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   (1) 人材の確保、評価、活用及び育成  

     前年度に引き続き人材確保に努めるとともに、コンピテンシー評価を基礎 

 とした能力評価（絶対評価）及び半期毎の業績評価（相対評価）を定めた。 

    (2) JNES職員ＯＢの有効活用 

          「原子力安全人財バンク制度」により、 福島県への原子力技術者の派遣、 

    技術情報の英文翻訳及び査読などにJNES職員ＯＢを有効に活用した。 

    (3) 人材の育成 

    人材育成戦略ワーキンググループを開催し、研修の強化・充実等を検討・ 

 推進した。 

     ① 研修の強化・充実 

       新卒採用職員導入研修、マネジメント力向上研修、国際性向上研修、 

       一般研修  など 

     ② キャリア開発制度の試運用 

     ③ 外部機関への研修派遣 

 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

 １．人材確保・育成・活用 
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Ⅲ ．業務運営の効率化   １．人材確保・育成・活用 

○人材の確保・評価 

 (1) 福島第一原子力発電所事故発生まもない中、優秀な人材確保のため、前年度に引き続きリクルート 

   チームによる活動を展開し、平成２５年度新規採用枠２０名に対して４６名の応募があった。 

 (2) 専門家採用としての中途採用は、就職サイトを積極的に利用し、３回の公募を行うなど人材 

   登用の透明化とオープン化を推進した。 

 (3) 人事評価制度を抜本的に改正し、コンピテンシー評価を基礎とした能力評価（絶対評価）及び 

   半期毎の業績評価（相対評価）を定め、その実施にあたっては、システム化を推進した。 

○JNES職員ＯＢの有効活用 
       原子力安全の基盤業務に関する技術的知識や経験を有する者を、アドホック的に活用するため 

  平成22年度に創設した「原子力安全人財バンク制度」の浸透を図り、登録数が５０名となった。 

  福島県への原子力技術者の派遣、技術情報の英文翻訳及び査読などに有効に活用されている。 

○人材の育成 
       人材育成戦略ワーキンググループを開催し、研修の強化・充実等を検討・推進した。 

   ① 研修の強化・充実 

  〔新卒採用職員導入研修〕 

   ‐ 2年間の導入教育プログラムを強化・充実し、所属部門チューターの指導のもとにOJTを実施  

     ・ 職員の専門性を活用した体系的な教材を作成・使用した原子力基礎技術研修（福島事故説 

       明、放射線測定実習を含む）（４７時間） 

               ・実物カットモデルを用いた原子力発電所主要機器基礎研修 

               ・英語による研修報告会(2年目最終) 

  (1) 人材の確保、評価、活用及び育成（１／２） 
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Ⅲ ．業務運営の効率化   １．人材確保・育成・活用 

  〔マネジメント力向上研修〕 

   ‐人材育成に携わるグループ長として必要な知識を習得するため、グループ討論方式を採用して 
    グループ長研修を実施 
   ‐チューター任命を制度化し、チューターとしての心構えやあるべき姿を習得するチューター 
    研修を実施 
   ‐公文書等の管理に関する法律施行に伴う法人文書研修 
   ‐溶接検査漏れに対するトラブル未然防止のためのトラブル防止研修（全役職員対象） 
  〔国際性向上研修〕 
    国際性向上のため英語学習を支援すると共に下記の研修を実施 
    ‐若手職員向け米国短期研修（５名、３４日間） 
    ‐上級者向け英語ミーティングスキル研修 
  〔一般研修〕 
    職員の一般的な知識の向上、内部統制の強化を図る 
     ‐倫理研修(eラーニング) （全役職員対象） 
     ‐コンプライアンス研修(平成２３年度テーマ｢個人情報保護｣) 
    参加実績は、平均６.２回/年・人で中期計画目標（３回/年・人）を満足 

  ② キャリア開発制度の試運用 
     入構１０年目までの若手職員９名を対象にキャリア開発制度の試運用を実施し、本格運用 

    へ向けた検討実施 

  ③ 外部機関への研修派遣 

     専門的知識の効果的な向上及び現場経験の確保を図る 

    ‐原子力発電所、東京大学専門職大学院、米NRC等（平成２３年度 ６名を派遣）  

   (1) 人材の確保、評価、活用及び育成（２／２） 
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 (1) 機動的・弾力的な組織運営 

    a. 防災体制の構築、強化  

    福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、技術支援機関として事故対応に万全を期 
   すべく、事象の進展に応じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うための機動的な 
   緊急時体制の整備を行った。 

    b. 品質管理の強化 

    「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言を踏まえ、検査等業務を行う3部 
   門（検査業務部、核燃料サイクル施設検査本部及び福井事務所）の業務品質管理を一 
   括して行うこととした。 

 (2) 業務の質の向上  

   主な取組として、QM規程の改訂、「外部有識者による品質管理評価委員会」の設置、  
  リスクマネジメントの実施、法人文書管理方法の定着などを実施した。 

 (3) 第三者評価 

   平成２3年度にJNESが行った試験研究等の成果及び平成２4年度に行う試験研究等の 
  計画を対象として、「原子力安全研究評価委員会」を開催した。平成2３年度の安全研 
  究７２事業では5段階評価(Ⅰ＞Ⅴ)のⅡが1４％、Ⅲが８５％、Ⅳが１％であり、全体と 
  して概ね計画通りの成果を上げながら業務を進めているとの評価された。 

 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

 ２．効率的･機動的な組織運営 
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○目的 
 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、JNESは技術支援機関として事故対応に万全を期すべく、
事象の進展に応じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うための機動的な緊急時体制の整備を行う。 

 

○実施内容 
  (1)理事長を本部長とする緊急事態支援本部の機能を維持し、２４時間の支援体制を継続した。 
 

  (2)防災体制の更なる強化に資するため、以下の組織改編の検討を行った。 
 

   ①原子力災害等緊急事態に際し、原子力災害対策本部等に 

            迅速かつ的確な技術支援を行えるよう、シビアアクシデン 

           ト対策、確率論的安全評価、放射線影響評価等の専門家に 

           より構成する「緊急時技術支援室」を設置する。 

     なお、支援室員は、JNESから30分圏内の宿舎に常時6名が 

     宿泊待機し緊急参集が可能な体制を構築する。 
 

   ②国内の全プラントの運転状態を常時確実に把握できるよう、 

            伝送ネットワークの状況を24時間常時遠隔監視する 

          「緊急時ネットワーク監視センター」を設置する。 
 

   ③上記改編に併せ、緊急事態対応体制を所管する組織として、 

            これまでの防災対策部を「緊急事態対策部」へ名称変更する。 

Ⅲ．業務運営の効率化   ２．効率的･機動的な組織運営 

緊急事態対策部 

計画G 

緊急時技 
術支援室 

防災ｼｽﾃﾑG 

防災訓練G 

防災基盤G 

緊急時ﾈｯﾄﾜ 
ｰｸ監視ｾﾝﾀｰ 

     (1) 機動的・弾力的な組織運営  a. 防災体制の構築、強化 
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○目的 

  品質マネジメントシステムの維持・改善等を通じ機構全体の品質管理を強化・充実する。 

   また、「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言を踏まえ、検査等業務を行う3部門（検

査業務部、核燃料サイクル施設検査本部、福井事務所）の業務品質管理を一括して行う。 

 

○実施内容 

(1) 機構全体の品質管理の強化・充実策として、理事長の下に「品質管理推進室」を設置する検討を 

    行った。 

 

   (2) 検査三部門の業務品質管理の一括化を図るとともに、品質管理の実効性を確保するため、検査等 

  業務について以下の組織改編を行う検討を行った。 

     ① 検査等業務の一元的・一貫した管理を行うため、組織体制の見直しを行い、検査業務部の下に 

    核燃料サイクル施設検査本部及び福井事務所を設置する。 

     ② 検査等業務の技術的企画業務と品質管理業務の両役割を担っていた検査品質Ｇを、技術的企画 

    業務と検査品質確保に係る業務に分け、それぞれ「検査技術Ｇ」と「検査指導・監督Ｇ」とす 

    る。 

 

Ⅲ．業務運営の効率化   ２. 効率的･機動的な組織運営 

     (1) 機動的・弾力的な組織運営  b. 品質管理の強化 
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１．総合評価 Ⅲ．業務運営の効率化    ２.効率的･機動的な組織運営 

     (2) 業務の質の向上  

○品質マネジメントシステムの改善等 

    「検査等業務についての第三者委員会」の提言を受け、品質マネジメントシステム（QMS）を改

善する等により、業務の質の向上を図った。 

 (1) QM規程の改訂 

 改善したQMSにより個別業務の品質向上が図られていることをQM委員会で確認するとともに、

「検査等業務についての第三者委員会」の提言の趣旨を踏まえ、不適合事象の判断基準の見直し、内

部監査及び外部監査の見直しを図り、QM規程を改訂した。 

 (2) 「外部有識者による品質管理評価委員会」の設置 

   検査等業務、防災業務を含むJNES全体のQMSやリスクマネジメントシステムを維持、改善し、業

務の質の向上を図るため、「外部有識者による品質管理評価委員会」を設置し、意見等を聴取した

（第１回は平成２４年２月２９日）。 

 (3) リスクマネジメントの実施 

   リスクマネジメントについて、各部ごとに潜在リスクを抽出し、そのマネジメント及び成果、取組

状況を理事長ヒヤリングで報告した。 

 (4) 法人文書管理方法の定着 

   全役職員を対象に法人文書研修を実施するとともに、研修資料をJNESのイントラネットに掲載す

るなど、「公文書等の管理に関する法律」に対応した法人文書管理方法の定着を図った。 
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○安全研究に対する外部評価 

 「原子力安全研究評価委員会」の開催 

   平成２3年度にJNESが行った試験研究等の成果 

  及び平成２4年度に行う試験研究等の計画を対象と 

  して、「原子力安全研究評価委員会」を開催し、 

  平成２3年度評価報告書をとりまとめた。 

  ① 平成2３年度の安全研究７２事業*では5段階評価 

(Ⅰ＞Ⅴ)のⅡが1４％、Ⅲが８５％、Ⅳが１％であ 

  り、全体として概ね計画通りの成果を上げながら業 

  務を進めているとの評価された。 

     ＊：NISAが実施した６事業を含む。 

  ② 評価の結果、今後の安全研究計画の修正等に関し、 

規制機関の研究という観点から優先度を付けた計画 

を策定する等、11項目の提言があった。 
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１．総合評価 Ⅲ．業務運営の効率化   ２.効率的･機動的な組織運営 

Ⅰ 年度計画を上回る進捗に加え、安全規制、学
会等に大きなインパクトを与えた  

Ⅱ 年度計画を上回る進捗がある  

Ⅲ 概ね年度計画通りに進捗している  

Ⅳ 成果の質・量が年度計画の想定を下回った 

Ⅴ 成果の質・量が年度計画の想定を大幅に下
回ったか、成果がほとんど得られなかった 

     (3) 第三者評価     
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 (1) 科学的・合理的判断を行うための技術的基盤の整備 

       クロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入 

  等を始めとした安全規制を科学的・合理的に進めるため、 

  安全研究６６事業を実施した。 

   (2) 判断根拠の透明性確保      

   判断根拠の透明性及び科学的妥当性の確保に資するため、 

  2０3件（国際発表７４件、国内発表1２９件）の学会発表、 

  論文発表を実施した。 

 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

 ３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 
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○目的 

 検査等業務、安全審査関連業務などの原子力安全規制活動そのものに位置づけられる業務

の実施に当たっては、科学的・合理的判断の下に行う必要がある。そのために以下の活動を

行っている。 

 (1) 科学的・合理的判断を行うための技術的基盤の整備 

 クロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入等を始めとした安全規制を科学

的・合理的に進めるため、安全研究６６事業を実施した。福島第一原子力発電所事故を踏ま

え、規制機関の行う研究として適切なニーズの展開、優先度の設定、推進側研究との重複回

避等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、24年度安全研究計画に反

映した。 

 (2) 判断根拠の透明性確保 

  判断根拠の透明性及び科学的妥当性の確保に資するため、2０3件（国際発表７４件、  

 国内発表1２９件）の学会発表、論文発表を実施した。 

Ⅲ．業務運営の効率化   ３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施  
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 (1) 一般管理費、事業費の削減  

         本部事務所の統合による事務所経費の削減、ワシントン事務所の管理経費の削減及び 
  IT総コストの削減を実施した。 

 (2) 人件費の削減 

  a. 平成17年度が基準年度の場合、6%以上の削減目標を達成。 

      b. 平成19年度が基準年度の場合、平成23年度までに4％以上の削減目標も達成。 

 (3) 契約の適正化 

  a. 契約監視委員会からの指摘を踏まえて、「役職員の意識改革と意欲的な取組」「関係 
   部署における対応及び連携の強化」「審査の一層の適正化と反映」の３項目を柱とす  
   る改善策を講じることとした。 

  b. 随意契約の件数・金額の割合は、震災の影響及び本部事務所移転に伴い共に増加した 
   が、震災の影響及び本部事務所移転契約を除くと昨年並みに推移した。 

  c. 一者応札は、東日本大震災により福島第一原子力発電所の事故の影響からH23年度は 
   昨年より14.3ポイント増加した。H20年度比では10.7ポイント減の57.3％になった。  

      d. 随意契約割合及び一者応札割合は前年度に比べて増加したが、平成23年度全体の契約 
   請求額に対して、契約ベースで約１５億円節約した。  

 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

  ４．業務の効率化 （１／２） 
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 (4) 事務所等の見直し 

    本部事務所の統合による合理化及び ワシントン事務所の管理経費の削減を行った。  

 (5) 外部能力の活用 

      a. 調査、試験関連業務等におけるデータ入力などは、業務の効率化の観点からアウト 

     ソーシングを実施した。 

      b. 給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業務は専門性が求められることから、 

     効率化の観点からアウトソーシングを継続実施した。 

 (6) 情報化の推進とIT総コストの削減 

    a. 各業務システム及びデータベース郡のサーバ統合環境への移行、 予算執行管理、財務 

     会計等各業務の新システムの運用、電子メール、掲示板等の機能を持つグループウェア  

     運用を開始した。 

      b. サーバ統合環境の整備等により、平成22年度実績比３２％の削減を達成した。  

 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

  ４．業務の効率化 （２／２） 
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○一般管理費、事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・一般管理費：毎年度平均3％減（中期計画目標）を達成 

  ・事業費：毎年度平均1％減（中期計画目標）を達成 

   

 業務経費については、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成2２年１２月７日閣議決
定）に基づき以下の削減を行った。 

  ・ワシントン事務所の管理経費の徹底的な効率利用を行った結果、平成２２年度比３０%の削減 
  をした。 

  ・ JNESの２か所の本部事務所を統合し経費を削減した。 

  ・ＩＴ総コストについて平成２２年度比３０％以上削減をした。 

金額単位：百万円 

Ⅲ．業務運営の効率化  ４．業務の効率化 

＊：期間平均増減比は、平成18年度予算(一般管理費:3,392、事業費：19,085(百万円)を基準として算出。 

 

 

 

区分 

 
 

当中期目標期間 

 
 

平成１９年度 
 
 

平成２０年度 
 
 

平成２１年度 
 
 

平成２２年度 
 
 

平成２３年度 

金額 期間平均
増減比＊ 

金額 期間平均
増減比＊ 

金額 期間平均
増減比＊ 

金額 期間平均
増減比＊ 

金額 期間平均
増減比＊ 

一般管理
費 

3,206 △5.5% 2,817 △8.5% 2,703 △6.8% 2,641 △5.5% 2,521 △5.1% 

事業費
（検査等
除く） 

18,608 △2.5% 18,611 △1.2% 18,408 △1.2% 16,971 △2.8% 16,494 △2.7% 

     (1) 一般管理費、事業費の削減 
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○総人件費 

 福島第一原子力発電所事故の対応業務に 

より時間外労働が増大し、前年度比6.1%の 

増となったが、常勤職員の計画的な採用を進 

めてきたことから、 

(1)平成17年度が基準年度の場合、6%以上 

   の削減目標*1を達成。 

(2)平成19年度が基準年度の場合、 平成23年 

   度までに4％以上の削減目標 *2も達成。 

○対国家公務員指数(ラスパイレス指数) 

 在勤地域・学歴を勘案して102.４となり、 

平成2２年度より、微増した。  

   微増理由は、5２歳以上の者の役職任用など 

の影響による。 

  *1:「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進 

    に関する法律(平成18年法第47号)」に基づく評価 

  *2:「行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)」 

    に基づく評価  

 

Ⅲ．業務運営の効率化  ４．業務の効率化 

ラスパイレス指数(国の給与水準を100とした時の指数) 

総人件費の推移 

36
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44
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48

Ｈ17 Ｈ１８ Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

給
与

・
報

酬
総

額
（
億

円
）

平成２３年度

対国家公務員 120.2

地域・学歴勘案 102.4

     (2) 人件費の削減 
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Ⅲ．業務運営の効率化  ４．業務の効率化 

○契約の適正化に係る活動状況 
  (1) 平成２４年２月「契約監視委員会」開催 
    平成23年12月までの一者応札、随意契約案件の点検・見直し 
  (2) 平成２４年３月「契約監視委員会」３回開催 

 平成23年度において、複数年一者応札・応募となっている案件のヒアリングを実施 
  (3) 平成２４年４月「契約監視委員会」開催 
  ① 平成24年1月～3月に締結した契約について点検 
  ② 平成23年度契約状況に係る点検・見直しのとりまとめを実施 
  
 〔契約監視委員会の指摘事項〕 
   以下の諸事項について検討し有効な対策を速やかに講じること。 
  ① 調達業務及び予算の有効かつ効率的使用に対する役職員の意識改革と意欲的な取り組み 
  ② 候補先の調査・開拓及び複数応札を促す条件などのきめ細かな検討 
  ③ 担当部署に対する入札状況・結果等のフィードバックと検証・総括の実施 
  ④ 分割可能性を含めた契約内容の吟味と一般競争入札、公募などの契約方法の検討  
                                     など 
 
   
    
   上記の契約監視委員会からの指摘を踏まえて、「役職員の意識改革と意欲的な取り組み」、「関係

部署における対応及び連携の強化」、「審査の一層の適正化と反映」の３項目を柱とする改善策を講
じることとし、契約業務の一層の適正化を推進する。        

     (3) 契約の適正化（１／4） 
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○契約監視委員会の指摘を踏まえた改善策 
 

(1) 役職員の意識改革と意欲的な取り組み 

 ①理事長が「業務運営上の重点事項」として契約適正化の推進について定め、取り組む。 

 ②成功事例等の研修実施及び契約状況に関する定期報告・点検を強化する。 

 

(2) 関係部署における対応及び連携の強化 

 ①調達業務担当部署に対し、応札結果に関する情報提供を行い改善策等の対応を検討させる。また、 

  応札への参加が可能な候補者リストを作成し、応札参加への声かけを強化する。 

 ②契約担当部署に対して、改善策の実施状況、成果物（アウトプット）の検収評価、審査委員会に 

  おける審議状況等に関する情報を提供する。 

 

(3) 審査の一層の適正化と反映 

 ①審査員の構成を調達業務担当部署以外から２名当てることとし、一者応札低減への対応状況や仕 

  様書の記載方法等を審査・確認する。 

 ②従来の審査項目に一者応札低減への対応の項目を加えチェックリスト化し、改めて職員に周知徹 

  底を行う。 

 ③応札結果を踏まえ、次回の契約に向けた対応策・改善策を審議・実施する。また、仕様書の記載 

  方法、適合条件の設定方法等についても十分な審査を行う。 

 ④成果物（アウトプット）に関する改善事項や申し送り事項を作成し、次回審査委員会において審 

  議・確認することにより契約手続きの改善を行う。  

Ⅲ．業務運営の効率化 ４．業務の効率化 

     (3) 契約の適正化（2／4） 
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Ⅲ．業務運営の効率化  4．業務の効率化 

随意契約の件数・金額の割合は、震災の影響及び本部事務所移転に伴い共に増加したが、震
災の影響及び本部事務所移転契約を除くと昨年並みに推移した。 

○平成２３年度に締結した契約の状況（随意契約） 
(1) 件数の割合 

※１  は、本部事務所賃借契約。 

(2) 金額の割合 

特殊要因を除くと
昨年度並みに推移 

※２  は、震災及び本部事務所移転関連契約。 
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      (3) 契約の適正化（3／4） 
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Ⅲ．業務運営の効率化  4．業務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○平成２３年度に締結した契約の状況（一者応札） 

(1) 件数の割合 (1) 件数の割合 

  H23年度は、東日本大震災により福島第一原子力発電所 

 の事故の影響からH23年度は昨年より14.3ポイント増加し 

 た。H20年度比では10.7ポイント減の57.3％になった。 

(2) 一者応札割合が前年比増加した理由 

  聞き取り調査の結果から、JNES事業の主な発注先である 

 原子力関連企業が、福島第一原子力発電所事故対応により、  

 事業に応札する業務上の余裕がなかったことが一因と考えら 

 れる。 

(3) 今後の改善への取組 

  契約監視委員会からの指摘を踏まえ、一者応札割合の低減 

 等の改善策として、「役職員の意識改革と意欲的な取り組 

 み」「関係部署における対応及び連携の強化」「審査の一層 

 の適正化と反映」の取り組みを行うこととしており、更なる 

 契約の適正化を推進する。 

(2) 金額の割合 

一
者
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札
割
合

の
更
な
る
低
減

に
向
け
て 
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  (3) 契約の適正化（4／4） 

 随意契約割合及び一者応札割合は前年度に比べて増加したが、平成23年度全体の 
契約請求額に対して、契約ベースで約１５億円節約した。 
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Ⅲ．業務運営の効率化  ４．業務の効率化 

 
○目的 

  「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)を踏まえ、事務 
所等の効率利用を推進する。 

 

○実施内容 
    (1) 緊急時対応の必要性を考慮しつつ、効率的な業務運営を確保するため、２か所の本部事務所を  

  ９月から１０月にかけて統合した。 
  (2) ワシントン事務所について、派遣人件費、通信運搬費、リース料、消耗品費等の節減と効率利 

  用を推進した。 
 

○成果 
    (1) 本部事務所の統合 

   ① 本部事務所経費の削減（事務所賃料の削減に加え、清掃費用は、年間で２分の１まで削減、 
   光熱水量の使用料は、入居後６ヶ月間で ３分の１削減） 

   ② 耐震性の強化、省エネ化（耐震性が高く緊急時対応体制が強化、省エネ推進ビルへの入居に 
   より温室効果ガス排出量が削減） 

   ③ 本館及び別館の統合による業務の効率化（人と物の移動時間が大幅削減し効率化） 

    (2) ワシントン事務所の管理経費の削減 

    H２３年度においては、H２２年度比で管理経費を１０％削減した予算付けを行い、各般の 
  見直しと徹底的な効率利用を行った結果、円高の影響もあり、平成２２年度比３０％の削減を 
  達成した。 

     (4) 事務所等の見直し 
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Ⅲ．業務運営の効率化   ４．業務の効率化 

 

○外部能力の活用 

 (1)  調査、試験関連業務等においてデータ入力などの単純作業は、業務の効率化の観点からアウトソーシ

ングを実施した。 

 (2)  給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業務は専門性が求められることから、効率化の観点

からアウトソーシングを継続実施した。 

○情報化の推進とIT総コストの削減 

 (1) ITコストを削減するため、仮想化技術を活用したサーバ統合環境の構築を完了し、各業務システム及

びデータベース郡をサーバ統合環境へ移行し、運用を開始した。 

 (2) 予算執行管理、財務会計、旅費・経費精算の各業務システムの連携機能強化及び運用経費削減を図る

ため、新システムの運用を開始した。 

 (3) 情報共有による事務処理の効率化のため、電子メール、掲示板、スケジュール、施設予約等の機能を

持つグループウェアの運用を開始した。 

 (4) 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、IT総コス

トを平成22年度比で30%以上の削減を達成するよう、サーバ統合環境の整備、複合機の印刷チャー

ジ単価の削減等により、平成22年度実績比３２％の削減を達成した。  

 

     (5) 外部能力の活用     (6)情報化の推進とIT総コストの削減 
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 (1) 経営機能  

     a. リーダーシップを発揮できる環境整備 

       b. 法人のミッションの役職員の周知徹底 

       c. 組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等     

       d. 内部統制の現状把握・対応計画の作成 

 (2) 監査機能 

       a. 法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

       b. 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

       c. 監査室の行う内部監査 

     d.  QMS内部監査 

 (3) 契約適正化 

 (4) 情報セキュリティ 
 

Ⅲ ．業務運営の効率化  

  ５．内部統制 
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○リーダーシップを発揮できる環境整備 
(1) 重要事項の審議と情報共有が目的の幹部会（役員・各部室長等で構成）の実施。 （1０回開催）  

(2) 理事長をトップに品質保証活動を管理するQM委員会の実施。（２回開催） 

(3) 品質方針、中期計画及び年度計画で定めた成果目標に対する達成状況を評価するための理事長ヒア  

   リングの実施。（設定目標の確認、中間達成状況の確認、最終達成度の確認：３回実施） 
 

○法人のミッションの役職員の周知徹底 
(1) 理事長からの明確なメッセージを的確に全役職員に周知・ 

   徹底するため、理事長訓示を役職員を対象に直接行うと 

   ともに、出張等により直接訓示を受ける機会がなかった 

   職員に向け、全役職員が毎日閲覧する機構内イントラ画面に 

   訓示内容を掲載。  

(2) 上記(1)以外にも業務上必要に応じ、適時に理事長から全役職員 

   に向けたメッセージを発信 （例：緊急事態支援本部長として 

   福島第一原子力発電所事故から1年を迎えるに当って、 

   取組み方針・心構え等をメッセージとして直接各部室長に訓示 

   するとともに、イントラ画面に掲示し全職員に周知徹底） 

(3) 行動規範（品質方針）を役職員に徹底するため、ポスターを 

   全役職員が日々確認可能な場所に配置するとともに、イン 

   トラのトップ画面に掲示し周知。  

 

１．総合評価 Ⅲ．業務運営の効率化  ５．内部統制 

社内イントラトップ画面 

     (1) 経営機能 （１／２） 
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○法人のミッションの役職員の周知徹底（続き）     

    (4) 役員・各部室長等幹部により構成される幹部会において議論した議事を全役職員に周知する 

   ため、議事概要をイントラ画面に掲載。  

○組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等 

(1) 業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議論する理事長ヒアリングを年3回(年初、 

   期中、年度末) 実施。ヒアリングでは各部の潜在的なリスクを明確にするとともに、当面の課題 

   や問題点を適時適切に把握し、必要な指示を行い、その対応状況について確認している。 

   更に次年度の指示事項は前年度の到達状況を踏まえ、制定するなど継続的改善を図っている。 

  (2) 理事長は「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言に対する進捗状況について毎週、 

   ヒアリングを実施し、現状把握を行うとともに適時的確に指示を与えた。   

○内部統制の現状把握・対応計画の作成 

 監査室による内部監査結果、監事監査事項に関わる実態調査も幹部会にて報告・審議されており、 

幹部会の主催である理事長は、かかる場において内部統制上の課題等の把握を行っている。また、 

QM委員会、理事長ヒアリングなどの場においても、理事長が直接、各部室の業務状況等を確認 

することで、内部統制の現状を的確に把握・検証し、必要な措置を指示。 
 

１．総合評価 Ⅲ．業務運営の効率化  ５．内部統制 

     (1) 経営機能 （２／２） 
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○法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

   QM委員会、理事長ヒアリング、幹部会などに同席し、また、理事長訓示内容の確認を通じて理事長
のマネジメントをモニタリングするなど内部統制の現状を的確に把握、評価、必要な措置を講じている。 
 特に、理事長が、組織全体で取り組むべき重要課題を適時的確に把握し、指示事項の周知徹底が適切
に行われているか把握・評価。 

○監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

    監事監査(契約に係るもの)結果の理事長への直接報告及び幹部会での報告： 
 ・閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検及び見直しについて」に基づき設置された、監事 
      及び外部有識者による「契約監視委員会」において、随意契約及び1者応札・応募の改善等 
      契約状況の点検・見直しを実施。 
   ・契約締結決裁書(1000万円超)の回付を受け、チェックを実施。  

○監査室の行う内部監査 

  テーマ ：旅費に関する事務処理、個人情報保護の管理状況に関する実態監査 
  対 象 ：７部門に対し、延べ９回に分けて実施。 
  主な指摘：保有個人情報保護のための適切な管理等 
       なお、指摘の対応を通じて、一層の合理的、効率的業務への自立的な改善を図っている。 

○QMS内部監査 

   ＱＭＳ内部監査については、各部長が自組織を評価するセルフアセスメント方式を廃止し、 
 被監査部門に所属しない監査員のチームによる内部監査方式へ変更することとした 。  
 平成23年3月1日付で、QMS内部監査員辞令を9名に発令。 

１．総合評価 Ⅲ．業務運営の効率化  ５．内部統制 

     (2) 監査機能 
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○契約適正化 

 (1)「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」 (H21年11月17日閣議決定)を踏まえ、契約  

 監視委員会を設け、監事2名と外部有識者2名を委員として、契約の点検・見直しを実施。 

 (2) 平成22年4月には「随意契約等見直し計画」を策定。H23年度は契約監視委員会を４回開催し 

 一者応札・応募案件の低減に向けた取り組みとして、原部署からヒアリングを実施するとともに、 

 契約監視委員会からの指摘を受けて、「役職員の意識改革と意欲的な取り組み」、「関係部署にお 

 ける対応及び連携の強化」、「審査の一層の適正化と反映」等の取り組みを予定しており、更なる 

 契約の適正化を推進。   

○情報セキュリティ 

    (1) 全役職員等を対象に情報セキュリティ研修 

  (e-ラーニング)を実施。  

  (2) 全役職員及び機構内で業務を行う派遣職員を 

 対象に自己点検を実施。 

  (3) JNES内のパーソナルコンピュータがマルウェア 

 に感染していたことが判明した（平成24年５月 

 ２日プレス発表）。平成24年度上期早期に対策 

 を行う。 

Ⅲ．業務運営の効率化  ５．内部統制 

2１年度分 2２年度分 2３年度分 

情報セキュリティ研修（e-Learning）受講率 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

100 100 100 

    (3) 契約適正化        (4) 情報セキュリティ 
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Ⅳ ．自己評価（１／８） 

業務運営の効率化に係る自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

１．人材の確保･育成･ 活用 

 継続して質の高い人材を確保するため、ポストドクターにキャ
リアパスを提供する制度を通年募集型とした。また、昨今の原子
力関連産業の厳しい環境の中、次年度以降も継続した人材確保の
ため、積極的にリクルート活動を展開し、25年度採用予定者20
名程度に対して46名の応募があった。これは活動を行わなかった
一昨年度と比較して２倍程度の応募である。さらに、JNESのOB
職員の有効活用として、OB職員をアドホック的に活用する「原子
力安全人財バンク制度」（平成22年度創設）の浸透を図り、福島
県への原子力技術者派遣、技術情報の英文翻訳及び技術文書査読
などに有効に活用を図った。 
 人材育成では、人材育成戦略ワーキンググループの設置により、
研修等の強化・充実等を図り、新卒採用職員導入研修、マネジメ
ント力向上研修、キャリア開発制度の試運用、中途採用者への研
修の実施、外部機関への研修派遣を行うなど効果的な人材育成に
努めた。今後さらに、これら制度等の維持・向上を図る。以上の
ことから、年度計画を超えた成果を得た。  
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Ⅳ ．自己評価（２／８） 

業務運営の効率化に係る自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

２．効率的・機動的な組織運営 
 
 ○ 組織運営の高度化 
 

 福島第一原子力発電所事故に対して、平成23年度に引き続き、
原子力安全・保安院に適時的確に情報提供を行うとともに、原子
力災害現地対策本部の運営支援班、住民安全班等の取り組みにつ
いても技術支援を行い、年度計画を越えた成果を得た。 
 原子力災害等緊急事態に際し、原子力災害対策本部等に迅速か
つ的確な技術支援を行えるよう「緊急時技術支援室」を、また、
国内の全プラントの運転状態を常時確実に把握できるよう、伝送
ネットワークの状況を24時間遠隔監視する「緊急時ネットワーク
監視センター」をそれぞれ平成24年4月に設置するとともに、防
災対策部の名称を平成24年4月から「緊急事態対策部」に変更す
ることとした。 
 さらに、「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言を
踏まえ、検査等業務を行う３部門の業務品質管理を一括して行う
ため、平成24年４月に「品質管理推進室」を設置するとともに、
検査業務部の下に核燃料サイクル施設検査本部及び福井事務所を
設置すべく組織体制を変更することとした。 

３．効率的・機動的な組織運営 
 ○ 第三者評価の確実な実施 

 原子力安全研究評価委員会を設置し、外部専門家の知見を安全
研究の運営に反映することでより効率的な研究計画の策定や成果
評価を行うことができ、年度計画を達成した。 
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Ⅳ ．自己評価（３／８） 

業務運営の効率化に係る自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

４．科学的・合理的判断に基づ  
      く業務の実施  

 安全研究の実施に当っては、規制機関の実施する研究として適
切なニーズの展開、優先度の設定、推進側の研究との重複回避等
につき、原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、
24年度安全研究計画案に反映した。 
 なお、事業成果の科学的客観性を確保するため、203件の学会発
表、論文発表(目標100件)を行うなど、年度計画を達成した。 

５．業務の効率化  

 福島第一原子力発電所の事故対応を緊急かつ継続的に行うため、
随意契約割合、一者応札の割合が増加したものの、約15億円の節
約が得られた。随意契約割合増加の主要因は事故対応及び事務所
移転によるものであり、この2つの要因に係る案件を除くと、随意
契約件数は平成22年度の49件から45件に減少している。（平成23
年度随意契約件数；96件（うち、事故対応；35件、事務所移転；
16件）） また、総人件費については計画的に低減し、最終中期
目標年度の目標４％減を達成（9.4％減）するとともに、本部事務
所の統合を完了し、移転後は事務所賃料に加え、光熱費等の管理
経費の削減を行った。さらに、公益法人等への会費等の支出の見
直し及び借上宿舎の見直しを開始するなど、年度計画を越えた成
果を得た。 
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業務運営の効率化に係る自己評価は以下のとおりである。 
項目 自己評価 

６．業務・システムの最適化  

 定型的な業務やデータ入力作業については、外部への外注を継
続するとともに、経費の削減についても進めている。また、年度
計画を達成した。公文書の管理に基づき、全役職員を対象とした
法人文書の管理に係る研修を２回開催したほか、法人文書を管理
する情報システムのあり方について検討を行うなど、年度計画を
達成した。 

７．内部統制  

 業務運営方針の議論と掲示事項の通知を行う理事長ヒアリング
において、各部室長やグループ長から理事長は、当面の課題や問
題点を適時適切に把握している。 
 その上で、理事長のリーダーシップ発揮のもと、会議体で直接
に、また、全役職員が毎日閲覧するイントラネットのトップ画面
への掲示などにより全役職員に機構のミッションをより深く浸透
させる取り組みを行うことにより、理事長のリーダーシップによ
るミッションの達成が図られた。 
 また、自律的な監査機能を発揮し、QMSに対する活動の成果を
得ており、内部統制は良好に機能している。以上のことから年度
計画を達成した。さらに、機構全体の品質マネジメントシステム
やリスクマネジメントシステムを維持、改善し、業務の質の向上
を図るため、「外部有識者による品質管理評価委員会」を設置し
た。  

Ⅳ ．自己評価（４／８） 
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Ⅳ ．自己評価（５／８） 

業務運営の効率化に係る自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

８．入札・契約に関する事項 

 規程類は適切に制改正され、契約等の業務はこれらを遵守して
実施されている。契約監視委員会を開催し、競争性のない随意契
約件数、一者応札・応募案件及び高落札率案件の低減に向けた取
り組みとして、原部署からヒアリングを実施した。平成23年度は、
福島第一原子力発電所の事故対応を緊急かつ継続的に行うため随
意契約件数が平成22年度と比較して増加した。この要因は事故対
応及び事務所移転によるものであり、この2つの要因に係る案件
を除くと、随意契約件数は平成22年度の49件から45件に減少して
いる。（平成23年度随意契約件数；96件（うち、事故対応；35件、
事務所移転；16件））また、随意契約の契約金額も平成22年度と
比較して減少しており、年度計画を達成した。   

９．役職員の給与等に関する事 
 項 

 平成23年度は福島第一原子力事故の対応業務により時間外労働
が増大したことなどにより、42.3億円と前年度比6.1％の増となっ
たが、常勤職員の計画的な採用を進めてきたことから、平成19年
度比9.4%減となり、最終中期目標年度の目標とした4%減を達成。 
 なお「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」に基づく基準年度（平成17年度）比は9.7％減（補正
値6.3％減）となり、目標年度（平成23年度）は6％以上の減を達
成。以上のことから、年度計画を越える成果を得た。 
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Ⅳ ．自己評価（６／８） 

サービスの質の向上に係る自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

１．検査等業務 

 原子炉等規制法及び電気事業法に規定される検査等を実施するとともに、

日本原子力発電敦賀発電所等に対し、福島第一原子力発電所事故を踏まえ

た緊急安全対策の実施状況確認等に係る立入検査への協力を行うなど、年

度計画を達成した。 

 また、検査等業務についての第三者調査委員会の報告を受けて、主体性、

独立性の確保の基本方針の検討、検査等業務の役務としての品質の確保、

監査機能の充実、検査員の質の向上及び適正な検査体制の確保について検

討を行い、課題を整理し改善が必要なものについては改善に努めた。今後

も引き続いて改善に努める。 

２．安全審査等関連業  
 務 

 年度計画を達成した。事業者の行った安全評価等の妥当性を緊急に確認

するクロスチェック解析の実施や、福島第一原子力発電所事故への対応と

して、事業者の行った発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価（スト

レステスト）の妥当性確認などを行った。 

 今後も、重要性・緊急性のある事業の予算執行を柔軟に行い、効果的・

効率的な事業運営を図る。 
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Ⅳ ．自己評価（７／８） 

サービスの質の向上に係わる自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

３．防災関連業務 

 福島第一原子力発電所事故に対して、理事長を本部長とする緊急事態支援本部
を設置して24時間の支援体制を構築し、原子力安全の専門機関として、また、機
動性を有する独立行政法人として事故対策に万全を期すよう 

 (1)官邸及び保安院等に対する技術支援のための専門技術者の派遣 

 (2)福島第一原子力発電所の中長期的安全確保に対する支援及び事故の教訓を 
        踏まえた安全対策への支援 

 (3)事故の収束等対策への支援 

 (4)原子力災害現地対策本部機能班への支援 

 (5)住民の一時立入りへの支援 

などを実施し、原子力安全・保安院及び原子力災害現地対策本部の活動を強力に 

支援した。 

４．安全研究・安全情報 

 平成2３年度評価対象７２業務では評価Ⅰとなる業務はなく、評価Ⅱは平成22

年度の評価結果と比較して増加しているものの、過去2カ年間にはなかった評価

Ⅳの業務が1件あった。なお、評価Ⅴはなく、評価Ⅲが約８５%を占めており、

全体として計画通りの成果を上げながら業務が進められている。なお、評価委員

会の提言である、安全研究全体を俯瞰しバランスのよい安全研究計画の策定、組

織全体で横断的に対応できる体制及び仕組みの構築等を踏まえ実施していく。 

 また、シビアアクシデント解析手法を用いて福島第一原子力発電所事故に係る

種々の解析を行い、事故を分析し、原子力安全・保安院の事故対応を迅速に支援

しており、年度計画を越えた成果を得た。 
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Ⅳ ．自己評価結果（８／８） 

サービスの質の向上に係わる自己評価は以下のとおりである。 

項目 自己評価 

５．国際・広報事業  IAEA会合で報告された福島第一原子力発電所事故に関する日本国政

府報告書の作成、翻訳等、さらにはIAEAの福島第一原子力発電所事故

に関する国際専門家調査団訪日及びストレステストレビューミッション

訪日への対応において原子力安全・保安院を支援した。また、IAEA耐

震安全センターの特別拠出金プロジェクトの活動として、機構の耐震安

全研究成果がIAEA Safety Reportに盛り込まれることが承認された。

更に、ベトナム放射線・原子力安全規制庁から職員を受け入れ、人材育

成支援を行うとともに、ベトナムに加え、近い将来に原子力発電の導入

計画のあるインドネシア、トルコ、ヨルダン等の計6カ国から耐震関係

の専門家を招聘し、第2回アジア耐震研修を実施するなど、従来以上の

充実した新興国支援を行い、年度計画を越える成果が得られた。 

 広報業務についても、福島第一原子力発電所事故や機構の業務等に係

ることで、国民及びメディアからの問い合わせに回答し、理解いただく

ことに努めたとともに、機構の事業活動年報を、原子力専門家を読者層

にしていたものから、一般の原子力関係者を読者層にしたものに改訂す

るなど、年度計画を達成した。 
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