めて

職員へ周知徹底を図る、これは当初から行われていることでございますが、10ページにござい

ますように、平成16年度の組織、業務運営については、理事長みずから機構の取り組むべき重

点課題、これを掲げて職員への訓示等を通じて徹底を図っているということでございます。ま
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た、役員による目標達成度の確認ということでは、各部門の長や役員による幹部会等いろいろ

なレベルでのチェックを行っているということでございます。 

 （５）の施策ターゲットの把握ということでございますが、直接的な顧客としては、原子力

安全・保安院が主要な顧客であろうと。また、検査については法定検査受検者としての事業者

も顧客と考えることができるということでございまして、したがって、その要求や期待、これ

をどのように把握しているのかということにつきましては、11ページにございますように、ま

た先ほどご説明をさせていただきましたとおり、さまざまなレベルでの打ち合わせといいます

か、定期的に会合等を開くことにより、ニーズの把握に努めているということでございます。 

 また、12ページにございますように、対外的自治体あるいは地域住民に関しては、その広報

業務におきまして、アンケート調査を実施するといったことがなされてございます。 

 続きまして、（６）のナレッジマネジメントでございますが、これについては、その成果の

相互活用を図るためにデータベースを構築し、ＪＮＥＳ内あるいは保安院との共有を図ってい

るということでございます。また、外部に対しましても学協会あるいは海外規制機関への発表、

データベースの公開がなされているということでございます。また12ページの下にございます

ように、昨今ちょっと問題となりました情報の正確性、機密性ということでは、新たに「電子

情報セキュリティ規程」が制定されまして、適切な情報の管理体制が整えられているというこ

とでございます。 

 最後に、この業務を執行するプロセスでのフィードバックという点では、例えばこの検査業

務部での実例としましては、それぞれ検査はチーム制を引いて実施されているわけでございま

すが、そのチーム間での情報交換あるいは情報連絡がなされてございますし、また、最後の14

ページにございますように、規格基準部の例でも、各グループの業務状況についての定期的な

部内会合が開かれ、情報の共有化が図られているという状況でございます。 

 概略、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。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問等ございましたら、お願いいたします。 

○班目委員 これは位置づけは保安院がつくったものなんですか。ＪＮＥＳがつくったものな

んですか。 

○重政統括安全審査官 法人の見解をインタビュー等行いまして、保安院としてまとめたとい

う形になります。 

○班目委員 そういうことですか。中身的にはよくできていると思いますけども、何となくこ
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こでやっている評価との関係が重複してるなというのを感じますし、逆にこれだけをとってみ

ると、何かＪＮＥＳ全体についてこういう各項目ごとに書かれても、何かさらさらさらっと当

たりさわりのないことばかり出てきちゃって、本当だったら少なくとも各部ごとぐらいに書か

なきゃいけないかなという気もするしとか、何かちょっと不思議な位置づけで、もしこういう

ものがなされるんだったら、よっぽど、この評価委員会の仕事である評価と一緒にやっちゃっ

た方がいいような気がしてしようがないなという感想なんですけれども。 

○重政統括安全審査官 このマネジメントのモニタリングが、先生ご指摘のように、年度業績

評価と重複するのではないかというご指摘は昨年からもございまして、ただ冒頭申し上げまし

たように、この調査の趣旨は各独法のいいところ、これを親委員会で共有し、各法人にフィー

ドバックしていこうと。経営の改善につながるような提言を図るということが本来の目的では

ございました。 

 ただ、今年度これをどう扱うかということにつきましては、前回申し上げましたように、中

期目標や中期計画の変更、これも全部部会におりてきている状況でございまして、現在、この

本年度の各法人の調査の結果につきましての取り扱い、これは大臣官房の方でまだ検討がなさ

れているという状況でございます。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○飯塚委員 関連してよろしいですか。私も班目先生に似たような感触を持つんですけども、

中期目標、中期計画との照合というタイプの業績評価というのは、ともすると形式にいきやす

いといいますか、結果的にどうなったんだという、やるべきことをやったのかということにい

くわけですけども、ここの視点というのはそれをどのようにやったかとか、どのような価値観

でやったかということを聞いていますので、実は中期目標、中期計画の業績評価のときに、結

果的にどうなったんだと。それに幾ばくかのずれが生じたりしたときに、なぜそうなっている

のかということを、ここに書いてあるような視点から、それぞれの要求ごとに多分分析すると

いうことが必要だというふうに思うんですよ。そういう意味から言うと、別個にやるか、後で

きっと議論されると思いますけども、業績評価の中にこの手の視点を取り入れるとかいうこと

が考えられるのかなというふうに思います。 

 今回、ヒアリングというのをさせていただいたわけですけども、そのときの感触は私はある

領域について、例えばここに書いてあることを、今、班目先生が全くおっしゃったことと同じ

ように、部門でもある領域でもいいんですけども、そこに関して、ここに書いてあること全部

頭に入れておいて、そこでやらなきゃいけないことができてるかどうか、そのプロセスがどう
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なっているか、リソースはどうなっているかということについて、逐一、こうファクトでもっ

て確認していくということが必要だというふうに思っていまして、そのときにいいチェックリ

ストといいますか、レビューの視点になりますよね、そういう使い方をされたらどうかなとい

うふうに思いましたけど。 

○重政統括安全審査官 今年度の扱いは、まだその変化にはっきりしてないということですが、

とりあえず、今回はこれを本日の評価のご議論の際にご参考にしていただければと思ってござ

いますが、飯塚先生おっしゃいました今後の評価のあり方、これについてはまたご相談をさせ

ていただければと思います。 

 確かにこういった内容のことが事前にわかっておれば、より評価におけるチェックもしやす

いというご意見かと思いますが、そのやり方については、また今後検討させていただければと

思います。 

○飯塚委員 関連してもう一つ。これは結局は質問項目が全部決まっていて、ＪＮＥＳが見解

を書いて、保安院が少し何かしたのかな、わからないけれども、こうなっていますよね。この

中に書いてある見解というものが妥当であるかどうかとか、あるいはもう少しきちんと説明し

た方が、グットプラクティスとしてほかの省庁と法人の参考になるというような形のレビュー

というか、このコンテンツそのものをよくするための、あるいはＪＮＥＳそのものがここから

学ぶべきことをもって、自分とこの組織改善につながっていくような、そういう形のコメント

というのがこの委員会からのいい意味の介入というか、一緒に議論すればというのがあっても

いいのかなと思うんです。それを先ほど班目先生、心配したように先ほどの業績票がダブっち

ゃうところが出てきちゃう。そこを上手に調整しないといけないところですよね。これがもし、

内部目的ではなくて、外に対するみんなで、そういういいマネジメントの方法を共有しようよ

ねということであるならば、もう少しわかりやすいというか、訴え方があるなというふうに思

うんですよね。この件に関して、こんな領域でもって、こんな例でやって、それがこのいいと

ころというのは、こういう本質的はいいところがあって、これは普遍的なものであって、ほか

のところでも使えるものだよねという形でもってまとめていかないと、多分ほかでは使いにく

いんですよね。内部的にはなるほどこういう視点でもって、自分のところの中のプロセス分析

してみたら、こんなところにまだ改善の余地があるからやろうぜということは、多分別の答え

が出てくるし、いいところはもっと強みとして持てるし、ここ強いことはきっと組織の存在理

由を主張するのに非常に必要なことであるから、もっときちんとやろうねという確認になるか

もしれないと思うんですよね。 
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○石榑部会長 関連してなんですけど、これはこれとして独立したものとして、親委員会の方

へ出ていくことになるんですか。さっきの趣旨から言うとそういう感じがするわけです…… 

○重政統括安全審査官 本来の趣旨はそうでございますが、まだちょっと扱いをどうするかは

これから検討されるということでございます。 

○石榑部会長 それは外部に対してということだと思うんですが、内部的にはもうちょっと早

くいただければ、その本来の趣旨はともかくとしても、我々の評価をする段階で非常に参考に

なって、今いろいろご指摘いただいたと思うんですけど、参考になったのかなという気がいた

しまして。来年度以降、できたらもうちょっと早目に、ドラフトでもいいと思うんですよね。

むしろこれを参考にして、いろいろヒアリングをしたりとか、そういうことができると大分も

う少し、いろいろな役に立つ可能性があったのかなという気がちょっといたします。ご検討い

ただきたいと思います。 

○和気委員 関連するかどうか。多分これからの議論になるのかと思いつつ、このＪＮＥＳさ

んの中で業務費用の半分が大体外注という、２分の１が外注なわけですね、仕事の量としては。

この外注の成果をどう評価するのかというのは、すごく一つ大きな課題というか、特にいろい

ろな昔からの特殊法人の中で外に委託するっていうところが、どういうふうに評価するかって

いうのがすごく重要だろうと思いますし、多分独法になってもそういうところをどういうふう

に、特に半分ぐらいに外注費用ですから、これを入札で効率的にやってるというだけではどう

も社会は納得しないだろうなという気もするんですね。 

 したがって、内部の職員、役員みなさんのマネジメントの問題と同時に、外注の委託先の選

定の仕方だけではなくて、出てきた成果とかそれを内部の資源にどうつなげるかとか、その辺

をもう少し突っ込んだ評価をこれからやっていただきたいというのが私の希望なんですね。今

回はこれでもう私は評価はいいと思っているんですが、今後何年もこれが続いていくと、この

部分がもっとクローズアップされてくるような気もして、つまりほかの独法との関係も含めて

なんですけれども、その辺を問題意識で見ていただきたいなっていうふうに思っています。 

○石榑部会長 ＪＮＥＳの場合は、ご存じのようにハードの施設を持ってないわけですね。そ

れで試験研究というのは、ソフトだけではできない面がありますので、そこでどうしても外注

をせざるを得ない、そういう面は必然的にあるわけですが、ただ問題はその成果をどう評価し、

次の試験研究につなげていくかというところ。 

○和気委員 理由があればいいと思うので、それをきちんとアカウンタビリティーをちゃんと

担保するということをむしろ主体にしたらいいかなと。何も不透明という意味ではなくて、理
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由は幾らでもあるだろうなというふうに思います。 

○石榑部会長 今後の、何かＪＮＥＳとして。 

○中西企画部長 単に、確認でございますけども、具体的な試験研究等につきましては、きょ

う最終報告書として資料の５－５にお配りしてございますが、ＪＮＥＳの中に設置をいたしま

して第三者評価委員会において具体的な試験研究の内容、それからその成果の活用状況につい

て専門の先生方でレビューをしていただいておりまして、これをベースに私どもの自己評価を

作成いただいておるところでございます。 

 それから、そもそも私どもの法人の設立に当たりましては、研究設備等を持たないで効率的

に事業を行おうということにしておりました関係で……。 

○重政統括安全審査官 資料５は、また議題の際に配付をさせていただくと、冒頭申し上げま

した。 

○中西企画部長 ああ、そうですか。すみません―いえいえ、これは私どもが、ＪＮＥＳが

作成したものでございますので。 

○和気委員 これは大丈夫であるという思いで申し上げて、これをきちんと出していくことを、

とどめていただければそれでいいだろうと。これから、むしろそうところが出てくるかなと。 

○中西企画部長 はい。 

○飯塚委員 もし、時間ちょっとだけいただければ、法人の見解に対するコメントというのが

３つあるんですけども、よろしいですか。 

 一つは５ページの進捗管理ですが、これは漠然と進捗管理すると書いてあるんだけれども、

私の感覚から言うと、ある進捗管理しなきゃいけない時点でパフォーマンスとしてどこまでい

っているのかということを見る努力、これをやっていくべきだというような課題が書かれるべ

きだというふうに、ほかの文脈との関係もあるんですけども思っています。結果的にどこまで

できなきゃいけないかという、管理項目といいますかね。ターゲットするパフォーマンスレベ

ルというのを設定しておいて、それをできたかどうかということを見るようにしないと本当に

進捗管理にならない可能性がある。 

 それから次は、６ページの委託の方で同じところなんですが、ちょっとスタンスが違います

けれども、発注する際のプロセスですか、きちんとしたベンダーというか経営者、コントラク

ターを選定する基準とかを持っているとか、非常に評価をきちんとやっているとか、発注する

内容の仕様についての妥当性とかコンセンサスが入ってきた部分について、きちっと検証して

いるとか、本当にそういう目的を達成しているかということを見るプロセスが、このようにあ
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りますよということを示すべきだというふうに思いますし、これは実はグットプラクティスに

なるというふうに思っているんですよね。特に研究の方はかなり明確にきちんとできていると

いうのが認識していまして、きちんと書くべきだなというふうに思いました。 

 もう１点は８ページの能力要件のことなんですけでも、これは学歴とか何とかばあっとこう

一般的に書いてあるんだけども、本来はこれは、いわゆるコンピテンシーモデルというんです

か、ある職種に必要な能力要件というのは、一般的なものはこう人間としてはこうとか、管理

能力はこうとか、コミュニケーション、ヒューマンスキルどうとか、あるいは専門性に関する

こんな能力というものを書き下す努力をすべきであるというふうに思っていまして、そういう

認識を書いておくべきかなと思います。これも挑戦的な課題ではあるんだけども、ほかのとこ

ろから見たときに、やはりグットプラクティスといいますか、確立、確定をしなきゃ、トライ

しているということ自体がグットプラクティスになるかなというふうにも思います。 

 このような議論を、先ほどの話じゃないけど、もっと早くやりたかったなという感じはしま

す。 

○曽我部理事 飯塚先生のご指摘に対する答えになっていないかもしれないんですが、簡単に

答えさせていただきますと、まず進捗管理なんですけど、私ども基本的には中期目標に基づい

てつくられた中期計画、さらにそれに基づいてつくられた年度計画、これにどの程度の進捗で

成果を上げていくかというふうに、かなり細かく書いていますので、それが一応一つの基本に

なって管理していると。こういうことになるかと思います。 

 そういう意味で、先ほど中期目標、中期計画の議論ございましたけれども、私どもとしては、

外部評価をしていただく上で、中期計画というのはかなり重要なものというふうに考えており

ます。ただ、それを一歩も踏み出しちゃいかんという意味は全くないんですけれども、ちょっ

と飯塚先生のご指摘の答えになっていないかもしれませんが、まず第１点がそれでございます。 

 それから２点目は、競争入札の件ですが、これは非常に厳格にやっております。審査委員会

もつくっておりますし、もちろんしっかりした内部基準もつくっております。むしろ、競争入

札は余り重視するがために、むしろ問題としては私ども非常に専門性の高い業務の発注になり

ますので、非常に競争入札でよくわからないところが来ますと、かえってそれに指導しなけれ

ばならないという、かえって労力を伴うとか。それから、それに伴う品質の問題、それからス

ピードをある一定期間内に仕上げてしまわないといけないというときは、やはり今までよく知

った能力のある業者を使った方がスピードが上げられる場合とかいろいろございまして、むし

ろ競争入札が原則できちっとした手続を踏んでおりますが、むしろ専門性が高いだけに余り競
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争入札ということを重視しますと、かえって別の面で非効率な面あるいはスピードアップ図れ

ないという面もある。その辺がどこで折り合いを持たれるかというのが一つの課題かと思いま

す。 

 それから、人材の面でございますが、この前の部会でもご説明させていただきましたし、い

ろいろご指摘いただいておりますが、私どもやはり人材こそが、このＪＮＥＳのよって立つ基

盤になっておりまして、ただ非常に高齢化しておるとか、あるいは特定の分野、例えば廃棄物

関係の分野で非常に人材が手薄であるとか、そういった大きな人材問題も課題を抱えている中

で、ご指摘のようにその専門性とか能力をどういうふうに把握するかというのが非常に大きな

課題として認識しておりまして、今そういうデータベースを構築することを通して着手して、

できるだけ早くそれを立ち上げたいとやっているところでございます。 

 ちょっと先生のご指摘には見解がずれているかもしれませんが、答えさせていただきました。 

○飯塚委員 最初の２つ、ずれていますけど、１番目は、例えばこれだけ教育するよといって、

教育の実績100人という話じゃなくて、能力上がったのかってと。それを目的としていることと

達成できてるかということを把握する努力をしないと、本当に進捗管理にならないという意味

です、で言いました。 

 それから、２番目の方については、競争入札を推奨してるんじゃなくて、むしろ逆で、ちゃ

んと能力図れと。入ってきた者が目的達成しているかということを図る努力をしなきゃいけな

いという意味で、ルールどおりやっているということを求めているのでは全然ありません。 

 ３番目は同じです。同じようなタイプです。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○小笠原委員 ちなみに、この調査表というのは実績としましては、いつそういう依頼があっ

て、いつ回答されてく。こういう形に……。 

○石榑部会長 対応の時間的な……。 

○小笠原委員 いつ依頼が来て……。 

○重政統括安全審査官 それぞれの評価、各法人の評価に合わせてやるということでございま

して、いつまでとか、そういうあれがあったわけではございませんが。 

○小笠原委員 ただ、実際にはいつごろつくられたんですか、これは。 

○重政統括安全審査官 この部会でも議論がありまして。 

○小笠原委員 実際にはもうちょっと、例えば４月の終わりとか。 

○重政統括安全審査官 そうですね、できる限り、ちょっとそういう努力、次回以降はしたい
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と思っております。 

○石榑部会長 来年度以降はもう少し早目に出していただくと。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 この中身についてなんですが、これは私の理解では、ここで特にご審議をいただいて訂正、

文章等を変えるという、そういうものではないということでよろしいわけですね、ご報告をい

ただいた―もちろん、来年度以降またありますから、その時点できょういろいろいただいた

コメントについては、次回以降対応をお願いをしたいという、そういう委員会としての希望は

ありますけれども、このものそのものはよろしいわけですか―という扱いになるかと思いま

すが。何かほかにございますでしょうか。 

 それではございませんようでしたら、原子力安全基盤機構のマネジメント状況についてご確

認をいただいたということにさせていただきたいと思います。ちょっと遅きに失している面も

なくもないんですが、このあとの16年度の業績評価のご参考にしていただくということで、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは引き続きまして、議題４の顧客満足度調査結果について、事務局から資料の説明を

お願いいたします。 

○重政統括安全審査官 資料の４－１が集計結果の全体、資料４－２がアンケート調査を行う

際に自由記述として求めた意見の、主なものをまとめたものでございます。資料の４－３は調

査の項目の一覧でございますので、これは省略をさせていただきたいと思います。 

 では、資料の４－１、アンケート集計結果の全体でございますが、調査対象、原子力安全・

保安院の原子力関係課の課長以下100数十名に対して、回答が60名弱ということでございました。 

 内訳は、そこに掲げているとおりでございますが、ローマ数字のⅡ番、ＪＮＥＳの業績に関

する総合的な印象についてというところでございますが、「大変良くやっている」「概ね良く

やっている」、これを合わせますと７割強の評価がそうなっていると。その理由といたしまし

て、担当者が非常によくやっていらっしゃる、あるいは専門性が高いといったあたりの回答が

高い比率となってございます。 

 一方、評価できないという回答の内訳としましては、マネジメントに対する苦言あるいはス

ピードに対しての苦言が呈されてございます。それからローマ数字のⅢ番、ＪＮＥＳの事業成

果についてというところでは、「満足している」あるいは「問題はない」これが足して60％と

なってございます。次に、政策ニーズへの適合性というところでは、「良く合致している」あ

るいは「概ね合致している」を合わせますと８割強ということになってございます。また、成
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果の活用度でございますが、「大いに活用している」が約19％、「ある程度活用している」が

65％ということになってございます。その活用の内容としましては、制度変更等の政策検討業

務あるいは許認可等、日常業務への活用が図られていると。一方、活用できる成果がないとい

う意見の理由としては、「まだ事業が活用出来る成果を生む段階ではないため」という評価を

するにはまだ時期がちょっとまだ早いということでございました。 

 それから、主なところでは、ローマ数字のⅣ番、ＪＮＥＳの組織活用についてというところ

でございますが、資料作成の業務ですとか、あるいは資料収集、事例調査こういった面でご協

力をいただいているということでございます。 

 それから、ローマ数字のⅤ番、保安院との連携という点では、さまざまな会合による連携が

図られているということでございました。 

 それから最後にローマ数字のⅥ番、委託事業を行っていたときとの比較ということでは、か

なり手続等が軽減されたというメリットに対して、逆に問題があったというところでは、逆に

保安院の方の担当者、これがちょっと不勉強になっているというところの回答がございました。 

 次ページ以降は、今申し上げましたような項目、これを管理職、班長クラス、それから係長、

係員クラスに分けまして、棒グラフ化をしたものでございます。それぞれの傾向、両者でそれ

ほど大きな差異はないかと考えてございます。 

 以上が、まずこの資料の４－１でございます。 

 次に資料４－２の方を簡単にご紹介をしたいと思います。 

 このアンケートに寄せられた意見のうちの概要ということですが、まず、ＪＮＥＳの業績に

関する総合的な印象についてというところでございます。かなり国との間のコミュニケーショ

ンは改善されてきているというところですが、さらに一層密に図っていただきたいというご意

見、それから一方、廃棄物の分野では少ない資源の中で成果を出すべく努力をしているという

評価がございます。それから、（１－２－１）については、ＪＮＥＳの柔軟性に欠けていると

いう意見とか、あるいはもう少し積極的な発言、提案等を期待するという評価がございます。

また、パフォーマンスについての意見ということでは、部の間での連携、ＪＮＥＳ全体として

物事を考えようとする意識がちょっと薄いとか、あるいは逆に保安院が後ろ向きであっても、

もっと積極的に原子力安全の確保という点からの提案が欲しいという内容でございます。 

 次のページでは、ＪＮＥＳ、設立時に比べてどうかということですが、プレスの高経年化に

関して、非常に柔軟に組織運営に取り組まれたという評価でございます。 

 それから、ローマ数字のⅢ番、ＪＮＥＳの事業成果ということでは、非常に役立っていると
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いう意見がある一方、この事業の成果を具体的に規制にどのように生かすのかといった観点か

らの取り組みが十分でないというご意見がございます。 

 この次の政策ニーズへの適合性という点でも、保安院の意図を適切に酌み取っているという

ものがある一方、将来への発展性などを考えた際に対応した方がよいことへの対処が十分でな

いという意見もございます。また、（４－１）で試験研究が自己目的化しているのではないか

という点では、本当に必要な試験研究が何かという観点から計画しているか疑問であるという

ご意見がございました。 

 それから（５－１）の規制制度や保安院業務への改善につながった提言としましては、定例

的に行っている情報検討会が役立っているという評価がございます。それから、続きまして、

委託事業との関係は、先ほど申し上げましたことです。 

 最後のローマ数字のⅦ番、ＪＮＥＳに望むこととしましては、最近ではこの検査について検

査業務部と保安院の現課との連携はよくなっていると、引き続き成果を出すように協力をして

いきたい。また、人材の育成について若手の人材確保、育成が不可欠であるとか、また、専門

家の立場からの、より積極的なコメントを求めるという意見がございます。 

 また、一番下の専門性に関する意見ということでは、非常に高い専門性を有してはいるけれ

ども、安全規制の制度設計に結びつける視点あるいは観点が弱いと感じられるという意見がご

ざいました。 

 これに関連するようなこととして最後のページでございますが、やはり本当に必要な試験研

究は何かという議論あるいは逆に、独法として保安院の業務運営を評価するような業務を追加

してはどうかという、こういった提言がございました。 

 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。この公開、非公開について。 

○重政統括安全審査官 このようにアンケート調査を行いまして、コメントももらったわけで

ございますが、この回答者の多くが各関係事業の担当者であるということから、内容によって

はだれが回答したのかとか、あるいはだれを対象に回答しているのかといったことは特定され

るケースもございます。また、このアンケート調査を行う際に、公開を前提にしている旨の周

知がちょっと足りなかったという点がございました。 

 したがいまして、今回この資料４－１、４－２という形でご紹介しました内容につきまして

は、議事は公開でございますが、資料そのものについてはできましたら非公開という扱いにし

ていただければと存じます。 
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 よろしくお願いいたします。 

○石榑部会長 今の点でございますが、ここでの議事録は、もう当然公開をされるということ

にはなりますが、この資料等については非公開という扱いでよろしいでしょうか、そういう形

で。 

○班目委員 なぜ非公開か、何か不思議な感じがしますし、内容は非常に、むしろ公開した方

がＪＮＥＳさんのためになるというか、褒められている結果だと私は理解しているので、不思

議な感じはしますけど。 

○重政統括安全審査官 もともと、このアンケート調査を行いました趣旨という点では、この

結果を、今後のＪＮＥＳの経営に役立てていただきたいという本来の趣旨は、この場でのご議

論等踏まえて生かされることになろうかとは思ってございます。 

○班目委員 特に、場合によっては、読む人が読むと確かにだれが回答したか、私でも何とな

くぴんとくる結果だと思います。 

○石榑部会長 ただ、アンケートをとられたときに、公開を前提にしてとられたわけではない

ということですか。 

○重政統括安全審査官 そういう周知がちょっと足りなかった点でございます。 

○石榑部会長 やはり多少ひっかかるところでは―ひっかかるというか、非公開にするとい

うこと、せざるを得ないというか、したいという指示があったのかなということですね。 

○和気委員 今のアンケートも、もうちょっと継続的にできることなら定点観測で、人が変わ

ってしまいますけれども現課は変わらないので、もうちょっと継続的にやった上で全体として

の主体の変化とか、その辺で公開することも考えて、単発で、今の時点だと確かに疑義的にな

ってしまうので、その辺のアンケート調査を継続的にというようなお考えもおありと伺ってい

るので、やはりその辺で公開することは可能かどうかと。 

○小笠原委員 このデータは隠れちゃうんですが、そうしますと未回答の方というのが結構多

いと思うんですね。いわば、不動票なるものが、何というか賛成として、これはもういいに決

まっているじゃないかということで、あえて回答されないのかどうなのかっていうこともあれ

なのと。 

 あと、やはりちょっとこう一般の顧客というか、一般のユーザーに対してだと回答率ってい

うのは、これぐらいでも仕方がないかなと思うんですが、非常に関連性の強い現課に、ある種、

満足度が非常に高い精度で求めている趣旨だと思いますので、ちょっともう少し回答率を高め

ていただいて。 
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○重政統括安全審査官 努力をしたいと思います。 

○小笠原委員 お願いいたします。 

○和気委員 なかなか難しいですよね。みんな忙しいから。 

○小笠原委員 そのときに公開すると言ったときに、どれぐらいアレルギー反応が出るのかと

いうのが、またあるのかもしれません―ぜひ。 

○石榑部会長 やはり、議事録を見れば、そういうアンケート調査をやったということはすぐ

一目でわかるわけですので、やはりどういう形で公開するかはともかくとして、基本的にはや

はりある時期ですね、公開をすると、そういう方向でせっかくやっていただいた以上は進める

べきではないかなと私は思いますが。 

 ただ、今回は初めてのことであり、多少手続的な問題もあり、ぜひこういうアンケート、非

常にいいことではないかと私は思いますので、来年度以降も質問の形を変えることも、あるい

はふやすとか、いろいろなこと考えられると思うんですが、来年かもう１年置くのか、ちょう

ど来年当たりが節目になるわけですかね、第１期の…… 

○重政統括安全審査官 最終年度。 

○石榑部会長 最終年度ということなので、ぜひ引き続き進めていただいて、それである時期

にしかるべき形で公開をしていただくという、この委員会としてはお願いをするというような

ことで、それは議事録にとどめていただければ、そのうち出てくるなというふうに理解してい

ただけるかもしれないと思います。 

○重政統括安全審査官 引き続き、保安院を対象にやるのかとか、あるいは顧客としてどうす

るか。 

○石榑部会長 そういう問題もありますよね。 

○重政統括安全審査官 相手をどうするのかといったことも。 

○石榑部会長 最初のところに書いてありましたけども、保安院とＪＮＥＳの関係というのは、

本当に顧客的な面もあるけれども、それだけではないというもっと深い部分があるわけですね、

ほとんど一体に近い。一方では、検査についてはどこかにちょっと書いてございましたけども、

検査を受ける事業者も顧客と考えることも可能であると書いてあったと思うんですが、そうい

う顧客の意見というのもあると思いますし、一般的な広報に関しては、むしろもっと一般の方

は顧客であると。そういういろいろなフェーズ、面がありますから、ぜひその辺も、もう少し

広くお考えいただいて進めて、基本的にはなるべく公開できる形でといったところでいかがで

しょうか。 
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○飯塚委員 これは生データですよね、整理された。この結果に関して、こう読めるとかこう

しなきゃいけないというような取りまとめは行うんですか。 

○重政統括安全審査官 一応、現状ではこのような形での……。 

○飯塚委員 ですから、例えば何％の人が答えていて、先ほどのもっと答えて欲しいっていう

ようなものもあるかもしれないし、回答した人の中では基本的には大体６分の５ぐらいの人が

プラス側の評価をしてくれていると。それは一体どういう意味かという、僕は微妙なラインだ

と個人的には思っているんですけども。一緒に仕事している中で、その中で逆に言うと６分の

１と５分の１の人が何か不満を持っているというか、危惧を持っているということは必ずしも

そのすばらしい点、普通のアンケートでは８割も達成ならいいじゃないかと思うかもしれない、

そうでもないなという感じがするので何か解釈が必要だと思うし、個別のこういうものに関し

てもいろいろな側面のことを言っているわけで、それらを集約するときに何が言えるのかとい

うことを解釈するといいますか、そういう必要はあるのかないのかですね。もっとも調査した

から、取りまとめてＪＮＥＳ側に言うのか、何か議論の場を持つのか。このままで読み取れと

いうふうにばあっと投げているわけですね。よろしく解釈して改善せいという感じということ

なんでしょうか。 

○重政統括安全審査官 ちょっと今後どういう形で続けるのかと等も含めまして、ちょっと検

討させていただければと思います。 

○石榑部会長 それでは公開、非公開については、先ほどのような取り扱いにさせていただく

ということでよろしゅうございますでしょうか―そのようにさせていただきます。中身につ

いて、もう既にご意見いただいていますが、ほかにこのアンケートの中身について、ご意見等

ございましたら。 

 ちょっと私から、これはⅥ番ですか、「委託事業時との比較について」というところありま

すよね。多分この最初の期が終わったあと、今度、親委員会の方でＪＮＥＳの存在意義とか、

そういう本質的な議論がされることになると思うんですが、既にことしも行われているわけで

すけれども、そのときにやはり、これは私がそう思っているんですが、本当に独立行政法人で

なきゃいけないのかという、そういう議論がほかのところでも出ているんですよね。ですから、

これはまさに委託事業というのは、もともとは別の独立行政法人ではなかった形で行ってきた

ような業務を、今ここに集約して独立行政法人にしたと、そういうことかと思うんですね。そ

のときに、やはりここのアンケートの結果は、コメントのところでは機能的なことは一つ書い

てあるんですが、アンケートの答えのところは、かなり事務的な話なので、むしろ本当になぜ
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独立行政法人である必要があるのかないのかとか、そういったところを多分、今後、親委員会

に出すときに議論をしていかないといけない問題になるのではないのかなと、ちょっと私はそ

ういう印象を持ちまして、ぜひその辺の議論を、もちろんＪＮＥＳと保安院の間のこともある

し、あるいはその議論は別に、またここでも何かご意見をいただくとか、そういうことが出て

くるのではないのかなと。 

 これは私のそう思ったということだけで特にあれですが、何かここでご意見をということで

はないんですが、お考えいただくことかなとちょっと思ったんです。 

 ほかによろしゅうございますでしょうか―それではございませんようでしたら、次の議題

に移りたいと思います。ＪＮＥＳにおかれましては、このアンケートで寄せられましたご意見

等ご参照いただければということでございます。 

 次の議題は、平成16年度ＪＮＥＳの業務実績の評価ですが、本件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、非評価者の方はご退席をいただくとい

うことになってございます―ということは私初めてで。昨年度はいかがですか。私ことしか

らなので、よくわからないですけれども。 

（関係者退席） 

○石榑部会長 それでは審議を始めたいと思いますが、まず事務局から資料の説明をお願いい

たします。 

○重政統括安全審査官 資料の５－１が、平成16年度ＪＮＥＳ業務実績の評価についての案、

資料の５－２としまして、Ａ３横長ですが、業務実績の評価表、資料の５－３が業務実績の自

己評価総括表でございます。それから資料の５－４、非常に分厚いですが、ＪＮＥＳの自己評

価表、それから資料の５－５としまして評価報告書、ＪＮＥＳの外部評価委員会の報告書がご

ざいます。過不足はよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、資料の５－１、これが平成16年度の業務実績の評価でございますが、部会として

の評価の取りまとめということになりますので、全体ご確認の意味で読み上げをさせていただ

ければと思います。 

 まず１．平成16年度業務実績の評価について。 

 （１）でございますが、平成15年度の業務実績の評価に当たっては、新たに設立された法人

の半年間の業務であったことから、組織の立ち上げ、規制関連業務の円滑な実施に配慮したが、

平成16年度においても、いまだ組織基盤、事業運営基盤の構築に向けた取り組みの最中にある

ことから、評価に当たってはこれらの状況に配慮した。 
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 一方、初年度の実績がでたことから、平成16年度業務実績の評価に当たっては、実績に対す

る個々の評価指標に基づく評価に加え、前年度実績に比較した法人運営に関する業務の効果

的・効率的な実施のための改善取り組み及び個別業務の質の向上のための取り組みについても

評価を行った。 

 また、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、この点も考慮した。 

 （２）は自己評価結果の活用について。経済産業省独立行政法人評価委員会等における方針

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、及び試験研究業務等につい

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における評価手法を確認しつつ、

これらの評価結果を活用した。 

 このため、ＪＮＥＳにおける自己評価の検証プロセスとして、美浜事故対応、財務及び検査

業務に関し、それぞれ一部の委員により、詳細のヒアリング及び関係者への質問等を行った。 

 （３）業務改善に関するコメントについて。ＪＮＥＳの今後の業務改善につながる点につい

ては、積極的なコメントを行った。 

 ２番が評価指標についてございます。 

 中期目標・中期計画における評価指標については、資料５－２「平成16年度ＪＮＥＳ業務実

績の評価表」に記載のとおり。平成16年度事業の内容に応じ、適用すべき評価指標を勘案した

ということでございます。 

 ３番以降が本年度の評価ということで、総合評価結果。 

 まず（１）が総合評価ですが、Ｂと、ＡＢＣの３段階のうちのＢとなってございます。以下

の項目別評価結果を踏まえ、中期目標の達成に向け、おおむね適切に業務が進められていると

判断されることから、総合評価としてＢ評価とした。 

 （２）項目別評価、①が業務運営の効率化に関する事項です。これはＢ評価でございます。 

 平成16年度業務においては、美浜発電所における配管破損事故の発生に伴い、組織を挙げて

迅速かつ適切な対応を行ったこと、また、保安院における新たな規制課題への対応のため、組

織体制の見直しを行うなど機動的かつ柔軟な組織運営のもと、保安院と連携し適宜適切な対応

が取られたと認められる。 

 しかしながら、効率的な事業実施、人材の確保等の観点からは、本年度は実績として、また

昨年度と比較して著しく効率化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。 
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 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評価でございま

す。 

 検査業務に関しては、新たな検査制度の定着、業務量の増大に対応するため、その実施方法

等の見直しに取り組み、成果を上げつつあるものと認められるものの、検査の質的な向上への

取り組みについては、今後の活動にゆだねられていると認められた。 

 また、高レベルガラス固化体貯蔵施設に関するクロスチェックなど、一部の事業成果におい

ては原子力安全確保に関し顕著な貢献をしたと認められるものがあったが、業務全体としては

特に高い成果及びその活用が図られたと認められるには至っていないことから、評価基準に基

づきＢ評価とした。 

 ③財務内容の改善に関する事項、Ｂ評価でございます。 

 業務の効率的実施のため、業務の年度計画に基づき実行予算を計画し、おおむね計画どおり

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評価でございます。 

 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調査を適切に実施しており、評価基準に基

づきＢ評価としたということでございます。 

 ４番が、平成16年度業務実績を踏まえた業務改善に関するコメントについてでございます。 

 （１）が業務運営の効率化に関する事項。人材確保については、喫緊の課題との認識である

が、当面のことに追われ将来を見すえた具体的な戦略が見えてこない。年齢構成や今後必要と

なる専門分野を踏まえた中長期的な人材確保策の早急な策定を期待したい。それから、長期的

には若手の育成が必要であり、このための方策及び人事交流等についても検討すべきではない

かと。 

 また、構築中のＱＭＳについては、形式的なものとならないよう目的を明確にし、機構運営

の有効性向上及び効率向上につながるものとなることを期待したい。リソースが限られた中で

の今後の効率化の推進に当たっては、現行業務の再評価及びそれに基づくリソース再配置の検

討が一層求められると。 

 （２）といたしまして、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

項でございますが、検査に携わる要員の能力向上には多大な努力が払われているが、検査業務
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にどのようなレベルアップがあったのか、今後どのような能力向上策を講じなければならない

のか、明確にすべき。 

 それから、放射性廃棄物の処分に係る分野は今後重要性が高まることから、我が国全体にお

けるリソースを勘案し、放射性廃棄物処分に係る安全研究等について、今後トータルに戦略的、

組織的に進められるよう研究管理の役割も担っていくことを期待したい。 

 それから、試験研究等については、業務実績においては適切な実施と評価されるものにあっ

ても、成果の活用に関しては明確になっていないものが見られることから、これらについては、

成果の活用の視点から事業の整理を行う等の取り組みが進められることを期待したい。また、

原子力安全へのＪＮＥＳの貢献について、その業績が国民に見えるような形で伝えるための取

り組みを期待したいということです。 

 （３）が財務内容の改善に関する事項としまして、会計インフラを整備し、収益計上基準の

採用を検討してはどうかと。また、今後部門別の予算管理を行い、将来の投資財源の確保のた

め、目的積立金の計上の要否も視野に入れて検討してはどうかということです。 

 ５番が、平成16年度の業務実績評価の留意点についてということで、（１）業務実績の自己

評価についてでございますが、この自己評価の総括表では、外部の第三者評価と自己評価を含

めた評価結果となっていると。評価上この関係に一部わかりづらい部分があるため、次回以降、

評価を受ける単位のくくり方について再考されたい。 

 検査業務の評価においては、実施したこと自体の評価から目的達成への貢献の視点からの評

価へ転換すべきである。この場合、目的達成とは「検査の質」の向上であり、このため「検査

の質」とは何か、どのような事項から構成されるか、それらを評価するための尺度に何を用い

るかを検討すべきである。こうした枠組みのもとで、把握できた現状の評価、その状況をもた

らした要因の分析、改善策などについて記述すべきと考える。この点、これらの管理の基本的

枠組みがいまだ確立しておらず、昨年度からの進展が見られなかったと。 

 （２）としまして、部会における総合評価についてということで、自己評価の検証プロセス

として行うＪＮＥＳからのヒアリングについては、評価者の視点から現場の実情を知り課題を

明確にしつつ、業務改善の機会を探るための建設的議論が行える場として活用できるよう取り

組むことも重要であり、このための準備、方法等について検討が必要と考える。 

 以上が資料５－１、平成16年度の業務実績の評価についてでございます。 

 続きまして資料の５－２、これは詳細は省略をさせていただきますが、先生方からご提出を

いただきました評価表、これを集約したものでございます。１点申し上げますと、一番最後の
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ページ、４番のその他業務運営に関する重要な事項でございますが、ここはＪＮＥＳの自己評

価表の中では、美浜対応をまとめて再掲してございます。 

 資料の５－３がＪＮＥＳの自己評価でございますが、資料５－３の最後のページの下にあり

ますように、美浜関連のことをまとめて再掲しておりますが、ここは本来、先ほどこの資料５

－１の中でもご説明をさせていただきましたように、文科省の検査とか、あるいは安全委員会

の委託事業、この実施状況について評価を行うというところでございます。このため、コメン

トの欄、ここは先生方からいただきましたコメントをそのまま掲載させていただいてございま

すが、評価のところについては他省庁等の検査等は適切に実施されているということで、Ｂ評

価ということで整理をさせていただいてございますので、この点につきましてもご確認をいた

だければと思います。 

 それから、あわせて資料の３も簡単にご説明いたします。 

 ＪＮＥＳのつくった自己評価総括表ですが、前回の部会以降に開かれました外部評価委員会

の結果、これは個別にヒアリング、ご説明させていただいておりますが、その結果を盛り込ん

でございます。また、検査業務につきまして、これは重要であるということでございますが、

その取り組み状況についての記述を前回ご提示したものから充実をさせていただいてございま

す。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○石榑部会長 それではご意見いただきたいと思いますが。ちょっと私、ことしからでちょっ

とよくわからないんですが、この膨大な資料の扱いといいますか、基本的にはこの資料の５－

１、これは親委員会に一応報告される形になる……。 

○重政統括安全審査官 最終的に結果はまとめて報告されます。 

○石榑部会長 報告されると、そういう形になるわけですね。あとの資料ついては、５－３等

については特には、ここでの議論のための資料と。 

○重政統括安全審査官 そうでございます。最終的な部会としての評価は…… 

○石榑部会長 そういうことで、部会としての見解はこれで出ていくと、そういうことだそう

でございます。それを前提に、ご意見はぜひいただきたいと思います。 

○和気委員 ＪＮＥＳさんの方には、どの資料が―どれをお見せするんですか、全部…… 

○重政統括安全審査官 これも、最終的にこの部会で決定をしていただければ、これは公開で

きますので。 

○和気委員 全部ＪＮＥＳさん、すべてですね。５－３、５－２は。 
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○重政統括安全審査官 資料の５－１と５－２は、こちらの部会としての資料です。あと、５

－３、５－４、５－５はＪＮＥＳの資料でございます。 

○和気委員 これはＪＮＥＳの。そうですね、５－１と５－２も行くと。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○飯塚委員 書いてあると言えば書いてあるんですけども、私がいろいろな資料を見せていた

だいて、総括として感じていることが、書いてあることは書いてあるんだけども、すっと読め

るかなというのが、ちょっと内心いらいらしているところがあるんでお話したいと思うんです

けれども。 

 私の感覚では総括で見ると、このＪＮＥＳが引き継いできた、行っている業務を研究開発と

いうものと検査という大きなものを取り上げた場合に、研究開発の方については専門性ですか、

業務が引き継がれておりますので、与えられたテーマ、テーマが確定しているものについては

かなり高いレベルでやっているということがわかると。多分、課題はどういうテーマをやるべ

きかというテーマ選定にあるんだろうなと。だから、専門能力は高いけども、それを戦略的に

行っても戦略性が多分要求されるんだろうなという感じを持っています。 

 検査の方に関しては、これは検査のパラダイムというか、それが大きく変わったわけで、引

き継いで半年、昨年度の評価のときには、とにかく量をこなすだけだったということだったわ

けですけども、平成16年においては少しきつい言い方かもしれないけど、実は新しい検査をき

ちんと行っていけるような、そういう業務体制を確立するということをやらなきゃいけなかっ

たわけだけども、見る限りは、こなすのに精一杯という感じを僕は受けました。すなわち、業

務プロセスを定義するとか、検査の質的なことを言っているのはそういうことが絡んでいるん

ですけども、その手のことをきちんとやっていくということをやらなきゃいけないと思いまし

た。 

 そういう意味から言うと、検査、これまでとは違った形の検査を行っていくための、基本的

なマネジメントプロセスを確立するということが、今後の課題なんだろうなというふうに思い

ます。その非常に大きなところとして、検査の話が出てくるわけで、経営者の能力に関して先

ほど議論あったような能力、コンピテンシーモデルみたいなものをつくって、きちんと育成し

ていくということも、多分必要なんだろうなといういうふうに思います。そんなことが一つあ

るんですね。 

 もう一つ、例えばトップの方でいろいろ議論してるときに、独立行政法人というものが、要

はやらなきゃいけないことは決められていて、それをきちんとこなしていくと。公正にやって、
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しかも透明でなくちゃいかんということですね。そういう性格を持っているという部分と、も

う一つ、いろいろなところで言われてはいるんだけれども、そこで求められている目的が何で

あって、その目的達成するために、ある仕組みでやらなきゃいけない、有効に働かなきゃいけ

ないし、効率も上げなければいけないという、多分２つの性格を持たなきゃいけないんだけれ

ども、２番目の方に関しては、やはりそういう価値観を余りお持ちでないなという感じはする

んですよね。 

 要は、僕に関していうと、管理というのは、目的を継続的に、効率的に達成するためのすべ

ての活動ぐらいに思っていますからね。結局、何ができればいいんだよというところにいきた

いと思うんだけれども、いろいろな議論して、結局やることは決められています、これを静々

粛々とやるだけですというのは、何かというと出てきてしまう。この価値観というかスタンス、

ここを何とかしなきゃいけないかなということを感じるわけですよ。こういうことを書いてあ

るんです。書いてあるんだけども、どんな形でこれをメッセージとして、僕の言っていること

が正しいなら、どんな形でメッセージとして、こういうところに載せるんだろうかというとこ

ろは迷いというか、ご相談をしたいなというふうに思ったんですが。 

○重政統括安全審査官 先生方にいただきましたコメントを、できる限り出す形で、ここに書

かせていただいてございまして、今まさにご指摘いただいた点は、例えば最後のページあたり

に書かせていただいております。その書きぶりにつきまして、これはまだいただいたものをほ

ぼそのまま書いているということでございますので、メッセージとして、もう少しこういうと

ころを重点的にというような、修正すべき点がございましたら、そこはいただければいいかな

と思ってございます。 

○石榑部会長 今の先生のご指摘で、例えば具体的にここの文章のこの辺が舌足らずであると

いうようなご意見等……。 

○飯塚委員 この文書の構造で書くとすると、中に盛り込んでいかなきゃいけないんですよね。

すると、後ろの方になるんですかね―４、業務改善か。一番最初に申し上げたのは、ＪＮＥ

Ｓが行っている業務の性質によって、課題が違うなということを総括したわけで、２番目は全

般に言える、マネジメントに対するスタンスというところを言ってるんですけれども、どこに

おさまるのかなという感じがして。 

 僕が読むと、これはこんなこと言ってるんだよねと読めるから、それでいいんですかね。何

か、こう明確に伝えたいという意識がありまして。 

○重政統括安全審査官 確かに、これまで先生にご指摘いただいた話は前回の部会以降もその
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懇談会というような形でのご議論とか、この場、部会でもるるご説明をいただいていることで

はあろうかと思いますし、そういう意味では、内容はかなりＪＮＥＳには伝わっているかと思

いますし、また今後、きょうの部会以降、来年度評価とか、この中期目標期間の評価に関して、

後ほど申し上げますが、またいろいろな形で先生方のご意見をＪＮＥＳ等もいる中で伺ってい

くような場もございますので、そういった場でまた適宜、次の評価の仕方も含めてご指摘をい

ただければ結構かと思いますし、この文章で今回、平成16年度業務実績の評価という形でまと

めるに当たっての書き方といいますか内容について、もしちょっと、この場ですぐということ

でなければ、また後ほど、いろいろな形でいただければなと思ってございます。 

○飯塚委員 例えば、２ページの３の総合評価結果というのは、項目別の評価を足し算して、

こうだということじゃないですか。項目別の評価を全部総括したときに、コンテンツとして総

括したらこうなるよというような、メッセージを書く欄はここではないんですよね。それは多

分４の次の業務改善の表なのかなと思うし、それが可能であるならば、その総括的コメントと

いうようなものがあってもいいのかなと思うんですよね。 

○石榑部会長 現在のこの構想では４に入っているということですか、今のご指摘。これもし

かし、項目別になって…… 

○重政統括安全審査官 ここも項目別ですね。 

○飯塚委員 そうですね。３－１の総合コメントみたいなものの欄が項目別の後ぐらいにあっ

て、そこに評価委員の方から総合的に言いたい、僕は、だからさっきの２点は言いますけども、

そんなことを書くようなことは可能で、意義があるというならばとも思いましたけども。何か

ややこしいかな。 

○重政統括安全審査官 この資料５－２の業務実績の評価表では、最初に総合評価を書いて、

そこで総括的なコメントをいただいておりました。 

○飯塚委員 そうでしたね。 

○重政統括安全審査官 その後に項目別という形で、また個別にいただいてございますので、

この４番のところに書き加えるということも可能ですし、こちらに全部入っていると言えば入

っているということもございますが。 

○飯塚委員 これはでも、委員のを集約されただけで委員会としての意見じゃないんですよね。 

○重政統括安全審査官 そうです。個別の先生方のファイルです。 

○飯塚委員 個別の先生のコメントですね。 

○和気委員 直接関係ないんですけれども、３ページの４．のコメントの中の（２）の国民に
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対するサービスの事項の中で、２番目の放射性廃棄物処分の分野が重要だというのが出てくる

んですけれども、私はいろいろな原子力委員会で何度も、高経年化というのは、物すごくこれ

から検査をしていく中で大きな課題で、それに向けてリスク情報をどうやるかとか、そういう

部分が今後の検査、このＪＮＥＳの大きな課題の一つだと思うので、私はコメントに書かせて

いただいたんだけれども、幾つかの問題の重要視している点が自己点検なんかで出てきたので、

放射性廃棄物評価室をつくったのと、それから高経年化評価室を２つ設置していますよね。リ

スク情報を活用した解析評価関連組織をとにかく拡充しようと。それから、あと核物質防護の

設置準備をしようと。幾つかの芽を今回の平成16年度に出していただいたので、この辺がどう

組織的にはとにかくとりあえずつくったと、ここをどう運用していくか、これを成果に検査の

質の向上に活用していくかというところに、むしろ期待したいというところを書いていただき

たい。だから、廃棄物ももちろん重要ですけど、その辺の幾つかのポイントが、むしろこの文

章の中にあった方が、やはり問題視としてはいいかなと。特に高経年化というのは最大の課題

の一つだろうと思いますので。 

○石榑部会長 この放射性廃棄物、ちょっと私が書いたのが多少ベースになっているかもしれ

ないですが、実はだからいいという話ではないですが、高経年化については、もともとのこの

ＪＮＥＳの前の母体、そこに集まって発電技研というところで長年結構やってきているんです

ね、いろいろ試験研究等について。そういう意味での人材もある程度、私の理解ではおられる。

いや、だから書かなくていいという意味ではないんですが。それに対して放射性廃棄物に関し

ては非常にそういうベースになっている組織がほとんどない。廃止措置がありますけれども、

それぐらいしかないんですね。それでどんどん業務が今後ふえてくる、法規制をやるというよ

うな話がだんだん始まっていますので。そういう意味であえて書いたということなんですけれ

ども、おっしゃるように全体の流れからすれば、高経年化というのは非常に重要。だけど、そ

れは実は結構やってはきているんだと私は理解しているんですけれども。ここに来て初めて美

浜の問題が起こって、何か突然高経年化というような話では多分なくて、前からずっと……。 

○和気委員 問題は、専門家の間ではわかっているけど、現場では検査の質の向上の中に高経

年化というあるリスク情報をきちっと、これが実はこのＪＮＥＳの使命、ミッションだと思い

ます。研究レベルは十分いろいろ情報はあるんだろうと、それはもう十分理解しています。 

○石榑部会長 十分かどうかはともかくとしても、ベースはあると。 

○和気委員 わかっていますよね、高経年化の議論はずっとなされてきたんだと思うけれども、

現場で反映されていないという印象を受けるので。特に国民の目線から見ると、この辺をきち
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んとやっているよという。それにやり始めたよと、このＪＮＥＳできちんと設置したよという

ようなこと―評価室ですか、その辺書いていただいた方が具体的にいいかなと。 

○重政統括安全審査官 私どもの方で案文をまたつくってということでも結構ですし、先生の

コメントをいただいても結構ですし…… 

○和気委員 今のを反映していただければ、どこかに入れられるんじゃないでしょうか。ちょ

こっと入れれば。４の（２）の２つ目のポツのところに、幾つかの検査の質の向上を含めた、

あるいは新しい課題というような視点と入れていただければ。 

○重政統括安全審査官 わかりました。 

○石榑部会長 そういう意味で、先ほどの飯塚先生のコメント、この文章について。構成上、

もし…… 

○飯塚委員 今の枠組みの中で、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

する事項というところの中に、３の評価結果の方でも構わないし、４の改善のコメントでも構

わないですけども、そちらに入れる案文を送ります。納期はいつごろなんですか。 

○重政統括安全審査官 １日、２日っていう感じです。 

○飯塚委員 もう、それは全然結構でございます。もっと余裕があると。親委員会に報告する

というスケジュールはなくなりました……。 

○重政統括安全審査官 できましたら、なるべく早いうちに。 

○飯塚委員 そうですね。 

○重政統括安全審査官 まとめたいと思います。 

○石榑部会長 先ほどのご指摘の最初の点ですね、試験研究に係るテーマ。あれは私もそっち

の第三者評価をやっていて非常に感じるんですが、いろいろ組織を引きずって、試験研究のテ

ーマは結構長期にわたるんですね。７年とか、長いものだと10年ぐらいのがあったかと思うん

ですが。そういうのは前からやってきているんですね。それを中間評価とか何かこうやってる

んですけれども、評価委員会に与えられるのは、もうテーマありきなわけです。このテーマを

ちゃんとやっているかどうかを評価しよう。皆さんは、何でこんなテーマをやっているんだと

いう、そういう課題によっては、そういうあれもあるわけですね。しかし、一応それを評価の

外部評価の手順の中で、そういうコメントは出ていますけれども、中では与えられたテーマに

対してどうやったかと、そういうような形で処理をしてきていることがありまして、ですから、

古いものについては、せっかく７年を５年やってここでぼおんと切ってしまうというのは、や

はりある意味で損失が大きいので、ただ新しいテーマについてはご指摘のように、なぜこうい
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うテーマをやらなきゃいけないのかというようなところを、きちんとやはりどこかで議論して

やっていく必要があるということは、もう非常に大きな論点。 

○飯塚委員 そのときに外部評価委員会の方でやればいいじゃないですか。今あるテーマで、

テーマの中間評価のプロセスが妥当かどうかとか、今あるテーマのリストは、本当に日本の原

子力のニーズに合っているものかという観点からの評価があってもしかるべきですよね。 

○石榑部会長 しかるべき、既にそういうあれは出していまして、それで私の委員会ではＪＮ

ＥＳのそういう認識は持っていると思います。新しいテーマについては、やはりいろいろ指摘

事項があって、それを考えるべきだと思います。 

○飯塚委員 次のテーマも縮小するとか、少し伸ばすとか…… 

○石榑部会長 再編をしたり、それはやってますよ。それはある程度はやっています。その再

編は、首をかえたりとか、そういうことはやっているとは思いますけど。ただ、なかなか続い

ているのをゼロには、なかなかいろいろな意味で難しいところなんです。 

○班目委員 でも、本当は実はＪＮＥＳさんにお願いしたいのは一番そこでして、実は中期結

果あたりまでも、細かい点まで全部書かれちゃって。 

○石榑部会長 前のやつもそのまま入っちゃっているんですよ。 

○班目委員 おかしいんですよ。むしろ本当は、私はぼおんと切ったなんということが二、三

例あったらＡ評価差し上げたいんですよ。ところが、そうじゃないものだから、何でもこれは、

もうもったいないからやります、やりますよと、全部そうなんですよね。よく中を見ちゃうと、

よくやっているのはわかるんだけれども、でもそれはやはり全体としてのマネジメントがきい

てないなという感じがするので。中期計画なんかにも、あんなのは書くべきではないと思いま

すし、むしろ本当に、全くやめるんじゃなくても、少し縮約できるような道をもうちょっと残

さないと、リソースは有限だということに対しては何かというような形になっているなという

感じがします。ぜひ、それはですから、ここの委員会ではなくて、そちらの試験研究について

評価している委員会の方で、個別の審査をやる以外に、もうちょっとそういう、全体としての

計画が適正かというあたりもやっていただきたいし、もしそうでなきゃここでやらなきゃいけ

ないですが、ここでやり出すと、またそれぞれのテーマ全部説明聞かなきゃいけないので、ち

ょっと大変なのでと思っています。 

 それから、ちょっと別な話よろしいですか、この書き方なんですけれども。 

○石榑部会長 はい。 

○班目委員 正直な感想、こういう書き方しかないかなとは思うんですけれども、評価をした
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立場からいきますと、実はＢというのをつけざるを得ないなと思って仕方なくＢをつけてるん

だけども、本当はもうちょっと褒めて差し上げたいという気持ちが結構あるんですよ。だけど、

粛々とやったのは、もうＢだろうということからＢだと。 

 これでいいかなとは思うんだけれども、何かぱっと読むと、例えば２ページ目の３の（２）

なんかも、昨年度と比較して著しく効率化が進められたとは認められなかったから、評価基準

に基づきＢ評価としたとか、何となくその次の、認められるには至っていないことからＢ評価

としたとか。何となく読んだ印象が、Ｂ評価というのがきちんとやっている評価だという感じ

がちょっとしないんですよね。これは文章のニュアンスの問題なので、もうこれをさらに変え

てくれとは言わないんですけども、Ｂ評価というのは、よくやったという評価なんだというこ

とが、もうちょっと伝わるような形にしていただけるとありがたいなという気がします。 

 何となくこれを受け取った方は、何となくこれを受け取るとみんなＢで、ややもすると目標

達成していないからＢなんだと、ちょっととられるような、そんなニュアンスになっているん

じゃないかなということを危惧していまして、Ｂをつけた立場としては、ちょっとそうじゃな

くつけているものですから、ちょっと乖離があるなという感じがしています。 

○重政統括安全審査官 確かに、最初の総合評価としては、この中期目標の達成に向け……。 

○班目委員 ここが何となく気になる。 

○重政統括安全審査官 そうですね、あるいは③、④は適切に実施している。①、②の構成と

して、これだけいいこともあったけれども、全体としてみればこうなのでという書き方にして

いるものですから。 

○班目委員 結構ですよ。そこまで要求するのはちょっと大変だとは思うから。これが出てい

ったときに、オープンになるんですね、多分ね。読まれる方の印象はちょっとつけた側の考え

ていることと、ちょっと違っちゃうなというのを危惧しているということなんですけど。 

○飯塚委員 もとの評価軸がやりにくかったわけですよ、去年も同じ議論をしたんだけれども。

Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃとあって、するとわからないけれども、僕たち多分Ａの下をつけると思うんで

すよ、総合で。わからないですけれどもね。かつ、皆さん方の潜在能力を考慮した場合に、こ

ういう課題があるから来年また頑張ってよねというような激励的なコメントをつけるのかなと

いうふうに思うんですよね。そういうふうになっていると「うん、そうか」と。Ｓというすば

らしいものがぽつぽつあるけれども、総合としてそこまで行かなかったのか。でも自分たちが

納得できる方向性、改善の方向性とか、この基盤確立というのがよく上手に書いてあれば、そ

の気になるじゃないですか。そういう文章にしたいなという感じがあるんですよね。 

 38



○和気委員 例えば３ポツで、（２）の項目別評価の①はＢ評価ですよね。このパラグラフの

「しかしながら」というところありますでしょう、効率的な人材の。人材の確保については、

この後ろでコメントしているわけですから、問題があるということは後ろでコメント出てきま

すよね。そうすると、効率的な事業実施、おおむね効率的に行われたということを書けばいい

わけで、「しかしながら」という文章は要らないような気がするんですね、つまりＢ評価であ

るでいいわけですから。後ろのコメントで今後の課題という部分で、なお一層Ａに向けて努力

もあるねというふうに入れればいいわけで、ここで「しかしながら」というのが、ちょっと妙

に強く感じるかもしれないなという、だから印象の話ですから。 

○石榑部会長 全体の評価を、中に書かれちゃうとということですか。 

○和気委員 そうそう、しかしながらというのは、どうしても受け取る側が。だからＢ評価な

んだから、おおむねいいんだということなんだから、この３ポツの評価は、ずっと評価した部

分だけ入れればいいんじゃないでしょうかね。 

○重政統括安全審査官 ①と②もそうでございますね。少しちょっと書きぶりをよくしないと

ですね。 

○和気委員 よく―おおむね、結局何で適切かというふうに思うかというところを入れてあ

げればいい話で、こういうことも適切に伺えたよということの方が、やはり受け取る側はモチ

ベーション上がりますよね、おっしゃるとおり。 

○重政統括安全審査官 わかりました。ちょっと、では修文をさせていただきまして、またご

相談を。 

○石榑部会長 やはり今後の活動にゆだねられているというのは課題のところに入れてしまっ

て、総合評価の中で入れる。 

○和気委員 ２年目ですからね。 

○石榑部会長 そういうことですよね。ちょっと、その辺の文章の配置関係で、全体としては

何かこううまく通りがよくなるように。 

○重政統括安全審査官 わかりました。 

○石榑部会長 どうぞ。 

○小笠原委員 私は唯一Ａをつけちゃったんですけども、そういう意味では、そういうＡ、Ｂ、

Ｃのカテゴリーを少しちょっと誤解をしてしまった部分はあるのかと思うんですが、例えば、

そういう文章にして、この同じ２ページの③の財務内容の改善。これは自分の専門の領域でも

あるのでちょっと注意しながら書いたつもりなんですが、この３行なんかを見ますと、一般的
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な人の感覚で言うと、だあっと書いてあって適切だとか、計画どおりだと書いてあるんだけど

も、評価基準に基づきＢ評価としたというのは、確かにそういう形で文脈でまとまるのも可能

だと思うんですが、何かちょっと、だからＡでしょうというような雰囲気でして。非常に、ち

ょっとだるいところなんです。 

○重政統括安全審査官 Ａは著しいなんですね。 

○和気委員 Ａは、もっと俗っぽい言い方をしますと、役員報酬を、普通の役員報酬の従来の

ビジネスアジエイターで１とすると、役員報酬を上げてあげるからぐらいの、ボーナスをマネ

ジメント効果に裏にも―だって、給料はすぐに上がらないわけだから、給料体系は。だから

ある意味で、評価はマネジメントの成果ですから。だからトップマネジメントをどう評価する

かというところにかなり重きがあるんですよね、実を言うと。 

○重政統括安全審査官 そうですね。 

○和気委員 そうすると役員の皆さん、１プラス1.2とか1.5とか、２は以下ですよね。２以上

が２倍じゃない―これはオフレコ、すみません。 

 多分、ちょっと間違った印象かもしれないんだけれども、それぐらいの気持ちがＡにはある

かなというふうな気があるんです。 

○石榑部会長 Ａはやはり、相当ちゅうちょするぐらい著しいとかと、極端な表現になってる

んですよね。 

○重政統括安全審査官 年度評価の指標で申し上げますと、例えば３つ、場合として挙げてご

ざいまして、安全規制の高度化に顕著な貢献した場合、基本的業務を達成しつつ緊急時対応等

を適切に実施した場合、それから中期目標の業務運営の効率化に関する事項が著しく進捗した

場合という、このような要件といいますか、指標になってございまして。 

○小笠原委員 レベル自体、著しいかったかもしれないなとかね。 

○重政統括安全審査官 Ｂ評価が、基本的業務を的確かつ着実に実施した場合ということでご

ざいますので。 

○和気委員 そうですよね、普通Ａ。よく分けてみれば、ちょっとＢ２になりますね、トリプ

ルＡじゃ。 

○飯塚委員 同じ議論１年前もしているので。おかしいねという話をしていたんです。 

○石榑部会長 試験研究も結局は同じような議論をしまして、それで５段階に分けてもう少し

細かくやろうと。そうすると、もうちょっと意思表示ができるわけですね。ＡＢＣだとＣをつ

けるというのは、これはまた著しく悪い方になっちゃう。結局は、ほとんどみんなＢになって
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しまうんじゃないかということで、試験研究の場合にはもう少し、細かくということで一応５

段階ということで、ことしから５段階ということですよね。 

○飯塚委員 変えられないんですよね。 

○重政統括安全審査官 いえ、必ずしも３段階でなければ、これでずっといくんだっていうこ

とではないかと思います。ただ、ＪＮＥＳの規制機関としての性格を勘案しながら、あるいは

今後この評価が行われていけば、この評価の段階とか評価軸を検討する余地はあろうかとは思

ってございます。 

○小笠原委員 ＡＢＣでも、Ｂでも上なんだよというような、そういうつけ方はできないです

かね、２プラスとかプラプラとか。 

○石榑部会長 結局それで５段階にしちゃったけれどもね。ＢプラスＢマイナス、ＣプラスＣ

マイナス。 

○小笠原委員 今回から私も参加させていただいて、ほかの独法さんの評価もちょっと今同じ

時期にやっていますと、さて、ＳＡＢＣとかという独法さんもありますけども、同じようにＡ

ＢＣの評価をしているところがありまして、そこはやはり同じ基準で同じぐらいのあれだと、

Ａのふせんをつけているんですね。そうすると、何か抵抗がありまして。これはやはりという

ことで、ちょっとこう……。 

○和気委員 かなり厳し目ですよ、原子力については。 

○小笠原委員 厳し目ですよね。 

○和気委員 これは、やはり社会に対するあれもあるんでしょうね。気を引き締めていこうと

いう。やはりこれもあるから、社会的ミッションの独法と、やはりちょっと違う視点で見てい

かないと簡単には、我々もちょっと。 

 いろいろな状況があると、やはりそこは同じレベルじゃないと思いますけれどもね。安全、

安心というのは、今、物すごく関心があって、それを本当にやっているか。Ａで著しくやって

いるということになると、今の世の中でという―私なんかそういう気持ちですよね。もちろ

んＡをつけたい気持ち、山々だけれども。 

○小笠原委員 そうですね、むしろＢというのは、一般的な義務教育から始まった私の感覚か

らすると、Ｂって何っていう、この印象。可もなく不可もなくということなので。それでいい

のかというような、安心になってもというあれがありましてですね。 

○和気委員 でも、ここで褒めなくてもいいんじゃないですか。 

○小笠原委員 いいんですか、厳しい。 
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○和気委員 だって、仕事でやっているわけですから。 

○小笠原委員 やる気なくされると困るんですよね。 

○和気委員 モチベーションの問題として、モチベーション下げちゃいけないから、ちゃんと

評価すべきところは、こういう面が高経年化をやっている、リスク情報やっていると、そうい

うふうに書いてあるわけですから、そこはやはりちゃんと評価してあげて、それがどういくか

を我々は見ていきたいよということを出してあげたいと思います。 

○重政統括安全審査官 この評価委員会では、機関としての評価をこの総合評価としてやるわ

けですが、先生おっしゃいましたように、職員のモチベーションという意味では、例えば事業

部別とかあるいは項目別の評価、これをどのようにするのかは、まさにＪＮＥＳのマネジメン

トの問題でして、そこでどのようなインセンティブづけができるのかということだと思ってご

ざいます。 

○石榑部会長 ですから、我々はこれ全体でＢということなんですけど、ＪＮＥＳにとっては

多分、こっちの５－２のそれぞれ分かれてついてるのは、結構大きな意味を持っているんです

ね。まだ、やはりなんとしても我が部か何か知りませんが、Ａをとりたいとかね。そういうモ

チベーションはあるみたいで、それがだから個別に見ればＡで評価されているところもあるわ

けですよね、この５－２では。むしろそれが非常に重要であるように感じましたけれどもね。

試験研究のときもそうだったんですね。やはり、それぞれのどのテーマがどうかっていうよう

なことが、やはりやっている人にとっては非常に重要で、そこでＡがたくさんもらったとかＡ

をもらったとか、総合的にですね。そういうことは非常に重要。そういうモチベーションを高

めるためにも３段階でやるよりは５段階でやって、一つ上に上がるとかね。Ｂの中でもＢマイ

ナスをＢプラスにするというのが一つのモチベーションじゃないかという、そういう議論をし

まして、それでともかく５段階にしましょうということで、ことしから踏み切っています。 

○飯塚委員 現地には何人つけたか、内訳もいくんですか。内訳はちょっといいですよね。 

○重政統括安全審査官 この資料。 

○飯塚委員 Ｂだけども、２人Ａつけてくれというのだと……。 

○重政統括安全審査官 そういうのはないと思います。 

○和気委員 Ｂになっちゃうんですよね、やはり。 

○飯塚委員 やはり階段が高過ぎるから、なかなか上に上がれないわけですね。細かくする、

委員長おっしゃるようにしないと、なかなか改善できないですよね。 

○和気委員 そうですね、そういうご提案も……。 
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○石榑部会長 これは横並びみたいなことは問題にならないんですか、いろいろ独法の評価で。

別の評価基準でやっておられるところもあるから、それは余り問題にはならない。 

○重政統括安全審査官 それは、昨年からも親委員会での評価、検討ということがございまし

たが、やはり非常に難しいということでございまして、年度評価もそうですし、また中期目標

期間の評価、それも部会に権限がおりるとともに、その評価軸、評価基準これも完全に各部会

で、それぞれで検討してくれということでございます。 

○石榑部会長 ということは、こちらで変えてもいいと。 

○重政統括安全審査官 それはそうでございます。 

○石榑部会長 そういうことなんですね。ことしはもう、もちろんこれはこれでやるしか、結

果がもう出ていますからあれですけど、来年度以降ということですかね。ただ、来年度はちょ

っと普通の年度とは意味が違うことになるでしょう。第１期の終わりということもありますか

ら、そこでまた変えちゃうとかというのがいいのかどうか、ちょっとよくわかりませんけれど

も。 

○重政統括安全審査官 来年は17年度の評価で、その次の年の18年度評価のときに機関全体の

ことを。 

○石榑部会長 そうしましたら、きょうは今のようなご意見をいただいたということで、今度

次の評価に向けての、例えば懇談会とかあれば、そういうので少しこの辺の評価基準あるいは

評価のグレード分けですよね、その辺も含めてちょっとご検討いただくということでいかがで

しょうか。いろいろ問題点のご指摘をいただいたということだったんですが。ほかに何かござ

いませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 そうしましたら、先ほどの修文ですが、特に決まったタイムリミットはないということです

ので、ある時期までにいろいろコメントあるいは修文例を事務局の方にお出しいただいて、多

分最終的には私と事務局の方に一任をさせていただくという形になるかと思いますが、その前

でできれば一度いただいたものを再編したセカンドバージョンみたいなものですね、ドラフト、

それをまた一応お回しいただいて、それで最後のところは、これはいつまでもではエンドレス

になりますから、最後のところは一任をさせていただくというような手順で進めて、特に時間

的には大丈夫ですか。最初のご意見をいただく日にちを大体きょう決めていただいておけば、

それに一応。 

○重政統括安全審査官 できましたら週明けぐらいにいただければと思います。 

○石榑部会長 週明け早々ぐらいに。では来週の、例えば月曜日に。 
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○重政統括安全審査官 月曜日、では。 

○飯塚委員 ７月４日。 

○石榑部会長 それぞれの訂正案をいただいて、それを事務局の方で、あるいはコメントをい

ただいた方との多少やりとりをしていただいた方がいいと思うんですが、その上で。 

○和気委員 もう一点、ちょっといいでしょうか。１．の最初のところの、評価の視点のとこ

ろの最後のパラグラフがありますけど、「ＪＮＥＳは、原子力安全規制行政事務の実施機関」

という、事務というのも変ですよね、行政事務というのもね。もうちょっと社会的ミッション

がもっと厳しいものがある。だから、そういう点で考慮してやったんだっていう、何か「事

務」というとちょっと違うような気がしませんか。行政事務の実施機関っていうのは。どうい

う言葉がいいのかはわからないけれども。ちょっとこの辺、もし修文可能であれば、委員長に

一任しますけれども。おかしくなければいいんだけれども、私は何か変だなと。事務実施機関

というのは…… 

○石榑部会長 これは保安院なんですね。 

○飯塚委員 計画して実施するんですよね。 

○和気委員 保安院が行政の実施者。 

○石榑部会長 ここは、保安院の支援機関という位置づけですか―ですよね、基本的には。

特に保安院の支援機関という、実施では。何か事務というと、ちょっとあんまりにも。むしろ

実務の方がまだ実態に近い。これもちょっとご検討を。 

○和気委員 ちょっと、ＪＮＥＳのそもそもの定款のところに何が書いてあるのか。 

○石榑部会長 そうそう、どう書いてあるかにもよるので。 

○和気委員 定款の…… 

○石榑部会長 余りここだけの感覚では難しい…… 

○和気委員 いいんじゃないですか、ミッションがあるはずだから。もっとそこを高いハード

ルでというふうな印象を与えた方がいいような気がします。 

○石榑部会長 では、それもご検討いただくということで。ほかに何かよろしゅうございます

か。 

 それでしたら、いろいろご意見はございましたが、16年度原子力安全基盤機構の総合評価は

Ｂということで、ご了承いただくということでよろしゅうございますでしょうか―それでは、

どうもありがとうございました。そのようにさせていただきたいと思います。 

 それで、評価文書の取り扱いにつきましては、先ほど申し上げた手順で、まず、いろいろき
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ょうご意見いただいたことも含めて、修文の内容について具体的な形でお寄せいただいて、そ

れを事務局で再編成をして、その案についてそれぞれの委員に再度お示しをして、その上で、

最終的には私と事務局の方に一任をお願いすると、そういう形で進めさせてよろしゅうござい

ますでしょうか―どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきた

いと思います。 

 それでは、平成16年度ＪＮＥＳ業務実績の評価について、これで終了したいと思いますが、

最後に事務局から、今後の予定等について何かございますでしょうか。 

○重政統括安全審査官 どうも本日は、ご審議ありがとうございました。 

 きょうの評価結果につきましては、先ほど申し上げましたように、他の独法に係る各部会の

評価結果が出そろった段階で、まだちょっと日時は確定してございませんが、一括して親委員

会に報告がなされるというふうになってございます。また、今後の予定につきましては、平成

18年度には先ほど来お話ございましたように、現中期目標期間の評価及び時期の目標の策定と

いうことを行うことになりますので、それに向けた検討課題等につきまして、また懇談会等開

催させていただきながら、ご相談をさせていただきたいと思ってございます。またそのあたり、

別途ご案内をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと申し上げます。 

 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。 

○松永院長 この評価の仕事は、大変ご負担をおかけしておりまして、改めて御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 

 ＪＮＥＳも２年たちまして、かなり業務も軌道に乗ったのかなという感じでございますけれ

ども、特に検査の現場での事業者との間での、正直言ってかなりあつれきもございますし、あ

るいはまた、皆さんからご指摘いただいておりますけれども、私どもの方から見ましても、や

や少し各部の間の独立性が強くて、全体としての横串的なマネジメントがきいているのかどう

かというようなところも、かなり課題があるのかなとは思いますが、非常にポジティブなご評

価をいただいているということを、大変私どもありがたく思っております。 

 飯塚委員からもご指摘ございましたけども、できれば大変な評価書をつくっていただいたわ

けですけれども、なかなか文章表現だけで伝わらない部分もあろうかと思いますので、直接、

お励ましの言葉と同時に、こういうところに気をつけて、特にマネジメントになっている方々

にご指摘をざっくばらんにいただける機会があると、非常にありがたいと思っています。私ど

もも理事長なり各理事からも話を伺っています。彼らも非常に試行錯誤で悩んでいるところも
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あるものですから、その辺のところ、この評価をどうするかというところで、なかなか彼らも

Ｃをとっちゃいけないということで、ややしゃくし定規な部分にあって、まだ少しその辺のと

ころがとっ払われて、本当に聞く耳が十分持てるような環境下の中で、ざっくばらんにご指摘

をいただけるとありがたいと思っておりますので、その辺のところは早速にご都合お伺いして、

いい機会をつくらせていただければありがたいなと思っております。 

 それから、確かにＢというのは非常にきついあれでございますので、評価基準を少し細分化

するということについては、早速取り組んで、例えば17年度から５段階評価にするとかという

ようなことも考えたいと思っています。評価の進め方についても、前広にご相談をしていきた

いと思っています。 

 和気委員からもご指摘ございましたけども、確かに原子力は特別だというのは現実なんです

けども、私どもは、ぜひその現実を打破したいと思っているんですね。これはマスメディアの

あり方にかなりとらわれているんだと思うんですね。大分よくなったと思いますけれども、地

方紙のレベルから言うと、正直言って、マスメディアの現状は惨たんたる状況にあると思って

います。ですから、そういうところを少しずつ直していくというと、これは私ども保安院の努

力ですので、そういう環境にした上で、当たり前のことは当たり前に議論されて、当たり前に

評価できるというようなことにしていきたいなと思っております。 

 本当にありがとうございました。 

○石榑部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第８回原子力安全基盤機構部会を終了させていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

 

 


