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○新井統括安全審査官 まだ小笠原先生がお着きになってないようですけれども、時間になり

ましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。 

 まず、会議の冒頭事務局からお知らせがございます。 

 当部会の部会長を務めていただきました石榑先生ですけれども、今月をもちまして当部会を

退任されるということになりました。また、新たに大橋先生を委員としてお願いすることにな

りましたので、冒頭お知らせいたしておきます。後ほど大橋先生には、ごあいさつを一言お願

いしたいと思います。 

 それでは、会議の開催に当たりまして、広瀬原子力安全・保安院長から一言ごあいさつをお

願いします。 

○広瀬原子力安全・保安院長 本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありが

とうございます。 

 大橋先生には、今回部会長をお願いいたしまして、よろしくお願いします。 

 原子力安全・保安院は発足をいたしまして５年たちます。平成13年１月に発足をいたしまし

た。その後、いろいろな取り組みをしてまいりまして、５年間の発展と今後の課題というもの

も本日の説明資料の中につけ加えさせていただいております。これは原子力安全委員会にもせ

んだって報告をし、今後の取り組みについてご意見をいただいたところでございます。 

 この５年間、新たな検査制度の導入、高経年化対策の充実・強化、構造物の健全性評価制度

の導入というような安全性の向上、原子力防災対策、核物質防護対策の充実・強化等に取り組

んでまいりました。先生方にはさまざまな場で私どものこのような取り組みにつきまして、ご

指導、ご協力をいただきました。ありがとうございます。今後、さらに私どもの取り組みを充

実をさせていきたいというふうに考えております。 

 原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）は、原子力安全行政の基盤的業務を実施する専門的な機関

といたしまして、平成15年10月に発足をいたしまして２年半が経過をいたしております。第１

期中期目標、中期計画の期間の最後の年度を迎えるところに参ってきております。これまでＪ

ＮＥＳが発足をしますと同時に、新たな検査制度として導入をされました定期事業者検査、安

全管理審査等の実施、安全審査に係るクロスチェックによる設計ミスの指摘、クリアランス制

度導入等に係る技術支援、また美浜３号機の配管破損事故の原因究明のための解析の実施等、

私どもの原子力安全規制に対しまして、多大な貢献をしてきていただいております。最近では、

昨年８月の宮城県沖地震に関しまして、女川原子力発電所の健全性確認のためのクロスチェッ

クも実施をしていただいております。 
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 このようにＪＮＥＳは発足以来、私どもの原子力安全規制業務をその重要なところを含めま

して、常に支えてきてもらっております。今後、原子力安全規制をさらに充実をさせていくた

めには、ＪＮＥＳの発展もぜひ必要かと思っております。ＪＮＥＳの業務の実績に関しまして、

本日忌憚のないご意見をいただきまして、原子力安全のよりよい成果を上げていくことができ

るように、原子力安全・保安院もＪＮＥＳと一丸となって、取り組んでいきたいというふうに

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○新井統括安全審査官 続きまして、部会長選出の手続に入らせていただきます。 

 経済産業省評価委員会の規則によりまして、部会長は委員の互選により選出するということ

になっております。事務局には既に大橋先生を部会長候補ということでご推薦いただいており

ますけれども、それでよろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは、大橋先生に部会長をお願いします。 

 こちらの方にお願いいたします。 

 それでは、以後の進行につきましては、大橋部会長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○大橋部会長 東京大学の大橋です。どうもご選出ありがとうございました。 

 新参者で大変僣越ですけれども、お役目ということでまとめ役をさせていただければと思い

ます。石榑先生のようにうまく進められる自信はありませんけれども、先生方のご指導をいた

だきまして進めたいと思いますので、よろしくご指導お願い申し上げます。 

 ちょうど安全行政ということが今、広瀬院長から丁寧なご説明をいただいたんですけれども、

飯塚先生の委員会で私は民が性悪説なのか、性善説なのかという議論を先々週ぐらいしたんで

すけれども、その次の日ぐらいに東京大学の元総長の佐々木毅先生が読売に民が性善説である

のは間違えだというような記事を書いておられまして、また機会があればご紹介しますけれど

も、言わんとするところは、小泉内閣の主導でやっておられる小さい官にしていくというのは

いいんだけれども、それは決して弱い官にするということではなくて、強い政府をつくるんだ

と。安全だとか安心に係るところを強くしていくんだというようなことが書いてあった次第で

す。そんなことも参考にしながら、またこの場で勉強できるのを大変楽しみにしておりますの

で、よろしくお願いします。 

 それでは、いよいよ第２期に向けてということがありますけれども、今回は平成17年度の活
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動報告を中心にいただくということになっているかと思います。 

 まず、事務局から本日の議題と配布資料についてご確認とご説明をお願いします。 

○新井統括安全審査官 それでは、事務局から配付資料の確認と本日の議題についてご説明い

たします。 

 まず、議題の１でございますが、こちらは毎年部会にお願いしております作業の一つになっ

ておりますＪＮＥＳの年度評価でございます。本日は評価そのものを行うのではなく、まだ暫

定での実績報告ということをさせていただきまして、先生方にご理解を深めていただくという

ものでございます。 

 それから、議題の２につきましてですが、ＪＮＥＳは18年度で第１期の最終年度を迎えるわ

けですが、第１期全体の総括評価及び第２期に向けた検討をこれから始めていくということで、

その件について議題で扱わせていただきたいと思います。 

 それから、３番目といたしまして、第１期中期目標及び中期計画の改正等についてというこ

とで、前回ＪＮＥＳ部会を開催しましたのが昨年の６月でございます。今日の開催まで約９カ

月、10カ月の間があいているわけですけれども、その間に書面審議という形で書類送付のみだ

けで先生方に審議いただいた事項がございますので、事後になってしまいますけれども、その

件について事務局の方から改めて説明させていただければというふうに思っております。 

 それから、４番目、その他で今後のスケジュール等について事務局からご案内させていただ

きたいというふうに考えております。 

 配布資料でございますけれども、まず議題１の関係で資料１－１、それから１－２を用意し

てございます。資料１－１につきましては、先週あくまでも暫定版ということで、委員の先生

方には事前に送付を差し上げています。本日は１－２の概要版を主に使って後ほど説明をした

いというふうに考えております。 

 それから、議題２の関係でややちょっと資料が多くなっていますけれども、まず資料２－１

の中期目標計画の関連の資料といたしまして、資料２－１－１から資料２－１－７まで、７種

類の資料を用意してございます。 

 それから、資料２－２、資料２－３というふうになっております。 

 議題３の関係といたしまして、資料３－１から３－３まで、なお前回議事録を参考までに配

付させていただいています。 

 また、会議進行中でも資料の不備等お気づきになりましたら、適宜事務局の方までお申しつ

けいただければと思います。 
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 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ご紹介ありましたように第２期への検討が始まるということで、多少議題がふえ

ておりまして、４時半までの２時間半をご予定いただいているところですけれども、なるべく

円滑に議事進行を進めたいと思います。よろしくお願いをします。 

 それでは、議題の１につきまして、ＪＮＥＳの平成17年度業務実績の暫定報告をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○成合理事長 ＪＮＥＳの理事長の成合でございます。先生方にはご出席ありがとうございま

す。 

 申しわけございません。座らせて説明させていただきます。 

 お手元には資料１－１、それから１－２というのがあると思いますが、１－１は例年どおり

中期目標、中期計画に従って書いているものでございます。今回、きょうは１－２に従いまし

て、１－２は業務実績の概要でございますけれども、この概要でございますが、それに従いま

して、いわゆる私どもの17年度の特徴をあらわすような切り口、こんなところからの観点で説

明させていただきたいと思います。 

 次をお願いいたします。 

 ０はイントロで、これは重点活動という名目、これは重点であるかどうかということはどう

かございまして、このように１から６まで６つに、例えば部門間連携、的確な業務、規制ニー

ズへの迅速、的確な対応等々ということで、また後ほど出てまいりますが、こういう切り口で

もって、我々の17年度の業務を説明させていただきたいと思います。 

 次をお願いいたします。 

 これは本年度、17年度に至るまでの我々ＪＮＥＳの業務の実施でございます。平成15年度は

10月に発足ということで、半年でございまして、それもゼロからの組織立ち上げということで

ございまして、無我夢中で安全確保ということでやってまいりました。平成16年度１年間、よ

うやく組織の運営もという観点からやるということになっておりまして、この中では例えば美

浜の３号機の問題にしろ、それからクロスチェック解析等、いろいろ各部分着実な業務、高度

な業務を行うということを示し得た年であったかと思っております。 

 平成17年度は中期目標達成に向けて、業務を実際さらに高度化して行うこと、中期目標に向

けた準備を行うこと、こういう年であったと思っておりますが、後で申し上げますように、そ

の中で次をお願いいたします。 
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 次になります。 

 これが先ほど申し上げた６つの項目でございます。特に17年度には部門間の連携ということ

と、我々の組織力を生かした業務の実施、これが恐らく一口に言えば17年度、業務の高度化の

中での大きなポイントであろうかと思います。それぞれにつきまして、時間も限られておりま

すので、幾つかずつのポイントをご説明させていただきたいと思います。 

 まず、第１は部門間連携と組織力を生かした業務の実施でございます。 

 これには業務実施体系、組織などの整備、それから部門間連携の一つとして、次期中期計画

策定に向けたワーキンググループ活動を開始いたしております。それから、これは専門的業務

になりますが、ＰＷＲサンプストレーナ目詰まり問題につきましては、各部からの問題検討タ

スク、もんじゅ業務連絡会の活動の内容でございます。それから、ＢＷＲハフニウム制御棒損

傷問題、これは最近大変出てきている問題でありますが、我々としましてはこれを各部、例え

ば燃料部、それからそれで解析評価、それから安全情報、いろいろなところで対応をいたして

おりますし、検査の在り方、これはまた後ほど何回か出てまいりますが、いろいろなチーム、

それぞれ横の連携をとりながら、支援活動を行っているところでございます。きょうはこのう

ち１から４までについて、若干ご説明させていただきます。 

 次をお願いいたします。 

 これが業務実施体制の整備でございます。左肩のグリーンの扉、これが我々の組織の基本的

な体制でございまして、企画全体を統括する企画総務部意外に検査業務、解析評価、防災、規

格基準、安全情報、核燃料サイクル施設検査本部、こういう各部で具体的業務を実施してまい

ったわけでございます。 

 それで、17年度には新規組織の設置をいたしました。昨年の10月１日に原子力安全施設のた

くさんあります福井県に福井事務所を設置いたしまして、16名の検査官を主体とする20名弱の

事務所を設置したところでございます。 

 それから、最近ヒューマンファクタ、安全文化、こういうようなことが大変言われておりま

す。これをヒューマンファクタ評価グループ、今までもやっていたんですが、グループに格上

げしたということであります。それから、検査業務は検査業務でございます。後ほど説明させ

ていただきます。 

 それから、今までといいますか、17年度は核物質防護対策が大変重要になってきております。

これを今までは防災の支援部の一つのグループとしてやっておりましたが、重要な点というこ

とで核物質防護対策支援室をつくっておりまして、これにつきましても後ほど説明したいと思
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います。 

 広報室は企画部にありましたが、これも広報室ということで、部に準ずる大きな並びの機構

全体にという組織になっております。 

 役所というのは、460名の定員にほぼ近い、現時点で456名になっております。予算は266億

円、ほとんど９割近いものが運営費交付金でございまして、残りの30億円弱が運営費、検査手

数料と委託でございます。それを約半々ずつということで活動を行っております。 

 次をお願いいたします。 

 これはヒューマンファクタ評価グループ、今の新しい組織ということでございますが、美浜

事故は言うまでもなく最近人的、組織的要因が介在するトラブルが存在いたし、安全規制にも

これを取り入れるという方向になっております。そこで、ことしの２月１日でございましたが、

今まで規格基準部にありましたシステム評価グループの中で活動をしていましたヒューマンフ

ァクタのメンバーをグループに格上げしてスタートしております。例えば、高経年化対策の一

つである組織風土劣化防止について、定期安全レビューにおいて事業者の取り組みを把握する

ためのマニュアルを作成したり、「検査の在り方検討会」対応として、この面からの検討をし

たりしております。 

 次をお願いいたします。 

 次は検査技術グループの設置でございます。 

 検査といいますものは、技術というものは日進月歩でございます。それに対応した検査技術

も進歩をしているわけでございます。それにあわせて検査を実施していくわけでございます。

例えば、この数年でも検査精度の高度化、検査の在り方検討会等もありますし、そのほかに高

度化への対応、それから情報対象に関する問題など、現場における技術的課題の処理、それか

ら特に廃棄物に関係するクリアランスの確認、これは我々の検査が始まるまでの対応、それか

ら検査要領書の策定・見直し、このようなものが行われているわけでございます。 

 これは今まで検査グループの中で、いわゆる検査業務部の中で一定のチームを中心に対応を

していたんですが、ちょっと本格的になるということで、検査技術グループを設置して、これ

はこの４月１日から準備を進めて、４月から設置するということでございます。 

 次が核物質防護対策支援室でございます。 

 核物質防護、これは世界的に話題になっているところでございますが、これの支援体制の強

化のために、まず去年の４月に核物質防護グループを私どもの中につくり、それからもちろん

その前にもこれに関連する担当をやっていたわけですが、正式にグループといたしましたが、
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さらに炉規法の施行に伴いまして守秘義務、その他がありまして、もう少ししっかりしたもの

にということで、全機構内で共通的な大きな組織が必要だということで、防災支援部に準備を

して、これも２月１日に先ほど申し上げました核物質防護対策支援室を設置いたしております。

主な業務は海外動向調査、妨害破壊行為に対するプラント影響評価、核物質防護規定の審査、

核物質防護検査の支援等々をするわけでございます。 

 次をお願いいたします。 

 これも横の連携の必要となる活動でございます。次期中期計画の検討のワーキンググループ

をＪＮＥＳ全体からメンバーを選んで活動を実施しております。あと１年後には次期中期計画

に入るわけでございますが、検討としてはＪＮＥＳを取り巻く環境の整備から、まずは10年後

のＪＮＥＳはどういうふうにあるべきかというフリーディスカッション、それからその中で次

期中期重点テーマをどうしていくかという、この議論をしています。今申しました１年後でご

ざいますけれども、もう既に近いうちにはこのあたりの姿をこちらにお出ししないといけない

んじゃないかなと、お見せできるんじゃないかなとは思っております。 

 その次が若干専門的な一つの例でございます。 

 ＰＷＲサンプスクリーン目詰まり問題という、こういう大きな問題、それは昔からまずはＢ

ＷＲ、その次にＰＷＲということで問題になってきております。非常用炉心冷却システムが稼

働時に配管破断が起こった場合に、保温材等の破砕物によってスクリーンが目詰まりを起こし、

ＥＣＣＳ機能が喪失する可能性があるということで、この問題は今申し上げたように長い問題

ですけれども、今まで米国ＮＲＣ、フランスにおいても緊急の問題ということで、大変大きな

問題になっています。私どもでも、それ以前から情報収集、それから対応なども検討してまい

りましたが、昨年７月には取りまとめとして解析評価部、規格基準部、安全情報部などのタス

クフォースを結成いたしまして、何回かそういった検討を開始しております。この中は海外情

報もありますし、審査基準の達成支援などをやっております。赤字で書きました化学影響試験

の実施につきましては、規格基準部で試験を実施するということで、それから総合解析コード、

この解析コードを開発するという点におきましては、これは解析評価部で行うという、こうい

うような具体的な対応も行っております。 

 次お願いいたします。 

 今の件、一口に申し上げまして、一口といいますか、図で見るとこうでございます。左下に

配管破断というのがあります。原子炉冷却材が流出しますと、高温高圧の水が出てまいります。

これはＰＷＲの部分で、それになっても格納容器が耐え、それから原子炉の中にある燃料棒が
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健全であると、こういうようなことで原子炉がされているわけでございますが、保温剤までど

の程度、保温剤がまた、保温剤がデブリ発生ということで、これがはがれて、格納容器内にま

き散らされ、それが下にありますサンプと言っておりますが、サンプスクリーンと言っており

ますが、一番下に水がたまるところをサンプと呼んでいます。 

 それで、最初の破断の後、原子炉の崩壊熱が長期にサンプの水を利用しながら冷却をするわ

けですが、それがスクリーンのところでデブリが詰まってしまう、この問題がありまして、こ

の問題が重要であるということでございます。そのために、今保温剤と中に含まれるいろいろ

な化学的な物質、ＮＡＯＨ、その他の化学反応でどうなるかと。今、世界的に話題になってい

るところでやって、このような解析をやろうというところでございます。 

 次をお願いいたします。 

 それから、もんじゅもいよいよ改造工事が本格着工いたします。それで、もちろんＮＩＳＡ

も規制機関としてもんじゅの安全規制行政を行うわけでございますが、我々はこの支援を行う

わけでございます。もんじゅが改造を行いますと、それに対するいろいろな審査部分もあるで

しょう。それから、あとは使用前検査などの検査業務もあり得る。いろいろなことがございま

す。ほとんど各部が全部の部が対応するわけでございますが、この連携を各部の連携によりこ

れを対応しておりますが、もんじゅの方は10年間とまっておりまして、人は技術継承がどうか

ということですが、幸か不幸かＪＮＥＳにはもんじゅを経験した人がこちらは老齢化なんです

が、たくさんおりまして、そういう意味ではかなりの知見を活用・結集ができるということで、

10月にもんじゅ業務連絡会を発足いたしまして、進めているところでございます。 

 次をお願いいたします。 

 ６つのうちの２番目、今は横の連携でございましたが、的確な業務の実施と継続的改善を打

ち出すという課題で４つを取り上げてみました。 

 １つは、検査業務、継続的な広報、それから品質マネジメントシステム、リスクマネジメン

トシステムを順次ご説明したいと思います。 

 次お願いいたします。 

 まずは検査等業務の適正・円滑な実施でございます。 

 ２年半たちましたが、定期安全管理審査も１年ちょっとごとの定期検査ごとに行うというこ

とで、２年目、２巡目を迎えました。この定期安全管理審査についても、不断の改善・見直し

を実施するわけでございますが、この定期安全管理審査は事業者の定期事業者検査、これにつ

いての審査をするわけでございます。当初はこの定期事業者検査の体制がどうかということを
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見ることを中心に、ＱＭＳ体制、そのようなことがどうかということ中心でございましたが、

17年度よりはこのプラントの保守管理を中心にした審査への移行を目指して審査マニュアルの

整備等を行って審査を実施中でございます。 

 参考までに、下に審査件数と、それからこれはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価は国が行うわけで

ございますけれども、このようになっているということでございます。Ｃ評定がかなり多いで

すが、これは関西電力が美浜３号で特に厳格な安全管理審査を実施ということで、多かったわ

けでございますけれども、これに関して関西電力が国による評定はこの期間すべてＣ評価でご

ざいましたが、17年度の後半には３件がＢ評定に変わっております。それから、検査等業務は

美浜３号の場合には立入検査等を実施しておりまして、超音波肉厚測定など、高度な技術を要

する項目など、ＪＮＥＳが専門機関として技能を発揮していると考えております。 

 次お願いいたします。 

 今のは定期安全管理審査でございましたが、その次は16年度の検査等の適正化調査委員会に

よる検討でございまして、16年度からモデルプラントによる定期検査を効率的、効果的にやる

方法ということで、これを適正化した定期検査と、それを取り上げまして、平成17年７月より

実施しております。それで、運用状況についてもインタビュー等により確認しておりますが、

事業者からはよくなったというようなことのコメントもいただいております。引き続きいて、

今は定期検査、一番多い、時間もとられるのが定期検査でございますが、かなり時間がかかる

ので、その次に多い定期安全管理審査についても適正化についての検討を開始いたしておりま

す。 

 次をお願いいたします。 

 地方自治体への定期安全管理審査の開始とか終了時には、これを地方自治体にもある程度関

心のある自治体が多いということで、ある程度というか、大変関心があるということで、開始

時、それから終了時などにはごあいさつ程度に状況を説明させていただきます。12月からです

が、既に幾つか対応しておりますし、理解が進むものと思っております。 

 次をお願いいたします。 

 次は継続的な広報活動の実施となっておりますが、広報活動もいろいろどうやるかというの

が大変重要な点でございますけれども、今年度はそこの右にありますように、地方自治体とか

新聞社を中心に43件という意見交換を訪問して行っております。いろいろな意見を伺っており、

我々の活動に反映させていくことがあるところでございます。 

 その次がやはりこれも広報の一環でございますが、何とかもう少しわかりやすい説明をとと
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いうことで、住民参加型の対話活動を実施する方策ということで、知的の特性、対話参加者の

特性、対話テーマ固有の論点など、こういういろいろな観点からの検討を東北大学の協力のも

とで行っております。六ヶ所村、女川町などで試行しております。その他の地方に広げていこ

うと思っておりますが、いわゆる住民参加型、スカンジナビア方式の日本方式への適用、これ

があつた形でどうしていけばいいかという試行中であるということでございます。 

 次をお願いいたします。 

 次はわかりやすい広報誌等の発行でございます。年に４回程度発行しておりまして、そこに

は毎号特集を組んでおります。お手元の資料の中に最新の国際協力を特集したものが入ってい

ると思いますが、このようになっておりまして、この最新のものはつい最近できたばかりでご

ざいますので、まだわかりませんが、その他３つのところには大変わかりやすいという肯定的

な評価、これはアンケートよりとっておりますが、わかりやすいところでございます。 

 次が品質マネジメントシステムの構築活動の継続ということでございます。 

 品質マネジメントシステムは平成15年度発足当時から、全部門でＩＳＯ9000、それから検査

部門ではＩＳＯ／ＩＥＣガイド65の要件を満たすようなシステム構築活動ということで進めて

おりますが、17年度はＱＭＳ内部監査とか、それからマネジメントレビュー、それからこれは

予備審査という外部機関によるレビューなども行って、来年度機構に合ったＱＭＳの構築と体

制整備を進めていこうというところでございます。 

 次お願いいたします。 

 リスクマネジメント、これも発足当初から大変重要な問題であると理解しておりまして進め

ております。だんだん進んでいまして、平成17年度にはアクションプランの具体化、個別リス

ク対策の整備を推進し、コントロールの有効性に関する自己評価を実施、リスクマネジメント

の浸透・啓蒙を図るために研修、教育などを行ってきているところでございます。 

 次お願いいたします。 

 それでは、３つのうちの３番の規制ニーズへの迅速、的確な対応というところを説明したい

と思います。 

 これは通常の業務といたしまして、我々が行っているところでございます。いろいろな業務

がございますが、そのうち、ですから規制ニーズへは全部が迅速であるか、的確であるか、全

部的確でなければいけませんし、迅速なものも多いわけでございますけれども、そのうち主要

なものをこういう切り口でご説明したいと思います。 

 次お願いいたします。 
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 クロスチェック解析の実施というのがございます。これは主に解析評価部が実施してきてい

るものでございますが、クロスチェックといいますのは、いわゆる国のプラント等の安全審査、

それから施工面、それから一番下にＢＷＲストレーナ閉塞解析というのがあります。ある事故、

故障その他が起こったような何かのときの解析、これを事業者等が行う解析を機構が独自の解

析を行うということで、平成17年度は18件もございました。新聞などでもご承知かもしれませ

んが、機構のクロスチェックで幾つかの指摘事項なども見つかりまして、事業者が再申請をし

たということも挙げられているところでございます。 

 次お願いします。 

 これは先ほど院長のお話にありました女川のときの例でございます。８月に女川の１～３号

機が自動停止いたしまして、また設計限界地震動を超える地震動が観測されたということで話

題になっているところでございます。事業者が行ってまいりました２号機、３号機の耐震完全

性確認というようなことがございまして、私どもでは地震応答解析結果のクロスチェック解析

を実施いたしまして、耐震安全性を評価いたしております。 

 次お願いいたします。 

 次はリスク情報を活用した安全規制の検討でございます。保安部会のリスク情報活用検討会

でリスク情報をどう活用していくかというところがございますが、我々も保安院と共同事務局

となりまして、ガイドライン等の作成を行っております。この結果は公衆審査から策定へと進

むということになります。 

 次をお願いいたします。 

 次は性能目標の検討でございます。これは原子力安全委員会はご承知のように安全目標を達

成しようとしているところでございます。その真下の性能目標検討分科会で最近性能目標の案

が出てございます。これには格納容器機能喪失頻度と炉心損傷頻度、これがおよそこの値以下

であればよいということでございますが、ＰＳＡの確率論的安全評価に関係するもので、ＪＮ

ＥＳは炉心損傷頻度、格納容器機能喪失頻度、平均個人リスク等、この分科会での中核的な役

割を果たしてきております。 

 次お願いいたします。 

 次は規格基準部に関係するところでございますが、最近国の方で性能規定化という言葉があ

ります。最新知見を反映した効果的な規制基準体系を構築するために、これは技術基準の性能

規定化と民間規格の活用についてという報告書がまとめられておりますが、一般的な原子力安

全確保の目標が安全委員会等より上にあるとします。それを機能・性能水準要求というものを
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国が技術基準として定めまして、それを具体的な仕様は専門家の集団であり、中立的な学協会

の規格を利用すると、こういう方向で来ているところでございます。ただいま下に赤い字であ

りますように、電気協会の規格・指針５件、機械学会４件の技術評価を安全・保安院、そして

ＪＮＥＳは実施しております。この技術評価結果は、原子力安全・保安院とＪＮＥＳの連名で

もって委員会に提示されて、上記の規格は認定される。すなわち原子力安全基準を満たすもの

であるとして、学会規格をエンドースするものでございます。 

 次お願いいたします。 

 次に、耐震設計指針の高度化への貢献でございます。最近、耐震設計は大変話題になってい

るところでございますけれども、原子力安全委員会でもすぐに近い将来できるというふうに聞

いておりますが、現行の耐震設計審査指針を改定し、地震時の残余のリスクを考慮した耐震安

全性評価を導入するという方向で進むと聞いております。ＪＮＥＳにおきましては、この耐震

指針の高度化へ設計地震動を超える地震動による残存リスクの評価手法というもの、それから

設計地震動の不確実さの定量的評価、活断層の活動周期の定量的評価等をこれをいろいろ提案

等をいたしまして、この高度化へ貢献していくと同時に、それは下の方の耐震性評価マニュア

ルの策定、さらには原子力学会の地震ＰＳＡの標準などへも活用されて、この指針ができた後

には事業者が行ういろいろな検討のクロスチェックなども行うという方向で進めていきたいと

思います。 

 次お願いいたします。 

 炉規法改正に伴うＮＩＳＡへの技術支援でございます。これは炉規法等が改正されるといろ

いろやることがあるわけでございますが、今年度は特に炉規法改正が５月のクリアランス制度

廃止措置の安全規制の整備ということが大きな話題でございまして、クリアランスの制度の整

備支援として基準技術整備支援からクリアランス確認技術の整備等々、それから配置措置安全

規制の整備支援ではリスクレベルに応じた廃止措置法規制、解体廃棄物管理等々の技術情報を

検討いたした結果、その技術情報等をＮＩＳＡの活動に提供しているということでございます。 

 次お願いいたします。 

 次は高経年化技術評価の実施のところでございます。３件の高経年化技術評価を実施して、

高経年化技術評価報告書の技術的妥当性評価を完了し、審査結果を公表、あるいは技術評価を

実施するものが２件というところでございます。また、審査マニュアルを８件、以下のような

ものを作成したりしております。 

 次お願いいたします。 
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 ４番目といたしまして、外部機関との連携と積極的な情報の発信というところで、ここにあ

ります６個の観点からの説明をさせていただきます。 

 次をお願いいたします。 

 第１は先ほどの規格基準部で出す試験研究等の成果、それ以外のこともありますけれども、

一応多いのは試験研究等の成果というタイトルでいきますと、これを積極的に情報発信、これ

はＪＮＥＳのレポートにしたり、それから国内外での発表、事業報告書等でございまして、こ

れはＮＩＳＡの規制整備、学協会の民間規格のデータ補完等々で利用されております。一番下

には、その例としてＪＮＥＳのレポートの発行の増加とか発表、投稿等の件数などの推移の例

を示したものでございます。 

 次お願いいたします。 

 これは次はシンポジウムの開催ということで、ＪＮＥＳは発足後１年、16年10月に第１回の

ＪＮＥＳだけのシンポジウムを開催いたしましたが、第２回の昨年はＮＩＳＡの共同開催でも

って参加いたしました。特別講演、分科会、パネルディスカッションなどでございまして、

550名の参加があり、よかったという78.5％の評価を受けております。今年度もＪＮＥＳシン

ポジウムは年に１回は開催していこうと思っております。 

 次お願いいたします。 

 これは少し専門的なものになりますが、国際活動の一つでございます。第３回ＩＡＥＡによ

る放射性廃棄物処分の安全性に関する国際会議がＩＡＥＡですので、日本でやる場合、ＮＩＳ

ＡとＩＡＥＡ共催ということで開催しました。ＪＮＥＳは事務局としてこれの準備から、それ

から実際会場でも実施、運営等を引き受けてやったものでございまして、第３回でアジアで初

めてでございますが、たくさん参加があり、インターネットによる全世界への同時中継も行わ

れております。広瀬院長からは、このときに放射性廃棄物管理もアジア原子力安全ネットワー

クに含めることの提案などがされております。 

 次お願いいたします。 

 次は高経年化対策関連における外部機関との連携ということで、高経年化対策については大

変微妙な課題になっておりますが、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実につ

いて」という報告書が出されて、産官学が俯瞰的視点から時間軸を考慮した連携を持って、産

官学の技術情報、それから安全研究及び国際協力について検討する委員会をＪＮＥＳにつくる

こととなっております。ＪＮＥＳは技術情報調整委員会をその下に情報基盤と安全研究と国際

協力の３つのワーキンググループをもって設置いたしました。これによりまして、上にありま
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す産官学の高経年化に対する安全研究の調整を行いつつあるというところでございます。 

 次お願いいたします。 

 次は海外の技術支援機関、これは技術支援機関といいますのは、海外の規制機関に対する技

術支援機関、ＮＩＳＡに対する我々と同じような機関は海外にもたくさんございます。一番上

に書いてありますが、ドイツの技術支援機関、ＴＳＯであるＧＲＳ、中国とのＮＳＣとは去年

の10月と５月に協力協定を新たに締結いたしました。それから、一番下に技術情報交換／専門

家交流とございますが、その他韓国、台湾、フランス等と外国のＴＳＯとの情報交換とか専門

家交流は頻繁に行いつつあります。それ以外に、実はこうやってＩＡＥＡがそれに向けまして

ＴＳＯによる国際会議を開こうということで、来年４月に開くことが決まっておりますが、２

月にはその準備会合が行われ、４月以降はプログラム委員会などが行われて、このような海外

ＴＳＯとのネットワークの拡充も進めつつあるところでございます。 

 次お願いいたします。 

 次が大学との協力としておりますけれども、今年度は東京大学と公開講座を共同で実施いた

しまして、ここに書いてある６回の課題につきまして、たくさんの出席者のもとに開催いたし

ております。 

 次でございます。 

 次は５番目に効率的な業務の実施ということで、ここでは試験研究業務の効率化、それから

情報化等のことについて取り上げてご説明したいと思います。 

 次をお願いいたします。 

 これは試験研究業務でございますけれども、ＮＩＳＡのニーズ、それから我々規格基準部が

中心になって行うわけですけれども、我々はハードの部分を持ちませんので、具体的な高度な

実験などの話はここにあります試験研究機関で、日本原子力研究開発機構の試験研究機関、そ

れから産業界等にお願いして試験をやってもらうことがございます。あと学協会との、例えば

安全研究、ロードマップ等々との連携もございます。ＩＡＥＡやＯＥＣＤなどとの国際共同研

究への参画もしております。そのような成果のもとに、ＪＮＥＳ内での連携をもとに、先ほど

からご説明した基準、あるいはまた規制制御の活動を行っております。それなりの活動として、

また安全研究技術が出るとか、そういうようなＰＤＣＡが回る体制を構築しております。 

 次をお願いいたします。 

 情報化の推進でございます。効果的、効率的ということで管理業務、イントラネットの整備

等を進めておりますけれども、最近ではネットワークセキュリティの問題があるということが、
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これが大変大きな問題でございまして、我々といたしましても研修をやったり、それから情報

漏洩リスク対策を取り上げたり、あるいはまた情報グループからは頻繁にいろいろなチーム等

が出てきているという状況でございます。 

 次をお願いします。 

 次は調達等の効率化と業務経費の削減ということでございますが、できるだけ一般競争入札

ということでございますが、一般競争と随意契約の件数がこういうことになっております。専

門的なここしかできないというようなものも多くて、随契もあるわけでございます。一般競争

入札もふえてきております。約50億の一般競争入札のうち、７億円ぐらいの低減があったとい

うことでございます。 

 次をお願いします。 

 次は人材の育成の強化でございます。これは最後でございます。原子力の人材問題というの

は、現在私どもに限らず、いろいろなところで若年層が少ないと問題になっているところでご

ざいます。これも我々は常に将来を考えて検討しているところでございますが、ここでありま

すのは、そのうち特に現在身近な育成・強化という観点での話題でございます。 

 次をお願いいたします。 

 検査員の研修でございます。検査員は資格を取って、それで検査などを行うわけでございま

すが、資格の付与はここに書いてございます。検査員の数も設立時からかなりふえております

ので、１人当たりの保有数ということでございます。とるべき資格は最大で９個でございまし

て、大分それに近づいてきつつあるというところで、それに充てる研修もかなりよくやってい

るというところでございます。 

 次をお願いいたします。 

 次は検査の質の向上に向けた取り組みでございます。いろいろな検査、先ほども検査につい

てはやりましたが、検査方法というものがあります。これはいろいろ検査の在り方がいろいろ

なよところでも、検査そのものに検討が行われていると思います。我々としても、検討を行っ

ております。 

 それから、その次に体系的な教育訓練手法による研修の構築と研修施設の整備、いわゆる国

やＪＮＥＳの検査員、これがどういうふうになるのか、研修の在り方、今までとはかなり違う

ということ、かなり大型の研修施設をつくって、新たな研修の方法によって、それを何年か等

に行うということでプランができておりまして、これに向けての検査プランというのをつくり

つつあるというところでございます。近いうちに、また何か発表があると思います。 
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 次お願いいたします。 

 職員の能力向上というところでございますけれども、職員それぞれは一般的に専門能力を持

っているわけでございますが、ちょっと幅広くというか、それはそれぞれは個人の努力で学会

等でやっているわけでございますけれども、技術的専門研修について安全基礎研修であるとか、

毎月一回やっている安全情報セミナーで最新の情報を、それからＮＲＣの元職員によるセミナ

ー、これを年に２回実施しておりまして、これによるセミナーを職員全員が参加しております。

その他一般研修、これは例えば先ほど情報であるとか、あるいは人事であるとか、それから場

合によればセクハラであるとか、そういうようなものの一般研修も並行して行い、これは一般

にも行っているところでございます。 

 次をお願いいたします。 

 我々は専門機関としての高度な専門性を有するというところを標榜しているわけですが、と

ころが国の制度というのは、どうしてもラインでないといわゆる職員の活躍を促すような協力

ができないということで考えてまいりましたが、専門職制度を拡充しようということで現在検

討し、４月から実施するところでございます。 

 次お願いいたします。 

 最後になりますけれども、大学等との交流としまして職員を派遣しております。２月からは

福井大学、そして東京大学、いろいろなレベルのものがあります。かなり高いレベルのものが

大学で今現在やっております。ＩＡＥＡへも６月より、これはＩＡＥＡで地震関係の検討、研

究をやるということで派遣をしています。カダラッシュには、我々いわゆる炉物理関係の研究

をやりたいということで、それを実際そこで実施し、かつエンピでも研修するというところで、

１人現在派遣をしているところでございます。このように、今後大学、海外等ともこういう取

り組みを盛んにやっていきたいというところでございますが、現時点ではこういったものでご

ざいます。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○大橋部会長 どうも大変ありがとうございました。 

 長期にわたるご説明だったんですけれども、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見

はいかがでございましょうか。少し時間をとっていただければと思います。 

○飯塚委員 どういう位置づけですればよろしいですか、評価をここではしないということで

すから、これから評価するに当たって概略を聞いておいて、何をすればよろしいんですか。 

○新井統括安全審査官 事務局からちょっと補足をさせていただきます。 
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 通常、評価委員会、ここの部会のスタイルといたしまして、まず年度末を迎える、まさにこ

のタイミングで一度当該での業務の暫定での実績報告というものをやらせていただくのが経済

産業省の独法の大体のルールになっておりまして、また年度を明けて決算がまとまった段階で

詳細な業務報告をさせていただきまして、そこで評価について議論になるということにしてお

ります。今回、ご説明申し上げますのは、ＪＮＥＳとしていよいよこういう成果が取りまとま

りつつあるということをいわば事前にご説明申し上げて、内容について、より理解を深めてい

ただいた上で、次の評価の議論につなげていきたいというふうに考えております。 

○飯塚委員 そうすると、これから評価するためにこういう点を加えてほしいとか、こういふ

うにしてほしいということをお願いしてもよろしいということですか。 

○新井統括安全審査官 さようでございます。 

○飯塚委員 そうしましたら、去年評価をしているわけで、そのときに委員の先生方からいろ

いろな意見、コメントがついたりしておりますけれども、そういうことを勘案して、今年度の

最初の計画に一部附帯事項をつけるとか、そういうようなことがあったりとかあるならば、そ

のことをどうフォローしたかという観点については、ことしは聞くことができるんですか。 

○新井統括安全審査官 昨年の評価をいただく段階で、当然そういった先生方からのご意見で

すとかご指摘ですとか、そういったものをいただきながら、そういったものも議論の中に含め

て昨年評価をいただいたというふうに聞いております。 

○飯塚委員 趣旨が違います。去年やったときに出てきた課題とかアドバイスというかありま

すね。それによって、今年度の活動計画に関して何かもともと持っている中期目標に加えて、

あるいは深堀りするとかということがあるかもしれないので、そういう活動に関しては報告が

あるんですかという質問です。 

○大橋部会長 昨年度のコメントに関して、簡単に言えば今年度何かリアクションをされたの

かどうか、そういう点かと思いますけれども。 

○飯塚委員 去年こうなってこうしようと思っているということは全くなくて、もともと持っ

ている中期計画に関して、６つのものでこのときやりましたといって、わっと実施事項が挙が

っているわけですけれども、その形で評価しなきゃいけないのかという質問です。 

○曽我部理事 去年ご指摘いただいた事項ももちろん取り入れられるものはできるだけ取り入

れて実施したつもりですが、そこのところを明確にきょうはご説明できてないんですが、次回

の自己評価のときには、できるだけわかるように説明させていただきたいと思います。 

○飯塚委員 もう一つ６つの領域において、さまざまな実施事項が並んでいるんですけれども、
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成果といいますか、結果的にどういう状況になったんだということを知りたいんですが、それ

はどうしたらわかるんだろうかということです。 

 例えば、６つ挙がっているのでいくと、この６つが妥当かどうかはまた別途考えていきたい

んだけれども、それを別にして、これは多分いいと思うんですね。であると仮定した場合に、

例えば部門間連携と組織力を生かした業務の実施ということに関して、結果的にどういう効果

があったんだということをどう判断すればいいのかなと。的確な業務の実施というわけだから、

これは検査のことが挙がっていますから、検査の質をこういうふうにとらえていますと、その

尺度で見たときに、これよりレベルアップしていると我々は考えていますという総括的な話が

あってもいいのかなと思ったけれども、よくわからない。そのためにこれをやっています。そ

のためにやっていますというのがいっぱいあったんだけれども、結果的にこういう状況になり

ましたというような定性的なそういう説明がなかった。 

 例えば、規制ニーズへの迅速、的確な対応といったときに、どのくらい迅速性が上がったの

か、的確性がどれくらい上がったのかということに関して、どう評価されているのかなという

ことであるとか、それから情報発信も同じですけれども、情報発信の質とか量とかタイミング

がこれだけレベルアップしたよと、あるいはこの目標レベルに対してこのぐらいうまくいって

いるよということを総合的にどうやって判断するだろうかというところがちょっとわからなか

ったので、やられたことはたくさんあったんだけれども、それが組織の目的にどう貢献したの

かとか、やっていること自体にもう少し附加することがあるとするならば、どういう点なんだ

ろうかということに関するヒントがちょっと得にくいので、お聞きしているんです。 

○曽我部理事 例えば、連携ということでいきますと、従来各部で個別に保安院と対応してい

たということで、ＪＮＥＳとしてトータルで総合力を発揮できていない状態だったわけですが、

今回各部の専門家を結集して、総合力として十分保安院に対応できたと、そのためにやったと

いうことなんですが、ご指摘のようにそれは自己評価のときにいつもご意見いただいておりま

すが、そういった観点を踏まえて自己評価をできるだけ入れて……。 

○飯塚委員 この前最初のときもやった、やった、やったと書いてあって、どうなんだという

ことがわからなくて、一生懸命聞き出そうとするんだけれども、なかなか教えてもらえなかっ

たというのを思い出したんだけれども、それも一緒にやりたいなと思うんですけれども。 

○曽我部理事 飯塚先生ご指摘の尺度のことは十分理解はしていると思いますけれども、なか

なか難しいところもございますが、できるだけそれを入れた自己評価をしていきたいと思いま

す。 
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○飯塚委員 よろしくお願いいたします。 

○班目委員 ちょうど今の飯塚先生の話と全く関連があるもので、要するにきょうは一応ＪＮ

ＥＳがやられたこと全部をざっと一とおりおさらいいただいたという理解でよろしいわけです

よね。昨年度もそうだったんですけれども、結局これをやられて、評価するというのは非常に

大変なわけなんですよね。しかも例えば何でもいいですけれども、検査を定期安全検査でＡ評

価、Ｂ評価、Ｃ評価が幾つになったの、そんなのは我々の評価に全く関係ない話で、これは電

力会社の評価ですよね。 

 申しわけないんですけれども、まさにＪＮＥＳの業務の改善についてはそれぞれのところで

何らかの指標みたいなものをむしろ考えていただきたい。本当は我々で考えればベストなんで

すけれども、ちょっと我々もとてもじゃないけれどもそんな時間ないし、必ずしも定量的な評

価尺度では全然ないんですけれども、何かそういうのを提案していただきたい。最終的には

我々がＡ、Ｂ、Ｃをつけなきゃいけなくて、Ａは絶対つけちゃいけないと、それは私はいいと

思うんですけれども、そういうのではなくて、むしろ例えば検査に対して言えば、我々は幸い

なことにほとんどのメンバーが昨年度と同じメンバーですから、ある程度ＪＮＥＳがどういう

ことをやっているかというのは把握しているわけですよね。 

 だから、少し今年度は中期目標のことを考えなきゃいけないこともあるから、差分だけ取り

出したので結構ですから、昨年度と違ってこういうところを改善したというのをもうちょっと

うまく抽出してほしいし、それによってどれだけ業務としてよくなったのかというのを示せる

ような、何か考えていただきたい。こういうふうなことで考えたんだけどというのに対しては、

我々はそれでいいかどうかはまた議論するところですので、何かそういう形で進めないと、と

にかく小さな機関の外部評価だったら簡単なんですけれども、ＪＮＥＳのやっていることが余

りにも遅いので、何かもうちょっと、例えば今ずっと聞いていて、大体は全部わかってはいる

んですけれども、昨年と同じように何か大変なだけになっちゃって、話が進まないんじゃない

かなと思ったりするんですけれども、しかもちょっとまた昨年の二の舞になることを恐れるの

で申し上げておきますと、昨年はなるべくしっかり自己評価をやってくださいと、それに対し

て我々の方でまたさらに評価をするんだけれども、何かやったことすべてに対する評価という

感じに去年どうも走り過ぎたような気がするんですよ。 

○大橋部会長 何かいいものをというようなご意見ですか。 

○班目委員 ですから、たしか昨年そういうコメントがついたと思うんですけれども、例えば

各部なんかでも粛々とやっているのはやっていていいわけなので、何か特記事項をうまく洗い
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出してもうちょっとやっていただかないと。 

○成合理事長 きょうの発表はそれなりに出すように、それは多分今までよりは努力したつも

りでございますけれども。 

○大橋部会長 これもまた私も資料を拝見しただけですけれども、ＪＮＥＳの持っておられる

ミッションのある種の特殊性というんでしょうか、ある意味では平々凡々と安全確保に邁進と

いうところと、ポイントを挙げてアピールしていくというところをどう調整していくかという

ところかと思うんですけれども。 

○飯塚委員 僕は品質管理ということで、例えばデミング賞というのは、企業が品質管理を一

生懸命やって成果を上げると賞をあげるというのがあって、そのときの審査みたいなのをやっ

たりもするんですけれども、それはＩＳＯ9000の審査と全然違う審査で、そこが特徴を持って

一生懸命やって成果を上げると、ごほうびをあげるよというタイプのものなんですが、それっ

て包括的に全部やるわけじゃなくて、私のある部分、私の部分のファンクションというか、機

能、あるいはミッションみたいなものはこういうものですよと、そのことに関して我々はこう

いう姿になりたいと思っているというのは、あるべき姿みたいなもの、ビジョンみたいなもの

を端的に書いて、それができているか、できてないかということをこの側面で見るよというよ

うなことを言っておいて、それを実現するために重要なアクションアイテムとしてこの何項目

か挙げて頑張りましたと。やっているそれぞれのアクションアイテムの進捗度合いというか、

成果みたいなものをこんな尺度、こんな側面で見るようにやっていますよと。ついては、その

うちの一部重要なものについて、どういうふうにやったかということを説明するからねと。こ

んな工夫して、こんな工夫をしてやるとこんな成果が上がったよと。このままいくと、将来明

るいよねと。だから、ほめてよという感じでやっているんですけれども、なかなか全部を見せ

つつ、ミッションを見せつつ、課題を認識して、ある課題についてどのように取り組んだかと

か、結果的にどういう成果が上がったかということを上手に見せるようなところがありまして、

一部しか見てないのに実は全部を見せるような説明をするんですよね。例えば、そんなものを

取り入れたら、もっと上手に説明できるのに、僕は書きかえちゃおうかなと思ったりもするん

ですけれども、どうせだったらどうかなと思いましたけれども。 

○曽我部理事 いつも申し上げているんですけれども、私どもはチャレンジングな仕事をする

という職場じゃなくて、安全に確保する業務を着実にやっていくという使命を持っているわけ

ですし、それからそもそもの中期目標があり、中期計画にこういうことをしなさいと与えられ

ているわけですから、それに従ってそれなりに工夫、改善しながらやっていくというこでござ
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いまして、これ全体を評価していただきたい、こういうことでございます。 

○飯塚委員 その中での特徴ですよ。そのことを精選してやるために……。 

○曽我部理事 特徴だけを出しても、全体を見えないのはいけませんけれども。 

○飯塚委員 基盤というか、与えられたことをきちんとできるような、精選してできるような

仕組みにするために、こんなシステムを構築してきた。こんなふうに人材育成してきたという

ことで説明する。それを僕は特徴と言っているだけで、別に特別な突飛なことを特徴と言って

いるのではないですけれども、使命を果たすために重点を置いてやっていく、力を入れてやっ

ていくこと、それを説明されたらいいと。私も渡辺先生も同じことを言ったと思います。 

○曽我部理事 できるだけ工夫して評価が得られるように自己評価したいと思います。 

○成合理事長 やはりいろいろな業務、検査業務から試験研究とか、たくさんありまして、そ

れが一つじゃないものですから、それをそれぞれいろいろな情報がありまして、それからまた

先ほどのアウトプットというようなものが規制側の保安院でのものだとか、学会等の基準の活

用問題、これもまたいろいろなところがありまして、そのあたりがなかなか理解、一つの例を

挙げますと、例えば緊急にやってくれというクロスチェックの依頼が来た。物すごい緊急でと

てもできないなというのを一生懸命にやった。ここではやったということしか出てない。この

中にはかなりそういうようなものもあったりもして、全力を挙げて何とか間に合った。 

○飯塚委員 私なら、こういう範囲のことに関するニーズがあるということは、おおよそ方向

性はわかっている。だから、あった場合に迅速に対応できるように、こういう能力要素をあら

かじめ分析しておいて、そういう人間を抱えて、日々レベルアップすることを努力して管理し

ていく。そういう仕事をやってきたと、そのときの要求はこういうものであった。これまでに

これだけの質的レベルのものでこれだけの量のものが出てきたと。通常、とてもこたえられな

いと思うけれども、我々はきちちんとやり遂げたよと、そういうケースが幾つもあったと。実

はもっといっぱいあったんだけれども、それは抱えている量からいってカットしたけれども、

これは妥当であると思っている。言えることは、これは能力なんですね。こういうことが来る

かもしれないと迅速に対応できるという能力をいつも準備していて、実際に来たものをこなし

てやるということが重要だというふうに思っているんですよ。それがこの例なんだよと説明さ

れたら、もっとアピールできるなと思ってしまうんですよね。 

○成合理事長 多分職員はいつもそういうふうに自分たちはそうやっていると、そういうふう

に思っていると思うものですから、それはその部分には説明の仕方があろうかと思います。 

○曽我部理事 むしろそういう意味では徹夜してでも間に合わせるとか、そういったものがこ
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こに書いているようなところはわからないんですけれども、問われるのは結果だけですから、

徹夜してやった……。 

○成合理事長 どういう工夫をして、何とかいろいろある人も少ない。 

○飯塚委員 結果として、どれだけの量のものをどれだけのタイミングで、いつどれだけの質

的に内容の濃いものを出したかということが結果であって、やったかどうかというのは結果の

ほんの一部ですよね、検討とおっしゃるけど。 

○曽我部理事 例えば、クロスチェックで言いますと、私どもがさまざまな工夫を凝らして、

徹夜してでもつくった結果につきまして、保安院が部会等で活用して、部会で立派なものだと

承認されたら、それはそういうことは我々として成果としてクロスチェックをやったと一言で

片づけているわけですが、そういうものを逐次細かくお示ししないと、その辺のところはおわ

かりいただけないということになりますね。例えば、かなり非常に細かい、記述、自己評価に

入ると思うんですね、そこまでやりますと。 

○遠藤委員 私どもは会社を経営している観点でいくと、その結果というのがお金とか品質と

か、比較的わかりやすい数値で出てきますから、評価というのも比較的できやすいわけですけ

れども、おっしゃられるとおりＪＮＥＳさんの場合には中期計画とか、保安院からの依頼とい

うことで、やってこられている仕事を淡々とこなしますと、これがベースで評価をするという

ことになりますと、基本的には普通の評価にしかならなくて、我々としても余りおもしろなく

い。おもしろなくいというか、本当は影に隠れて相当な努力がなされていて工夫がされて、前

年度と比べると相当な改善があるということがあっても、そこが気がつかないわけですよね。

そこが評価に結果として結びつかないということは、不公平だろうと思いますので、まさに飯

塚先生と皆さんおっしゃられている話そのままなんですけれども、淡々と仕事をやってある結

果が出ています。ある結果が出ても、それは当然の結果で出た結果なのか、工夫をして出た結

果なのかと、その部分を強調してお話しをしていただくのが大事じゃないかなというふうに思

いますが、結果だけ出していただくのはいいんですけれども。 

○成合理事長 各業務すべていろいろ工夫されて、もちろん淡々とやっているなというような

部分もあったりもちろんしますよ、多くのものがかなりの。その中でも、特に顕著で大変な努

力をして、専門の評価も、知っている人の評価も高いなというようなものは、きょういろいろ

上がったものには含まれていると思います。 

○飯塚委員 ちょっと視点が違うのは、むしろ結果で説明しているんですけれども、それで説

明しようと思っているものは、多分皆さん方のもちろん能力だと思うんですよ。何かをできる
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能力ですね。そのために、この材料を使っているんだぐらいに思って説明された方がいいのか

なというふうに思うんです。だから、細かく全部説明する必要はなくて、我々はこういうこと

ができるように準備してもらって、日々このような活動をしておりますと、この材料を使って

これだけやりましたよと、一つだけ例を説明しますけどね。普通できないようなこともできる

ようなもので、ほかも大体いっぱいやっているんですよというようなことで、この対応力から

いくとそれでいいんじゃないかなと。 

○遠藤委員 今やられている検査そのものも、プロセスの審査、検査というのを重要視されて

いますよね。本当に単なる結果だけじゃなくて。仕事をしていく上でのプロセスがどうでき上

がっているかは、結果は必然的にこういう結果になるだろうと、こういうこちらのプロセス検

査の方に物事が動いていっていると思うんですけれども、同じようにＪＮＥＳさんの活動につ

いても、その結果を並べていただくよりは、そこに至るプロセスがどういうプロセスの改善が

行われたというようなところに力点を置いていただけると、我々も評価しやすくなると。プロ

セスそのものは、先ほどからおっしゃられている能力そのものだろうと思うんですけれども、

そういうプロセスを組むことができて、こういう能力ができましたという部分に説明の力点を

置いていただけると、評価する側も楽しみがふえると。 

○飯塚委員 去年だったかヒアリングをお願いして、それでうまくいかなかったんですけれど

も、誤解されちゃって、僕がしゃべらないようにわっと説明されちゃって、時間がほとんど過

ぎちゃったということがあったんですが、私はそのつもりは全くなくて、今言ったような個別

的に見えるんだけれども、例を見ながら、後ろにある能力といいますか、それをかいま見るの

に係数でやるのはいいかなと思って、ひとまずしゃべらせてくれと、私がしゃべったんだけれ

ども、そういうヒアリングみたいな形式を取り入れるとよろしいんですか、今回の評価の中で。 

○大橋部会長 個別のケースに関してということですね。 

○曽我部理事 昨年はたしか検査について、飯塚先生とどなたか、それから美浜の事故の対応

については石榑先生で、チームを組んで、重点課題について突っ込んだヒアリングをしていた

だきまして、それは非常によかったんじゃないかと思うんですけれども、検査等はなかったで

すか。 

○飯塚委員 そのときに検査の質とは何ですかという課題でやろうと思ったんだけれども、や

っていることをばっと説明いただいたので、聞きたいことは何も聞けなかったというのがあっ

たんですけれども。 

○曽我部理事 重点課題について突っ込んで聞いていただくというのは、非常私たちも説明し
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やすいし、よかったんじゃないかと思うんですけれども。 

○班目委員 何かちょうどわかりやすいことでやってほしいんですよ。例えば、検査がたまた

ま今例に出ていますけれども、この間原技協の石川先生か何かがかなり検査の検討会でひどい

ことを言っていまして、品質保証制度のあれがあったものだか何だか知らないけれども、何で

もかんでも逆にマニュアル化に戻っちゃって、ここが書いてないというので、すべてのマニュ

アルについてそれを追記するまでは認めないよとかというのが現場にあったとか何とかと、こ

れは議事録がちゃんと多分残っているんだと思うんですけれども、ああいうことをもしやって

いたとしたら、あれが実は保安院の仕事だったか、ＪＮＥＳの仕事だったか、私はちゃんと理

解していませんけれども、一番悪い業務の例なんですよ。石川先生があれはあのときはそうだ

ったけど、今はそうじゃなくなったと、本当のＱＭＳの精神に戻って、本来ＱＭＳの精神だっ

たら、１カ所でそれを指摘したら、今回はそこを指摘して、あとは適当なときにちゃんと改善

しておいてねということで、前に進んじゃうのがいいわけなんですよね。そういうようなきち

んとしたＱＭＳの精神を理解しているかどうかの方がより重要で、形式主義的に走っているよ

うな検査をやっているんだったら、これはだれが見たって国民は納得しないわけですよ。 

 例えば、一つのそういう例みたいなものがどう解決されているか。石川先生がうそをついた

と私は思いませんから、現場は随分検査についても形式主義がはびこっているんだと思うんだ

けれども、それを改善するために何をなされたかというのは私は一番聞きたいわけなんですね。

例えば、そういうところに焦点を一つに絞って、検査だったら。何かなるほど、そういう努力

をしているんだというのがわかれば、我々も喜んでＡ評価を差し上げたい。 

○成合理事長 今回、これで適正化のことに触れたのは、これだけではなかなかおわかりにな

らないと思いますけれども、多分これの中身についてもうちょっと聞いていただければ、項目

は幾つかというようなものはかなり……。 

○飯塚委員 何も準備しなくていいですから、そちらのプレゼンで。 

 こういう検査がありましたというケースに関しての記録類というか、文書を全部用意してい

ただいて、この検査の目的はこういう目的であって、その検査の計画をこんなふうにつくりま

したと。これに従って実施して、こんなことを見つけてきて、こんな指摘をしたと。その理由

はとか、その後深堀りするためにこんなことをやっていきましたと。その後、フォローのため

にこんな活動をしましたというような一つのケースについて、１時間か２時間ぐらい、私の気

の赴くままにいろいろ聞かせていただくと、多分こんなふうにやっているのかと、実力はこの

くらいだなというのが何かぱっとわかってくるような気もするんですね。その方が多分実力は
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出ると思うんですよ。結果として何件やりましたということよりも、なるほどいい指摘をして

いるなとか、ちゃんとフォローしているなとか、その原因がこれにあるんだということをよく

見抜いて、よく次のここまでやったなということがわかると思うんですね。 

○安藤理事 賛成するわけじゃないけれども、我々はその検査については、やった結果だって

全部報告書をつくっていますから、おっしゃるとおりどれか選んでいただければやれると思う

んですが、ただ問題は選んでいただいて、書類出したりするのに時間がかかっているので、あ

らかじめ私の方で選ばせていただいてであれば、ちょっとやらせていただきますけれども、先

生が抜き取ってという話になると時間のロスになるので、やらせていただけるならそういうこ

とで例を出して説明させていただきます。 

○大橋部会長 そういうのは何か個別の検査官の評価みたいになってはいきませんですか。 

○飯塚委員 ですから、それは個別のその人の固有の方法なのか、一般的なものかと確認しな

きゃいけないし、そもそもその検査官がそういうふうにしたということは、どういう基準にの

っとって、どういうガイドラインにのっとってやっているのかということを確認する。これは

後ろに検査のガイドラインというか、計画のガイドラインがあるわけですから、それのどれに

のっとりましたかとお聞きして、なぜこの特別なことをしましたかとか、なぜこれをやらなか

ったんですかということを多分お聞きすることになるのかなと。 

○安藤理事 大橋先生、うちの方は前にもご説明していますけれども、一応定期検査とか定期

安管審はチーム制でやっていまして、５人で組んでチーム長が頭になって、ですからやるとき

はある程度個人がやっていますけれども、最終的な形でのチームとしてきちんと見解をやり、

それから最終的にはチームの見解を機構の検査業務部としてどう判断するかというようなこと

で、最後報告書をまとめていますので、そういう意味では余り個人というよりも、チーム的な

もので、機構としての考え方で出ると思うんです。 

○北村委員 Ｂを超える部分をどうやってくみ取るかだと思いますね。着実にやって、すごい

無理して、でも自己評価書のようなものに、こんなにつらいことを我慢してやったということ

は気恥ずかしくて書けないとか、当然ありますよね。残業がどうだったとかというようなこと

も書けないとか。しかしその辺を何らかの形でくみ取らないと、すべてＢになってしまう。ト

ラブル発生後の対応みたいなものは、ある意味で言えば事態が起きたんだから、それに対応す

るのは務めだからということで言うと、あえて言うとＢでもおかしくみたいなことになりかね

ないと。そうすると、本来もうちょっとすぐれた部分、改善した部分というのを何でくみ取る

のかみたいなところが大変難しいというところで、例えば飯塚先生じゃないけれども、個別事
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項でやりとりすると、その辺のところがひょっとして見えるかもしれないというようなことな

んじゃないかと思うんですよね。 

○大橋部会長 先生がおっしゃったように、去年との差を見て評価をする。 

○曽我部理事 ちょっと繰り返しになりますが、その辺お示ししたものは我々は結果を出すた

めに一生懸命やったわけで、その結果がどういうふうに保安レベルの向上とか、地元の住民の

方の理解につながったかということは大事だと思うんですけれども、これはそれぞれは創意工

夫のかたまりなんです。その創意工夫ばかり追っかけていったら、結果がどうなったかという

ことが見えないようになってくると思うんですね。何のための評価かわからないような気がす

るんですけれども、いかがでしょうか。中期目標があって、中期計画があって、それに従って

やったかどうかが一番ベースになるところで、我々はそれに従って創意工夫をして結果を出し

たわけですから、結果どう役立ったかということは、それは問われてもしかるべきですけれど

も、創意工夫は当然のことながら、一生懸命やってこれをやっているわけであって、そればか

り焦点を当てるとおかしな評価になる気がしないでもないんですけれども。 

○大橋部会長 ただ、先生のご意見はそういうご説明だとＢがずっと並んで、何かせっかくＡ

を評価したいのにもう少し……。 

○飯塚委員 私の言いたいことは２つで、今おっしゃっている結果の結果を教えていただきた

い。やったという結果じゃなくて、やった結果どういう結果があったかというのを教えていた

だきたい。もう一つは、やったと言うんだけれども、やったことか、やらなきゃいけないこと

はやり方の改善です。その活動を見せてくれということを申し上げたい。 

○曽我部理事 いずれにしても、自己評価で工夫して出すので、またいろいろお知恵を拝借し

たいと思います。 

○大橋部会長 実は大体予定している時間なんですけれども、そのほか何かご意見ありますで

しょうか。 

 お伺いしていても大変難しいとかというところがあるんですけれども、いろいろいただいた

ご意見をもとに、少し次回の自己評価のやり方ですとか、ご説明のやり方をご検討をお願いで

きますでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 時間が短くて大変申しわけあませんけれども、議題の２に入らせていただきます。事務局か

らご説明をお願いします。 

○新井統括安全審査官 それでは、事務局から議題２の資料についてご説明申し上げます。 
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 お手元に用意させていただいた資料ですけれども、まず資料２－１、中期目標・計画関連資

料として７種類の資料を用意させていただいています。それをもとに資料２－２としてＪＮＥ

Ｓの今やっている機関評価につながっていくための資料として業務実績について、それから資

料２－３として保安院の今後の課題ということで、まず資料２－１は最近の独法をめぐる諸情

勢ですとか、独法の中期目標計画の策定及び見直しに当たっての原則的なルールというものが

存在します。そういったことを少し一連の資料を取りまとめまして、整理、ご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、資料２－１－１をごらんいただきたいと思います。 

 こちらの冊子は平成15年に策定されました中期目標等の策定指針というものでして、全省庁、

全独法の中期目標計画については、この指針に沿って策定するということが共通のルールとし

てうたわれています。詳細はちょっと時間の都合もありまして、割愛させていただきますけれ

ども、関係するポイントとして説明いたしますと、本文１ページ、２ページの後段のところに

関係するくだりがあるわけですけれども、下から10行目当たり、「制度発足度間もない現段階

において、目標・計画が定量的、具体的なものとなっていないケースが少なからず見られる」

という現状を踏まえ、今後定量的、具体的に業務の実績を把握することが可能なものを中心に、

できるだけ目標・計画中に数値目標的なものを折り込むということがまず目標、計画をつくる

際の基本的な考え方としてうたわれております。これは目標を達成したかどうか、後で評価す

るときに、その評価がより明確、具体的になるような目標なり計画をあらかじめ策定しなさい

ということで、作られた指針になっています。 

 続きまして、資料２－１－２でございますが、こちらも同じく平成15年に策定されました閣

議決定の文書でございまして、こちらは中期目標期間が終了する独立行政法人に対して、この

ようなポイントで組織・業務の見直しをしなさいということで決定されたものでございます。

ポイントだけ説明申し上げますと、中段に１.とありますが、そのすぐ上の２行をごらんいた

だきますと、「主務大臣は、以下に定めるところにより、「民間にできることは民間に委ね

る」との観点から、独立行政法人の組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直すこ

ととする」ということがまず前段に書かれています。 

 具体的な見直しのポイントですけれども、１ページの一番下、２行に別紙について書かれて

いまして、「中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しに係る基準」というものが

策定されております。 

 ２枚めくっていただきますと、その別紙の基準が添付されていまして、例えば１の（１）①
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をごらんいただきますと、国が関与する事務及び事業としての必要性・有効性等について検証

しなさいということになっております。政策目的の達成状況ですとか、社会経済情勢の変化等

によって、その必要性なり有効性の意味が薄れていないかというようなことを検証しなさいと

いうことがこの基準の中に書かれております。 

 具体的なその見直しの結果の措置として、同じく３ページの下の２のところに出てまいりま

すが、事務及び事業の廃止、民間又は地方公共団体への移管といった措置を講ずるようという

ことで記載されております。 

 １枚めくっていただきまして、４ページですが、中段に３、独立行政法人の組織形態に関す

る見直しに係る具体的措置とありまして、（１）の場合には独法の存在意義について十分な説

明ができない場合には、当該法人を廃止すると。存続する場合によっても、組織を大幅にスリ

ム化するということが記載されています。 

 また、（３）につきましては、ＪＮＥＳとは直接関係しませんけれども、公務員型独法につ

いては、原則非公務員化するということが見直しの基準として書かれています。ＪＮＥＳも中

期目標計画を今後見直すに当たって、こういったここに基準と書かれている項目について、一

つ一つ検証した上で策定していくということでございます。 

 続きまして、資料２－１－３をごらんください。 

 こちらは昨年の11月に定められました総人件費改革基本指針と言われるもので、よく公務員

の５％削減というフレーズを耳にされたことがあると思いますけれども、まさにそのもとにな

っている文書でございます。ＪＮＥＳとの関係で申し上げますと、まず③非公務員化について

のくだりですが、公務員型独法についてはまず非公務員化しなさいということが１の（１）③

でまず挙げられています。ＪＮＥＳと直接関係するところについては、３ページ目をごらんい

ただきますと、３.その他の公的部門の見直しというところにその記述がございまして、独立

行政法人についても公務員に準じた人件費削減の取り組みを行うようということでございまし

て、現在この指針に沿った形で全省庁、全独法とも人件費削減について中期目標計画に盛り込

むということになっております。これにつきましては、後ほど議題３のところでも少し触れさ

せていただく予定でございます。 

 それから、続きまして資料２－１－４でございます。 

 こちらは昨年の12月に閣議決定されました行革の重要方針ということで、政府系金融機関も

含めて行政組織全般の行革の方針が書かれたものでございます。独法の関係について、該当箇

所を説明いたしますと、５ページ目をごらんいただきたいと思います。 
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 ５ページ目の２のところに独立行政法人、公営競技関係法人、その他政府関係法人の見直し

という項目がございまして、具体的には６ページの中段にありますけれども、ウというところ

に該当するわけですが、平成18年度における見直しということで、内容をちょっと紹介いたし

ますと、平成18年度においては、当該年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人（９法

人）、ＪＮＥＳはこの９法人に含まれるわけですけれども、これに加え、平成19年度末に中期

目標期間が終了する法人（31法人）でございますが、それについても見直しの検討に着手し、

相当数について結論を得るということが方針としてうたわれております。 

 その数行下に「これらの法人の見直しに当たっては、平成18年夏を目途に、政府としての基

本的な考え方を取りまとめる」というふうに書かれていまして、18年度終了する９法人と来年

終了する31法人のうち、幾つかは前倒ししてことしの９法人と一緒に見直しをするということ

で、しかもその結論を夏ごろまでにまとめるということが今政府の方針として考えられていま

す。 

 次に、資料２－１－５をごらんいただきたいと思うんですが、資料２－１－５と資料２－１

－６というのが関連がある資料でございまして、これは昨年の見直しの対象になった独立行政

法人として、有識者会議からは指摘事項というものが出されていまして、一方で資料２－１－

６につきましては、総務省の評価委員会から見直しの勧告というものが出されております。 

 まず、資料２－１－５の有識者会議の指摘事項ですけれども、昨年見直しの対象になった24

法人の中から11法人を選定してヒアリングを実施しまして、その11法人に対して有識者会議か

ら指摘がなされています。経済産業省の昨年の見直し対象法人が２つございまして、工業所有

権情報・研修館、それから経済産業研究所、この２つが昨年見直しの対象法人だったわけです

が、有識者会議からは工業所有権情報・研修館のみヒアリングを受けまして、指摘されたとい

う状況でございます。 

 その指摘の内容でございますが、２枚めくっていただきますと、下の括弧の方に工業所有権

情報・研修館の具体的な指摘の記述がされています。かなり厳しい内容の指摘になっておりま

して、結論として工業所有権情報・研修館としては、第１期特定独法、いわゆる公務員型独法

として事業をスタートしたけですが、引き続き第２期の公務員型独法を維持するということを

ご説明したところ、有識者会議の場では理解が得られなかったと。非公務員化しなさいという

ことを指摘されて、この方針に沿って見直すことになったという経緯がございます。 

 資料２－１－６でございますが、こうした有識者会議での指摘というのが10月に行われたわ

けですけれども、そういった動きも踏まえまして、11月に総務省としての勧告が出されていま
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す。これは二階経済産業大臣あてに出されていまして、経済産業省の見直し対象、最初に２つ

と申し上げましたけれども、その２つに対してそれぞれの勧告がなされています。また、同じ

ような勧告がほかの省庁の主務大臣にそれぞれ勧告というものが同じような文書が出されてお

ります。 

 内容を簡単に紹介いたしますと、２枚めくっていただきまして、この勧告の内容が別紙とし

て記載されています。 

 まず、経済産業研究所ですけれども、経済産業研究所につきましては、工業所有権情報・研

修館に比べて、それほど厳しい勧告の内容にはなっていないという状況ですが、ただ研究テー

マやその業務の絞り込みや重点化ですとか、業務運営の一層の効率化と、いわば独法運営にと

って原則的なところを繰り返し勧告を受けているということでございます。 

 この紙をまた２枚めくっていただきますと、今度は工業所有権情報・研修館に対する勧告と

なっていまして、業務の内容について、この独法で実施する必要性があるのかといったことを

かなり厳しく勧告を受けていまして、１枚めくっていただいて、勧告の第４のところを見てい

ただきますと、これも有識者会議の指摘を踏まえたものとなっているんですが、非公務員化に

よる事務・事業の実施ということで、総務省から勧告されているということでございます。 

 以上が昨年までの独法をめぐる諸情勢及び具体的に勧告を受けた前例ということでご紹介さ

せていただきましたけれども、当面平成18年度はどういうスケジュールで今後この見直しも含

めて評価の議論が進んでいくかということについてご説明したいと思います。資料２－１－７

でございます。 

 こちらの資料は私どもの大臣官房政策評価広報課が策定をしたものでして、ＪＮＥＳ部会の

上の経済産業省評価委員会、親委員会でのスケジュールを想定して書いております。 

 まず、４月の下旬に第27回の経済産業省評価委員会を開催する予定になっていますが、こち

らは見直しの対象になっている法人からまず業務ヒアリングを実施するということにさせてい

ただきます。見直し対象となっていますのは、18年度に終了する日本貿易振興機構と私ども原

子力安全基盤機構、それから政府系金融業務を実施している以下の法人と書いていまして、全

部で６つの法人がヒアリングの対象になっております。また、６月にはこれは通常の年度の評

価に係る作業ですけれども、17年度の業務実績評価を２日間に分けて行う予定にしております。

さらに、７月には中期目標期間終了に係る見直しの独法に対しての議論を親委員会の方で行う

という予定にしていまして、12月にかけてその見直し案というものを親委員会の方でも議論を

していくということになると思います。恐らくこの間に、先ほどご説明申し上げた有識者会議
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の指摘ですとか、総務省からの勧告というものがこのタイミングには出されてきます。そうい

ったものを踏まえて、経済産業省としての見直し案を作成しているということになっておりま

す。年が明けまして、来年の２月下旬にはこういったものを踏まえた中期目標及び中期計画と

いうものをほぼこの時期までにセットしておくというように考えたスケジュールでございます。 

 補足ですけれども、これは親委員会のスケジュールしか書いてございませんが、通常親委員

会を開催する前にそれぞれ各部会の議論の結果等々を報告するというプロセスになっています

けれども、恐らくここに書かれているスケジュールに少し前倒しする形でＪＮＥＳ部会を案内

させていただくことになろうかと思います。 

 それから、資料２－２と２－３でございますが、資料２－２はＪＮＥＳ発足、平成15年10月

以降のこれまでの成果をごくごく簡単にまとめたものでございます。１枚目がまず全体の業務

分野についてのポイントを簡単なポンチ絵でかかせていただきまして、２枚目以降にそれぞれ

の業務ごとに年度展開でどのような成果を上げてきたかということをごく簡単にまとめてござ

います。今後、ＪＮＥＳの機関評価及び第２期の検討を進めていくに当たりましては、今お配

りしている資料２－２をもっとブラッシュアップさせる形で、今後部会等でご説明、ご議論を

お願いしたいというふうに考えております。 

 最後に資料２－３でございますが、こちらは保安院発足５年間という節目に当たりまして、

これまでの成果と今後の政策課題についてまとめさせていただいたものでございまして、冒頭

院長のあいさつにもありましたとおり、原子力安全委員会でご報告申し上げ、評価いただいた

というものでございます。 

 これまでの保安院の成果の相当の部分についてＪＮＥＳが貢献しているわけですけれども、

今後も保安院の政策課題に取り組んでいくに当たって、ＪＮＥＳがどういう役割を果たしてき

たのかというようなことを念頭に置いて議論する必要があると思いますが、そういった意味で

本日参考としてここに配付させていただいております。 

 具体的に、ＪＮＥＳの直接の成果を記述したページが51ページと52ページのところで一部簡

単ではありますが、紹介させていただいております。51ページがＪＮＥＳ発足、独法の設立前

と設立後でどのような体制の変化があったのかということ、52ページは先ほど資料の１枚目に

書かせていただいていますが、これまでの成果をごく簡単に１枚にまとめたものとなっていま

す。 

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明に関してご意見、ご質問をお願いしたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 飯塚先生。 

○飯塚委員 ということは、２－１－２の資料にある、別紙にある基準のことを意識してやら

なきゃいけないと、考えなきゃいけないということになるんですか。 

○大橋部会長 これは念頭に置いていただくということですね。 

○飯塚委員 そうすると、先ほど議論していた最終的にどういう成果が上がったんだろう、ど

ういう機能を果たしたんだということを、これをやった、これをやったということの結果とし

て、こういう機能を果たしているということを説明しなきゃいけないということを意味にして

いるということなんですね。例えば、事務及び事業の効率化、質の向上等の状況に関する視点

なんていうと、本当にレベルが上がったのか、達成状況、指標の動向なんて書かれちゃうと、

非常になかなかやりにくいとは言われていたけれども、頑張らなきゃいけないということにな

るんですか。 

○大橋部会長 はい。 

○飯塚委員 もう一つだけ、２－２この１枚なんですけれども、保安院がさまざまな行政がい

ろいろやっていくとき、いろいろな意味で技術支援といいますか、それをやっているように、

僕は検査の在り方検討会とかを運営しているときに、何か新しい制度設計をするときに、この

部分を検討してほしいというときに、ＪＮＥＳの人にいろいろ検討してもらって、知見を使っ

たりするじゃないですか、そういう制度設計とか行政運営していく、安全確保していくための

支援的な業務というのは、ここにはどこに書かれるんですか、重要な部分だというふうに思っ

ているんですけれども、この検査を実施するというオペレーションはいいんだけれども、そう

いう制度を設計していくときのつくったそれでの技術的な支援でかなり大きな貢献をしている

と思うんですけれども、これは書いてあげなきゃ気の毒だなという感じもするんですけれども、

どうなりますか。 

○新井統括安全審査官 ちょっと説明させていただきます。 

 まず、ＪＮＥＳを何でもって評価するかということにつきましては、先ほどもいろいろご議

論いただきましたけれども、まずは中期目標計画に沿って、細かく記載されている一つの業務

に対して、どういう達成状況にあるのかということをまず説明するということが前提になりま

す。 

 本日は説明には用いませんでしたけれども、資料１－１として用意したものがまさにそのＪ
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ＮＥＳとして中期目標計画に関して、どういうＪＮＥＳの事業、検査の実施状況だったかとい

うことを説明する一番ベースになるものでございまして、それに加えて本日その概要で用意さ

せていただいたのは、まだちょっと十分先生の要求にこたえるレベルのものではなかったのか

知りませんけれども、その中のポイントといいますか、ＪＮＥＳなりにこの部分が一層成果が

上がったというふうに考えているというような、そういうものを概要としてまとめていただい

たというふうに考えております。 

○飯塚委員 この絵のことです。事故トラブル解析を実際やっているよと。それから、防災支

援業務として両方に検査等の業務を実施することと情報の収集整理業務と言っているんだけれ

ども、もうちょっと知恵を使うような支援業務をやっているのになという方にとっている。 

○新井統括安全審査官 ですので、単に形式的にこういう検査をやりましたとか、こういう解

析をやりましたとかというだけではなくて、先ほど先生からもっと単にＢ評価だけじゃなくて、

もっとＡ評価につながるような、そういうＪＮＥＳの作業といいますか、成果をわかりやすく

説明できるような、そういう資料を考えてくださいということで、我々は当然そういうことも

念頭に置いて、検討の資料をブラッシュアップしていただきたいと思っていますし、独法を第

１期から次期に向けて見直す際に、まさにそういった点をきちんと説明できないと、なかなか

それに有識者会議ですとか、総務省の評価委員会の方に理解を得るのが難しいというふうに考

えていますので、我々は今後そのような点を十分念頭に置いて、この資料をつくっていきたい

と考えています。 

○飯塚委員 制度の在り方というのは、検査の在り方を例えば考えて、新しい概念を入れてい

るわけじゃないですか。その基礎になるところをいろいろ検討していただいて、案もつくって

もらって、ヒューマンエラーとか、あるいは安全文化とか、いろいろな検討、先ほどのそうい

う技術支援が非常に重要だというふうに思っていること、しつこいけれども。 

○新井統括安全審査官 例えば、検査業務の支援につきましては、検査等業務の中に、ここで

は単に検査を実施したというふうに書かれていますけれども、そういった中にＪＮＥＳが行政

支援として貢献した部分については、記述していくことになるのかなと。 

○飯塚委員 性格が違いますよね。これはオペレーションですから、検査業務というのは。今

の枠組みの中で正式でやりなさいという部分はちゃんとやっていますよということなんだけれ

ども、そういう検査の方法なりを新しく設計する、変えていこうとするときに、どういう方法

がいいかという基本的な研究をやるよというところを言っている。ちょっと性格が違うと思い

ます、かなり違うと思っているんだけれども。 
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○大橋部会長 この右上のところをもう少し膨らませてということでいかがでしょうか。 

○新井統括安全審査官 新しい基準ですとか制度設計ですとか、そういったもののための調査、

研究に係るような部分につきましては、この資料で申し上げますと規制体系の検討というとこ

ろ、右上の方にあるんですけれども、ございます。 

○大橋部会長 班目先生、お願いします。 

○班目委員 どうせこういう形で責めたてられるんだろうとは思うんですけれども、だからと

いってＪＮＥＳがなくていいという人も多分いないと思うので、楽観はしているんですけれど

も、すごく気になるのが何でもとにかく予算を減らせばいいと言いながら、例えばこんな一般

的な話だと、ＪＮＥＳの予算というのはほとんど多分立地勘定と事業勘定で、一般勘定なんか

ほとんどないんだと思うんですよね。 

 まして例えばアメリカなんかどうやっているかというと、ほとんど電力会社から、事業者か

ら直接検査料収入か何かを得て、それでやっているとか、そもそも制度論が日本の場合おかし

いと。ましてそのうち電源特会なんていうのは一般勘定に組み入れたりなんかしちゃって、何

が何だかわからなくなったら、日本の電力料金が高いことだけ残っちゃって、しかるべき投資

がどこにも行われないとかってとんでもないことが起こるわけですよね。そういうそもそも論

か何かをどこかで書いちゃいけないんでしょうかというのかすごく気になるんですけれども、

ある意味では電源特会は電源会でしかも何かの勘定がわかると、そこは何も言えないと。だけ

ど、行政改革だ、行政改革だといって、スリムにしろ、スリムにしろと。何か議論が全然おか

しいような気がして、例えば中期目標なんかのところでも、少しそういうことか何かを盛り込

ませちゃいけないんでしょうかねという気もちょっとするんですけれども、これは余りやり過

ぎると……。 

 実際、私は逆にさっきの別添か何かに書いてあったことだったら、これは公的な業務で民間

がやっていたらだれも信用しないでしょうと、耐震擬装の問題もあったけれども、どちらかと

いうと流れはこんなのは官がやるものだというのは、認めてもらうから、触らないでそのまま

すっと通すというのもいいと思うんですが、ちょっとそうすると例えば規格基準部がやってい

るような仕事はどうなるのか。だけど、ああいう規格基準部がやっていることだって、技術を

支えるためには当然必要なこととしてやっているわけで、費用の多くは多分電源特会から出て

いるんだと思うし、何かそういうそもそも論は言っちゃいけないでしょうか、質問なんですけ

れども。 

○新井統括安全審査官 制度ですとか、政策に関係することについては、一応部会の場では余

－34－ 



り扱われないということなっていまして、あくまでも独法の実施した事務事業について、目標

計画に沿ってきちんと達成されているか、またその事業の実施に当たって効率的に事業が実施

されているかというような観点で、総合評価か行われたということになっていまして、もちろ

んそういったご意見は我々政策当局として承りたいと思いますけれども、あくまで部会の評価

に係る議論としては、そこは少し切り離した形で考えたいと思っております。 

○班目委員 でも、何となく効率化って何というと、ある目標があって、その目標を最低限の

費用で達成することということですよね。そのときの目標というのを高く掲げちゃうと、結果

的には費用はふえるわけですよ。こういう形の評価をされる限りは、とにかく前年度比より

何％ずつでも削ってきなさい、削ってきなさいと、そういう報告ばかりになっちゃうので、そ

もそも論に立ち戻らないとひずむんですよね。日本の場合はある意味では電源特会というので

電気料からある程度ぼんとピンはねされているわけですよね。それで、ある意味では巡り巡っ

て日本全体としてうまく回っているという図式になっているところ、何かそういうのと全然違

う、ほとんど一般勘定でやっているような公益法人と全く同じ形の評価をしていること自体が

全くおかしいし、だれが考えたって、ここは違うでしょうといいますか、最初からそこが気に

なって、気になってしようがない。できないというんだったら、ぜひとも何か欄外で結構です

から、要するにＪＮＥＳの予算は来年何％ずつ減らしなさいなんて命令が来ること自体がおか

しいよと、何かそういうのを書きたいんですけれども、だめですか。 

○曽我部理事 今、班目先生がおっしゃったのは、年度の実績評価をどうするかという議論じ

ゃなくて、むしろ中期目標……。 

○班目委員 中期目標だと思ってやっていたんです。 

○曽我部理事 そうですよね。次の中期目標をどう書き込むかということなので、そういう意

味では相当ＪＮＥＳの業務の特性に照らして、実情に照らして、いろいろご提言を書いていた

だくことは、我々としてはありがたいんですけれども、それは許されることじゃないかと思う

んですけどね。 

○飯塚委員 当然許されることで、それを評価するのは親委員会なんです。存在そのもの、下

から存在意義があるよと、何が悪いということは……。 

○北村委員 班目先生の関連なんですけれども、５％の枠とか、ああいうのはこれにも平等に

係ってくるということですか。今まで行政ニーズの拡大に対応するとして少し人もふやしまし

たよね。そうですよね。そうすると、今がピークであとは減らさざるを得ないという、この大

枠で言うとそういうことなんですか。 
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○新井統括安全審査官 絶対ふやせないかという議論で申し上げますと、交付金の要求の仕方

といいますか、ルールにもかかわってくることなんですが、例えば政策の変更ですとか、制度

の変更等が生じて業務がふえる場合には、一応それを増要求として組み込むような、そういう

算定のルールになっていますので、ですのでそこできちんとなぜふえるのかという重要性なり、

必要性なりというものが説明が果たせれば、そこはきちんと増要求として認められるというこ

とにはなっております。しかしながら、継続で事業を実施する限りにおいては、毎年決まった

効率化係数というのがこれも全独法共通のルールとして課せられていまして、同じ業務を継続

実施する以上は毎年例えば何％効率化しますと。 

○班目委員 でも、どう国民に説明しても、したがって検査業務は毎年５％ずつ減らしていく

と、やがて検査はしなくなりますと、そういうことを言っていることになっちゃうわけですよ

ね。それはおかしいということは、幾らでもわかりますよ。 

○新井統括安全審査官 ややちょっと踏み込んでご説明いたしますと、検査に係る費用につい

ては、効率化の対象外となっています。その辺はやや独法の個別の特色といいますか、そうい

うものを少し踏まえる形でルールがつくられております。 

○遠藤委員 ただ、一方検査についても同じアウトプットを出すのを効率化が行われるという、

そういう努力はやるという前提でのお話ですよね。 

○新井統括安全審査官 そうですね。全体の効率化の枠の中では、当然そういう努力は前提。 

○遠藤委員 例えば、先ほどもちょっとお話に出ましたように、非常に細かいところまでどん

どんやれ、やれ、やれと、こういうようなところが仮にあったとすれば、そういうところは省

略することによって効率化しながら、アウトプットは確実なものを出すと、こういう努力はあ

るという前提で減らしませんと。こういうお話をされているんだと思いますけれども、企業も

収入がふえていくには、人員の数がそれでは全然ふえないかと、そんなことは全くなくて、い

い仕事ができるところには仕事が回ってきて、売り上げが上がって、当然人がふえると、こう

いう図式は恐らく閣議等で検討されている考え方と同じ話だろうと思いますから、いい仕事を

やれば人が減るか、減らないかという観点でいけば、ふえることがあっても全くおかしくない

というのは私もそう考えます。 

○大橋部会長 あとこういう発言がいいかどうかわかりませんけれども、何か第１期の最後の

評価に関しては、我々はもちろん別の視点で一生懸命ここでやるんですけれども、外へ出てい

くと、もう公務員型か非公務員型かとか、随意契約は何％かとか、人員とか予算がふえていく

のか、減っていくのか、そういう指標でしか見られないと思うんですね。ですから、そこのと
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ころのディフェンスをかなりしっかりやっておかないと、多分そこだけで一生懸命ここの検査

を効率化して、こうやって、こういう基準をつくってというのは、多分この上の評価委員会で

は全く理解いただけないという気がします。 

○飯塚委員 原子力安全に関してこの検査をきちんとやっているから、いろいろ指摘をしてい

って、未然に小さいうちから見つけて、どんどん改善が進んでいるよということを訴えなきゃ

いけないし、さまざまな技術に関してもいろいろ研究を行って、使える状況にしているから、

さまざまな問題が起きてもスムーズに対応できているんだよということを示すとかしないと、

そんなつまらない数字でやられたらたまらないという感じは。 

○大橋部会長 でも、上に行っちゃうと、そういうのは聞き逃されちゃって……。 

○飯塚委員 出ないですかね。これで未然に防げた事故……。 

○大橋部会長 随意契約を何％とか、そういう数字だけのような気がするんですけど。 

○飯塚委員 安全を確保しているわけですよ。検査という行為を通じて、原子力安全を確保し

ている、そのことを数字で示したいんだけれども、掟がないから……。 

○曽我部理事 事故件数が多くて我々ＪＮＥＳができて、もっと減って下がったというならい

いんですけれども、そもそもそんな事故が多くないですから、そういうことは難しいと思うん

ですね。 

○北村委員 例えば、世界の規制機関の中でも日本はいかにコンパクトにやっているかみたい

なのをわかりやすく書くといいのではないかという感じがしますよね。 

○遠藤委員 一つ質問なんですけれども、ヒアリング等が行われた、あるいは行われる予定の

行政法人というのは、幾つかの数に選定されてやられていますよね。これは選定に際しては何

か動機があってこことここを選ぼうと、こういうことが行われているんですか。というのは、

たまたま選ばれて厳しく評価されて普通にしろというコメントをもらってしまった法人と、ま

だそこまで至ってない法人と、そこの差をどういうふうに埋めるのかなというのが。 

○大橋部会長 やっぱり公務員型が選ばれたとかということはあるんですか。 

○新井統括安全審査官 半分推測にしかならないんですけれども、有識者会議の方で多分何ら

かの方針なり考えに基づいてヒアリング対象の独法を選ばれたんだと思いますけれども、今ま

さに部会長がおっしゃったように、工業所有権情報・研修館については公務員型独法で、その

必要性がちょっとよく理解できないということで、恐らくヒアリングをして、やはりわからな

いということで、非公務員化だということになったのではないかなということですよね。 

 呼ばれると、彼らとしては最初から結論がほとんど決まっているわけです。ですので、その
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結論に至らないようにいかに防御していくか、いかにわかりやすくきちんと対応した説明責任

を果たすかということが極めて重要なことになります。 

○飯塚委員 そうすると、例えば検査なんて基本的には民間でいいんだというような思いがあ

るとすると、それを最初からそうではないと、特別の説明責任とか信頼性とか、そのような観

点から見て、これは官がというか公務員型、基本的に持っていなければいけないんだというこ

とをちゃんと説明しないといけないということですね。 

○新井統括安全審査官 そうです。 

○班目委員 そもそもこれも書いていいのかわからないです。何で公務員型じゃいけないのと。

私は別に公務員型でいいかもしれないけれども、そんなことよりも、例えばやっぱりもっと検

査料に関しては、電源特会みたいなものをぐっと小さくして、そのかわりちゃんと電力会社が

アメリカみたいに検査を受けたら、それで全部支払うと。ＪＮＥＳの収入の大半はそれだよと

かという話になったら、今度は政府が口を出すことではないですね。だけど、やっぱりそこで

やっている人たちの身分は、ちゃんと官である方が国民が安心できますよね。 

○大橋部会長 ＪＮＥＳは非公務員型です。 

○班目委員 ＪＮＥＳは非公務員型ですか、ごめんなさい。やっぱり何かそういうような大き

な枠組みだと思うんですよね。そういうのを無視して効率化係数というのはどういうことかと。 

○大橋部会長 でもその話を出すと、じゃあ電力会社から検査料を取れと言われるような気が

するんですけれども。 

○班目委員 そしたら、電源から排出すればいいんでしょう、きっと。一般財源に組み入れる

ぐらいだったら排出しますよ。 

○大橋部会長 そうですね。 

 そのほかいかがでございましょうか。来年度いっぱいということですけれども、また先生方

にいろいろお知恵を拝借してということになろうかと思いますので、よろしくご指導お願いで

きればと思います。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題の３に入らせていただきたいと思います。 

 事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○新井統括安全審査官 ご説明いたします。 

 それでは、議題の３といたしまして、資料３－１から３－３までお手元にご用意させていた

だいております。資料３－１と３－２は、既に委員の先生方には、昨年の11月とことしの２月

に書面審議という形で送付させていただいていますので、事後になってしまって大変恐縮です
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けれども、簡単に内容を補足させていただきたいと思います。 

 まず、資料３－１、17年11月付の書面審議の文書でございますが、こちらはＪＮＥＳの役員

退職手当規程を改正するということで部会に諮らせていただいたものでございます。 

 ２枚めくっていただきますと、業績勘案率の評価を行うに当たっての基本的考え方というも

のが出てきまして、下の方に、難しい数字ですとか勘案率ですとか出てくるわけですけれども、

恐らくこれは書類を送付しただけでは十分ご理解できなかったのではないかと思います。今回、

ちょっと時間をさいて説明させていただきたいと思います。 

 まず、ＪＮＥＳの役員が退職するに当たっては、役員退職手当規程に基づいて支払われると

いうことになっておりまして、その役員の退職手当といいますのが、２.の（１）の算定式に

基づいてその勘案率を算出するということになっています。 

 ここでポイントになるのは、αの機関実績勘案率というものでして、機関実績というのが、

いわゆるＪＮＥＳのＡＢＣ評価にリンクしているものでございます。この評価によって、その

αが変わってくるというものでして、ほかはほぼ一律の数字になっております。 

 αの算出ですけれども、２ページ目の（２）のところで、α算出の考え方が出てまいります。

具体的にＪＮＥＳの場合に当てはめて、このαというのがどういうふうに算出されるかという

ことについてご説明いたしますと、さらに資料を数ページめくっていただきますと、別紙とい

う勘案率の表が出てまいります。その表の５ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 こちらの表に、横に機関実績勘案率（α）となっていまして、高い評価をとるほど1.0から

上に退職手当の率が変わってくると。逆に評価が低いと、それに連動して率が下がってくると

いうものでございます。 

 今までですと、ＪＮＥＳ、15年、16年の実績評価におきましてオールＢということになって

いるわけなんですが、そのオールＢというのが、具体的な項目で申し上げますと、サービスの

質の向上、業務運営の効率化、財務内容、その他、４つの項目でそれぞれＢ評価でオールＢと

いうふうになってございます。これが、今までですとオールＢが1.0というふうなルールだっ

たのが、今回、これをごらんいただきますと、0.8の行とＢの列のところを見ていただきます

と、オールＢ、つまりＢが100という場合には、機関実績勘案率が0.8ということになっていま

す。つまり厳し目の評価になっております。 

 では、1.0にするためにはどういう評価をとらないといけないかということにつきましては、

1.0とＡのところを見ていただきたいと思いますが、25％以上のＡをとらないと1.0にならない

ということでして、ＪＮＥＳは４つの項目で評価することになっていますので、そのうちのど
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れが１つ、つまり25％相当のＡがなければ、役員が退職する際に1.0の基準に到達しないとい

うものになっています。 

 逆に、高い評価を上げるほど勘案率というものが上がることになっていまして、一方、参考

までに１枚めくっていただきまして６ページの方をごらんいただきますと、Ｃ評価をとってし

まいますと、機関実績勘案率は0.8か0.5の範囲で連動するということになってしまいます。こ

ういったルール改正を昨年行ったということで、書面審議に諮らせていただいたということで

ございます。 

 続きまして、資料３－２でございます。資料３－２は、ＪＮＥＳの中期目標計画の変更とい

うことで、こちら先ほど資料２－１－３だったと思いますけれども、総人件費の改革基本方針、

５％削減というものが昨年11月に基本指針として定められていまして、これを踏まえる形で、

この５％削減というものをＪＮＥＳの中期目標計画の中に盛り込んだということが、この改正

の趣旨でございます。 

 具体的な変更点につきましては、ちょっとページを打っていなくて大変恐縮でございますが、

表紙から５枚めくっていただきますと、左の欄が中期目標、右の欄が中期計画で、（４）業務

の効率化の推進という項目がございます。 

 中期目標の方をごらんいただきますと、④その他のところで、行政改革の重要方針に基づき、

削減の取り組みを行うということを記載していまして、これを踏まえる形で、計画の方にも同

じ文書を整理したというのが大きな改正でございます。 

 さらに資料３－３でお手元に用意させていただきましたのは、これは近々、また同様に中期

目標計画の変更を予定しておりまして、また書面審議を開催させていただきたいと思っていま

して、そのアナウンスを兼ねて今回配付させていただいております。 

 改正の中身、趣旨はといいますと、ＪＮＥＳの運営費交付金、先ほどもお話が出てまいりま

したけれども、電特会計の立地勘定と利用勘定からそれぞれ拠出されているわけでございます

が、平成17年度から18年度にかけまして、従来、利用勘定で実施していた事業のうちの一部を

見直しまして、立地勘定の方で事業を実施することになったというものがございまして、それ

を受けて中期目標計画の書きぶりを修正するというものでございます。 

 現行のＪＮＥＳの中期目標計画の書きぶりは、それぞれ勘定別に何を実施するかというよう

な書きぶりになっていますので、勘定の変更が生じると、自動的にその目標計画の方に改正作

業が発生するということで、現在、財政当局と中期目標計画の変更について協議中でございま

して、こちらの協議が調い次第、書面審議という形で委員の皆様方にご案内させていただきた
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いと思っております。 

 ただ、時期的に、場合によっては次回のＪＮＥＳ部会の開催を早ければ大体５月ぐらいとい

うふうに考えておりますが、場合によってはタイミングがかさなるかもしれませんので、その

ときは議題に含めて諮らせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見をいただければと思います。 

 私よく理解していないんですけれども、先ほどのオールＢだと0.8、これは変わったという

のは、これまではＢ評価であれば平均的に1.0だったのが、今度はオールＢだと0.8に下がった

ということなんですか。 

○新井統括安全審査官 そうです。それは少し補足いたしますと、ほかの独法の評価結果を見

ると、かなりＡＡ評価がいわば乱発されている状況にありまして、総務省の方から、もうＡを

取るのが当たり前だというようなことを言われて、それを受ける形で、ややこちらの勘案率の

方、修正することになったという経緯がございます。 

○飯塚委員 だとすると、また同じ方針で我々はやるんですか。目標どおりのことをやったら

Ａではないんですか。どうしてＢにしなければいけないの。余計なことをやったらマイナスで

すよ、やらなくてもいいことをやったら。望まれていることをやったら、限られている助成で

やったらプラスかもしれないけれども、そこがよくわからないんですよね。去年同じ質問をし

たんだけれども、何でＢをつけなければいけないんだ、収支が良ければＡじゃないかというふ

うに思うんですけれども。 

○新井統括安全審査官 非常に先生のありがたい言葉なんですけれども、そういうふうに評価

の基準に対する考えというものも、総務省初めやや変わってていますので、それに私も順応さ

せていかなければいけないということになろうかと思います。 

○飯塚委員 ということは、Ａを出していいということですね。ある程度横目でにらみながら、

そこは自分なりにやってもいいと。 

○新井統括安全審査官 各独法の評価のつけ方というものを我々としてもよく精査しながら、

公平な評価になるように努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○久能木企画部長 実務的なコメントをちょっとよろしいですか。 

○大橋部会長 はい、お願いします。 

○久能木企画部長 私、企画部長と総務部長を兼務しております久能木と申しますが、５ペー
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ジが３段階評価なんですが、そのちょっと前の２ページのところに５段階評価のところがある

んですが、これをごらんいただきますと、Ｂが75、ＡとＡが25あれば１になるということです

ね。ですから大体このぐらいが普通の相場感かなと。 

 私が言う立場ではないんですが、実際に退職をされた役員の業績率の勘案などを特定させて

いただきますと、今おっしゃったように、４つでその下に少し細かい分析があつて、それでＡ

Ｂ評価をしていただいているんですが、非常にこまかにやっていただいているものですから、

個人の問題なものですから、どこにその人の業績があらわれているのかということになってし

まいますと、大体皆さんＢになってしまうのですから、３段階でいくと、ほうっておけば0.8

になってしまうということが非常に多いのかなという気がいたしました。 

 ただ、昨年の９月末に退職をされた役員さの方は、この細かい規程の中で、前年、この規程

ルールの前の業績があるものですから１でさせていただきましたけれども、今後はこういうふ

うになりますので、それぞれ引いていくということかと思います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。もしございませんでしたら、その他事項として今後の

スケジュールを事務局からご説明をお願いできればと思います。 

○新井統括安全審査官 ご説明申し上げます。 

 まず、次回のＪＮＥＳ部会でございますけれども、大体ゴールデンウイーク開けぐらい、５

月中に評価のための部会を開催させていただこうかと考えてございます。その評価に当たりま

しては、事前に資料を送付もしくは持参させていただいて、内容をご説明した上で、委員の方

に改めプレ評価というものをいただいて、それをベースに部会で議論いただくというような形

をとらせていただこうかなと思います。 

 また、資料を送付もしくはご説明に上がった際に、一度ではよくわからないということであ

れば、ご理解いただくまで足を運んでご説明したいというふうに考えております。 

 また、先ほど飯塚先生の方から、例えばある項目について重点的にちょっと聞きたいという

ようなことでリクエストがあれば、それにも我々として対応を考えたいと思いますので、それ

についてはまた後でご相談させていただければと思います。 

 また、今申し上げたのは年度評価の作業でございますけれども、ＪＮＥＳの期間評価、第１

期全体の評価の議論というものもこうして行う必要がございますので、５月を想定しています

部会の場で、もし一度でちょっとお時間をいただけないようであれば、別途ちょっと時間をい

ただいてそのための部会を開催させて頂くということになるかもしれません。その際は、また
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改めてご案内を申し上げたいなというふうに思います。 

 そういった評価の作業を踏まえて、先ほどの政策評価広報課の年間スケジュールでご説明し

たとおり、６月から７月にかけて年度評価と見直しについての親委員会での議論が行われると

いうことでございます。また、詳細な案内につきましては、ご連絡させていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

○久能木企画部長 すみません、事務方の方から確認をさせていただくものを抽出させてくだ

さい。今度、企画の立場からなんですが、今、先生方の議論の中で、これは私ども17年度実績

というところを事実を書くというスタンスは、るるご指摘をいただいたプロセスであるとか効

果であるとかというのは、極力落とすような形化でずっと書いておるんですが、きょうの議論

の中で、プロセスなり効果なりを評価の対象にするんだということでありますと、この今の分

厚い資料が評価書をおまとめいただくベースの資料になると思いますので、そこにもそういう

ことを極力入れるような形で作業した方がいいのかどうかをちょっと確認をさせていただけれ

ばと思うんですが。 

○大橋部会長 先生方、いかがでしょうか。ここに事実以外のプロセスだとか結果とか効果を

書くか、またはここの表はこういう事実にしておいて、何か別のアピールする資料、概要の資

料でそういうことを書くかということだと思うんですけれども。 

○飯塚委員 目標とか計画のところに尺度が入っていないんですよね。だからこうなっちゃう

んですよね。だからしようがないんですよね。こういう計画でいって実績がどうでしたかと言

われたら、これをしなさいと言われたからしましたと書く。そこに言葉で何か書けるならば、

それに関する結果、最終結果としてこういう効果があったということを注記というか記載して

もらうんですかね。 

○遠藤委員 我々の立場として、プロセスとか効果とかを評価するということは、それがやっ

ぱりわかりやすい形でご提示いただいた方が、我々は便利じゃないかなと思います。これだけ

の資料の中にその内容が盛り込まれていても、なかなか気づきにくいんじゃないかなという気

がいたしますので、紙の形はどちらになっても構わないと思いますが、別にこういう部分があ

りますよという説明をいただくとありがたいなという気がします。 

○久能木企画部長 主要なトピックス的な事項については、そういうような形で、別の形でプ
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レゼンテーションを用意するつもりでおりますけれども、繰り返しになりますが、要するにこ

れをベースに今の評価が決まっていくものですから、それをどういう形で処理をさせていただ

いたらいいのか。 

○飯塚委員 でも、これは実績を書くところがあるんですよね。実績を書くところに、これは

構造化されていますから、あるチュウショウレベルというか、まとまったところに総合的な結

果を書いたらいいんですか。 

○久能木企画部長 自己評価の欄がございますので、書くとすれば、そこかなと思っておるん

ですけれども。 

○飯塚委員 検査の質量についてとか適正性についてやってきて、総合的にこういう効果が得

られたというのを。 

○大橋部会長 それでＡだと。自己評価の欄でもよろしいでしょうか。 

○飯塚委員 いいと思うんですけれども。このＡとかＢとかについても、例えばあるリソース

をつっ込んで成果をいっぱい上げろと、売り上げを上げろと言われた場合には、それは目標に

いったら高い点がつきますよね。だけど、これだけの仕事をしなさいって言われた場合には、

それ以外のことをやったらだめなんですよね。性格が違うということですね。大きければ大き

いほどいいというトクセイシと、ターゲとなっていることがベストというものがあるというこ

とをわきまえて点をつけるべきだと思うんですよ。それはやはり言ったら、予定どおりにやっ

たら僕はＡだと、余り言えないんだけれども、そういうふうに思いました。それは柔軟にやっ

ちゃいますか。 

○北村委員 ある程度、抽象的で構わないので、まとまりのいいところで書くんですかね。 

○久能木企画部長 そうですね。少しまとめてその辺のところを書いた上で、あとの評価をそ

れでつけると、わかりました。ちょっと工夫をします。 

○大橋部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、大体予定の時間になりましたので、本日の部会を終了したいと思います。長時間

にわたって大変貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。 


