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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成２３年度業務実績評価（案） 

１．総合評価 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、 ２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

サービスの質の向上 

検査等業務        （１５％） 

安全審査関連業務      （１５％） 

防災関連業務       （１０％） 

安全研究・安全情報関連業務（１５％） 

国際業務、広報業務    （ ５％） 

業務運営の効率化      （２０％） 

財務内容          （２０％） 

 

 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 
Ａ（４点） 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 

３点×１５％＋３点×１５％＋３点×１０％＋３点×１５％＋ 

４点×５％＋３点×２０％＋３点×２０％＝３．０５点 
Ｂ 

総合評価のポイント 

【各事項の評定のウエイトについて】 

「サービスの質の向上」のうち、防災関連業務については東京電力福島第一原子力発電

所事故の重大性に鑑み、これまでの 5％から 10％に変更し、検査等業務については 20％

から 15％に変更した。 

「業務運営の効率化」及び「財務内容」については、経済産業省所管独立行政法人の業 

 務実績評価の基本方針に基づきウエイトを配分した。 

 

【総合評価について】 

平成23年度においては、東京電力福島第一原子力発電所事故への対応を最優先課題と

し、原子力安全の専門機関として、又、機動性を有する独立行政法人として、事故対応に

万全を期すよう安全審査等関連業務、防災関連業務、安全研究等関連業務、国際業務等を

実行し、原子力安全・保安院等を支援した。また、検査未実施の事例を踏まえ設置した「検

査等業務に係る第三者調査委員会」からの提言を受けて、検査等業務については、主体性、

独立性の確保などに向けて改善に取り組んでおり、概ね業務計画を達成している。 

業務実績に対する評価結果のポイントは、以下のとおり。 

 

 1.サービスの質の向上に対する評価について 

①検査等業務 

 通常の検査等に加え、東京電力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も対応した。一方、検査未実施の事例から指摘
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 された検査業務プロセスの改善に対する取り組みも行われたところであるが、改善

に時間を要するものや継続的に実施するものについては、今後も引き続いて改善に

努めるとしており、引き続きフォローアップが必要である。 

  ②安全審査等関連業務 

東京電力福島第一原子力発電所事故対応として、種々の重要な安全解析・安全審査関 

連業務を実施している。とりわけ、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）の妥当性確認や、原子力災害現地対策本部からの依頼 

事項に的確に対応した点などは評価できる。 

 ③防災関連業務 

事故対策、対応について、関係機関への支援を積極的に行うとともに、中期的な安全

性確保について、適切な安全審査基準の提案、シビアアクシデントの規制要件化、原

子力災害対応の見直しなど技術的に的確なサポートを行っている。 

また、防災に関わる人的支援体制、訓練の強化等のソフト面での充実は図られたが、

オフサイトセンターが具備すべきハード面での要件についても明確化し、充実に向け

た取り組みを行っていくことが必要である。 

 ④安全研究・安全情報関連等業務 

事故への対応に重点化した安全研究プロジェクトの見直しや新たなマネジメントシ

ステムの構築に向けた体制見直しなどを着実に遂行した。 

特に、地震ハザードの評価、津波 PSAなど東日本大震災の教訓を受けた取り組みは 

技術的クオリティの高い業務として実行している。 

限られた時間内で研究を進め、一定の成果をあげている点は評価できるが、今後は、 

防災、廃棄物分野等において、国民が期待する研究成果を提供していくことも必要で 

ある。 

  ⑤国際業務、広報業務 

事故の経験知見を諸外国に積極的に伝える活動は有意義なものであり、また、IAEA

閣僚会議に対する政府の報告書の作成に関しても多いに貢献しており評価できる。 

広報業務においても、安全研究成果の積極的な公表やウェブサイトのリニュ－アルに

より、機構の業務内容とその成果や重要性についての理解を増進するための活動を進

めた結果、ホームページの利用度が大幅に増えるなど成果を得ている。 
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 2.業務運営の効率化に対する評価について 

①東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う業務内容の変化や業務量の増加に対して、

人員配置の調整や予算の組み替えを柔軟に行うなど、原子力安全・保安院等の緊急要

請に迅速かつ適切に対応している。 

②「検査等業務についての第三者調査委員会」等からの指摘を受けて、品質管理推進室

の設置、検査等業務に係る組織体制の見直し、外部有識者からなる品質管理評価委員

会の設置などの体制整備が行われたところであり、これらが適切かつ有効に機能する

ことを引き続き確認している。 

③「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等において指摘がなされている本

部事務所の移転・統合等の事項に対して着実に対応している。また、契約の適正化に

も積極的に取り組んできているが、東京電力福島第一原子力発電所の事故対応を緊急

かつ継続的に行うことの必要性などから、随意契約比率や一者応札案件の比率が昨年

度に比べて増加しているものの、監事監査や契約監視委員会においてその妥当性の確

認が行われている。給与水準及び総人件費については、低減に向けた取り組みが計画

的に行われており、総人件費に関する目標は十分に達成された。 

④内部統制の充実、強化を図るため、昨年度と同様な取り組みに加え、「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のヒアリングの実施や厳格な内

部監査の実施などの取り組みが行われている。 

 

 3.財務内容の改善に対する評価について 

財務内容（当期総利益の発生要因、利益剰余金の内容、運営費交付金債務の内容等）は

適切であり、法人合計として欠損金が発生することもなく、健全な予算管理が行われて

いる。 

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数をＸとす

ると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。 
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２－１．サービスの質の向上（検査等業務） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｃ 

評価のポイント 

・原子炉等規制法及び電気事業法に基づく検査等を実施するとともに、東京電力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。 

・一方、検査未実施の事例から指摘された検査業務プロセスの改善に対する取り組みも行われたところである

が、適正な検査体制の確保など改善に時間を要するものや検査員の質の向上のための研修の充実など継続的

に実施するものについては、今後も引き続いて改善に努めるとしており、これらの状況について引き続きフ

ォローアップしていくこととする。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

○法令に基づく検査等業務 

電気事業法及び原子炉等規制法に規定されている

検査等について、適正な検査を円滑に実施する。

また、経済産業大臣から通知等のあった日以降、

検査員等の指定、検査要領書の策定等を速やかに

行うとともに、検査等終了時における経済産業大

臣への通知については機構が定める標準処理期間

内に適切に実施するよう努める。 

また、経済産業大臣から立入検査を行うよう指示

があった場合には、所定の検査方法により行い、

検査完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報

告する。 

規程、手順書等の見直し、検査等における適切な

進捗管理を行うとともに、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が一体となっ

た検査等の品質の管理体制を構築し、検査等の確

実な実施に努める。 

 

【主な実績】 

○法令に基づく検査等業務 

(1)電気事業法及び原子炉等規制法に規定される検査等を522件実施し、これらに対する検査員の延

べ出張日数は4,664人・日であった。経済産業大臣からの通知のあった日以降又は事業者より申

請があった日以降、資源を活用し適正な検査等業務を実施するとともに、標準処理期間内に処

理するよう努めた。 

(2)経済産業大臣から機構に対し、日本原子力発電(株)敦賀発電所及び独立行政法人日本原子力研

究開発機構高速増殖炉もんじゅに対して、東京電力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について、経済産業省が実施する技術的妥当性を確認する検査への協力の

指示があり、これに基づき立入検査を実施した。立入検査の結果については、完了後速やかに

その結果を経済産業大臣へ報告した。 

(3)機構では、検査の信頼性に対する疑念をもたれるような検査未実施等の問題があったことを受

けて、「検査等業務についての第三者調査委員会」を設置し、取り組み姿勢など様々な問題点を

徹底的に分析抽出した。 

同委員会からの報告を踏まえて、課題を整理し、以下の主体性、独立性確保に向けて改善に取

り組んだ。一方、適正な検査体制の確保など改善に時間を要するものや検査員の質の向上のた

めの研修の充実など継続的に実施するものについては、今後も引き続いて改善に努めるとして

おり、これらの状況については引き続きフォローアップしていくこととする。 

①検査等業務の役務の品質確保の検討 
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○検査員の研修等 

規制体系、検査の実施方法、検査技術・検査施設

に係る高度な専門知識、事業者側からの検査等に

係る事実関係の聴取方法等、検査員として必要な

専門知識、技能を修得させ、研修センターや外部

機関等も活用した効果的な研修計画、研修コース

を策定し、着実に実施するとともに、有効な教育

機材や支援体制を拡充していく。 

 

○新検査制度への対応 

保全プログラムの事前確認のうち、原子力安全・

保安院から機構に依頼される保安規程（保全計画

書）の技術検討業務について、技術検討作業及び

事業者ヒアリング等を的確に行い、新制度の円滑

な運用を図る。また、長期サイクル運転に伴う点

検実施頻度の技術評価が必要となる届出があった

場合、技術評価書の科学的根拠と評価内容の適切

性を確認する。さらに、原子力安全・保安院との

連携を図り、プラント特性に応じた効果的な検査

等を実施する。 

    ・検査部門の品質マネジメントシステムの改善検討 

    ・基本要領、手順等の制定・改廃プロセス及び責任者の役割・権限の明確化 

    ・基本要領、手順等の作成時における理事等のマネジメントレベルの関与強化 

    ・検査員の個別の能力に頼らない管理プロセスの構築及び業務マニュアルの継続的な改善 

    ・検査三部門の業務品質管理体制の改善 

    ・事業者とのヒアリング等の記録等に関する規定の整備 

    ・検査員職務規程の制定、教育・研修による周知 

②検査員の質の向上の検討及び実施 

  ・検査員の能力向上のための体系的な研修の充実 

③適正な検査体制の確保の検討 

    ・人員数や人材構成の適正化 

 

○検査員の研修等 

東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生と、避難住民の警戒区域一時立入支援業務等によ

り、研修の受講日程の確保が厳しい面もあったが、検査等業務の改善に向けた研修など計画外

研修の実施や、新たに公開した 2件のｅ―ラーニング教材での受講を促進した。また、原子力

安全研修センターにおける主要機器模型 5件の追加製作、状態監視保全技術試験設備の改造と

計測システムの構築、振動診断用機材の整備、ｅ－ラーニング教材の製作を行うなど教育機材

の拡充を図った。研修従事率は 5.90％で、中期計画の目標（5％以上）を達成した。 

 

 

○新検査制度への対応 

原子力安全・保安院（以下、「保安院」という。）から機構に依頼された保安規程（保全計画書）

の技術検討業務については、平成23年度は、計102件の保全計画書に対して、技術検討を実施し、

平成24年3月末までに86件の検討結果を保安院に報告した。 

 また、保安活動総合評価については、ＰＩ（Performance Indicator, 安全実績指標）等評価方

法の改善検討を行うとともに、その評価手法に基づいて、試運用に向けて評価を進めた。その上

で、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて防災やシビアアクシデントの評価手法の改善の

取り組みについては、保安院と連携を図っていくこととなった。 
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保安活動総合評価については、技術的課題に対処

し、評価方法の改善を行うととともに、試運用を

適切に実施する。 

 委員評価 

・ 平成 23 年度の必要な検査等業務は確実に実施された。過年度に発生した事例から指摘された

検査業務プロセスの改善について、その対応は図られているが、抜き打ち検査の強化や検査員

倫理厳格化などについては強い意志をもって定着に努める必要がある。 

・ 年度計画は達成されていると判断する。今後、検査業務に係わる検査委員の資質の向上につい

て、継続的に注力することを求めたい。 

・ 平成 23年 12 月に公表された「勧告の方向性」等に基づいて、原子力安全・保安院と連携を図

り、検査制度を積極的に展開した。以前は、検査の結果、問題が顕在する前に未然に防ぐこと

のできる検査事案等があったが、今年度はそうした事案は、特段なかった。しかしながら、規

程、手順書の見直しや検査員のスキル向上のための研修等、着実に成果を出している。 

・ 全体としては、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、年度計画を達成している。一方、「検査等業務

についての第三者調査委員会」をすみやかに JNES 内に設置し、問題点を分析抽出した結果、

組織体制を改めるなど、改善に着手している。 
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２－２．サービスの質の向上（安全審査等関連業務） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ａ、１９年度：ＡＡ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ 

評価のポイント 

東京電力福島第一原子力発電所事故対応のために、当初計画とは異なる業務内容を速やかに実施する必要があ 

ったが、柔軟に対応し、種々の重要な安全解析・安全審査関連業務を実施している。とりわけ、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）の妥当性確認や、原子力災害現地対策本部 

からの依頼事項に的確に対応した点などは評価できる。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

○クロスチェック解析 

法令に基づき事業者から原子力安全・保安院への

許認可申請等に関する解析を実施する。 

 

 

 

○東京電力㈱福島第一原子力発電所事故への対応と

して、原子力安全 保安院から依頼される解析・分

析･評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○クロスチェック解析の実施 

 日本原子力発電㈱から提出のあった東海発電所廃止措置計画認可申請書に係る是正結果の確認 

について、安全評価に係る解析計算の誤り是正の適切性を評価した。その結果、物理データの不 

整合、放射化量修正計算の反映不足、計算式等修正の誤り等不適切な点及び記録書類に誤記が多 

数認められた。保安院へ報告した結果、申請者に再調査の指示が出された。 

 

○東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 

①余震時の耐震安全性確認 

東京電力福島第一原子力発電所 3号機、4号機の原子炉建屋を対象として、余震の耐震安全性

について検討し、原子炉建屋に発生するひずみや応力度は評価基準値以下であることを確認し

た。評価結果は、保安院と「建築物・構造に関する意見聴取会（第 3回）、平成 23年 10月 28

日」に報告した。 

②地震･津波の原因究明 

東北地方太平洋沖地震に因る地震・津波の知見を今後の技術基準等に反映し、全国の原子力発

電所の安全性を向上させるために、同地震・津波の発生メカニズムを究明し、基準地震動や設

計津波水位の策定に係る震源・波源の設定方法に反映すべき知見を整理した。本解析結果の分

析・評価により、東北地方太平洋沖地震の津波に因る原子力発電所間の津波高の相違には、各

サイトの沿岸域の地形に加えて、震源のすべり分布の空間的・時間的な不均一さ（破壊開始時

間の遅れ）が大きく影響していることが明らかになった。これらの分析結果は、「国際原子力

機関に対する日本国政府の追加報告書－東京電力福島原子力発電所の事故について－」（平成



 

8 

 

 

 

○事業者が原子力安全･保安院に提出する発電用原 

子炉施設の安全性に関する総合評価の妥当性確

認支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業者から原子力安全・保安院に報告される新耐 

震設計審査指針に基づく既存原子炉施設等の耐 

震健全性の妥当性に対し、耐震クロスチェック解 

析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

○事故・故障への対応 

国内外の事故・故障事象の安全性への潜在的な 

影響を系統的に分析し、リスク情報を用いた概略

評価を行う。概略評価の結果、重要事象とした事

23 年 9 月）において取り上げられ、日本国政府の報告書及び諸外国に対する情報公開の責務

に貢献した。 

 

○既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の妥当性確認（ストレステスト対応） 

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）として、保安院との合同チーム

にて、事業者作成の報告書の審査を行っている。審査は、設計上の想定を超える、地震・津波・

地震と津波の重畳の事象に対する個々のプラントの頑健性を評価するもので、機構は｢報告書の

精査｣「事業者とのヒアリング」「委員からの意見聴取会対応」「現地調査」「IAEA対応」「審査書

作成」「原子力安全委員会対応」等、技術的な視点から一連の作業を保安院と協同して実施して

いる。 

 

○原子力災害現地対策本部からの依頼事項対応 

・警戒区域から持ち出された車の整備による整備士の外部被ばく線量評価に関する調査 

・警戒区域及び計画的避難区域内での大規模火災の影響評価に関する調査 

・警戒区域内の国道 6号等の通過に伴う車両への放射性物質による影響及び運転手の被ばく評 

価に関する調査 

・周辺住民への被ばく経路別放射線影響評価に関する調査 

 

○事業者より保安院に報告された報告書に対して、以下の耐震クロスチェック解析を実施した。 

①基準地震動 Ssの超過確率に係るクロスチェック解析 

耐震バックチェックの事業者報告書及び保安院・合同WGの審議結果等を分析・整理して地震ハ

ザード解析を行い、事業者の結果と比較し、各事業者結果のハザードレベルの妥当性確認や違

いの要因を分析した。平成23年度は、関西電力(株)大飯発電所及び高浜発電所、北陸電力(株)

志賀原子力発電所の解析を実施した。 

②九州電力㈱玄海原子力発電所 3号機、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 3号機、北海道電力㈱

泊発電所 2号機、関西電力㈱大飯発電所 1～4号機についても、基準地震動 Ssに対するクロス

チェック解析を実施した。 

 

○事故・故障への対応 

国内外の事故・故障事象を対象にして、事象の安全性への潜在的な影響を体系的に分析し、リス

ク情報を用いた概略評価を行った。また、事故・故障事象の安全上の影響分析、重要度評価等か

ら得られる評価データの蓄積及び評価結果の傾向分析を行うために、平成20年と平成21年の事
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象については、詳細な前兆事象評価を行い、安全

性への潜在的な影響、再発防止策の有効性等に関

する定量的情報を原子力安全・保安院に提供し、

事故・故障の再発防止に貢献するとともに、評価

データの蓄積及び評価結果の傾向分析を進める。 

また、安全情報の活用のための枠組みの構築を行 

うとともに、クリアリングハウス機能のスクリー 

ニングの基準の一つとして前兆事象評価の活用を 

進める。 

故・故障事象をもとに、前兆事象の定量評価方法の再構築を図った 。再構築した前兆事象の定

量評価方法を用いて国内の平成20年と平成21年の事故・故障事象（１２５件）の分析を行い、事

故故障事象の傾向分析の項目、方法を選定した。 

ただし、安全情報の活用のための枠組みの構築は、東京電力福島第一発電所事故の影響により、

情報交換会合が開催できないため、次年度に繰り延べた。 

 

 

 

 

 

 

委員評価 

・ 福島第一原子力発電所事故に関連して必要とされた技術的検証は適切に行われた。但し検証結

果について広く国民に理解を得る方策を工夫する必要がある。 

・ 従来からのクロスチェック解析等の法令に基づくものや、今回の福島第一原発事故対応の評価

等さまざまな項目に対する審査が行われている。 

・ 福島第一原子力発電所事故対応のために、当初計画とは異なる業務内容を速やかに実施する必

要があったが、柔軟に対応し、行政の業務遂行に役立った。とりわけ、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）の妥当性確認や、原子力災害現地対

策本部からの依頼事項に的確に対応した点などが評価できる。 
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２－３．サービスの質の向上（防災関連業務） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成）  

１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ｂ、２２年度Ｂ 

評価のポイント 

・東京電力福島第一原子力発電所事故についての事故対策、対応について、関係機関への支援を積極的に行う

とともに、中期的な安全性確保について、適切な安全審査基準の提案、シビアアクシデントの規制要件化、

原子力災害対応の見直しなど技術的に的確なサポートを行っている。 

・また、防災に関わる人的支援体制、訓練の強化等のソフト面での充実は図られたが、オフサイトセンターが

具備すべきハード面での要件についても明確化し、充実に向けた取り組みを行っていくことが必要である。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

○原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）

及び武力攻撃原子力災害が発生した場合には、法

令及び原子力安全・保安院の指示に基づき、原子

力防災に係る以下の業務を実施する。 

①機構本部要員の参集を行い、対処本部を設置し、

原子力安全・保安院緊急時対応センター(ERC)及

び緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセン

ター）に機構の職員を派遣する。 

②オフサイトセンター及び ERC の機器・設備並び

に緊急時対策支援システム(ERSS)の迅速な立上

げ及び運用を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○東京電力福島第一原子力発電所事故への主な対応は、以下のとおり。 

(1)官邸、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)東京電力福島第一原子力発電所の中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 

  ①東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援 

中期的安全確保のための要件、審査基準案等5件（炉注水設備、使用済燃料プール冷却設備、 

滞留水処理設備、瓦礫貯蔵設備、ホウ酸注入設備に係るもの）を保安院へ提示するとともに、 

これを受けて保安院が作成した「中期的安全確保の考え方」に基づき、東京電力から提出さ 

れた「施設運営計画」の妥当性確認を支援 

  ②事故の教訓を踏まえた安全対策への支援 

・事故の技術的知見の収集・評価 

・ストレステストの実施 

・シビアアクシデント対策の具体的な規制要件化 

・原子力災害対策の見直しへの対応 

(3)事故の収束等対策への支援 

・ERSSによる事故進展予測等の情報提供 

・事故緊急対策や環境影響評価のための解析・評価、技術情報の提供 

(4)原子力災害現地対策本部機能班への支援 

  ・事故発生当日、契約している協力会社職員5名がオフサイトセンター（ＯＦＣ）に参集し、
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○原子力防災訓練の支援、原子力防災研修 

地方自治体の防災訓練の支援については、各地方

自治体の要望についての調査により、企画、実施

及び評価の各段階における支援計画を作成し必要

な支援を実施する。支援計画においては別途実施

するオフサイトセンター活動訓練内容との連携を

図る。従来の事故状況及び予測情報の提供、オフ

サイトセンター運営支援等に加え、地方自治体が

開催する講演会での要望の強いテーマ（地域住民

への防災意識の向上等）に講師を派遣する。 

 

○オフサイトセンター機能強化及び緊急時対策支援

システム（ERSS）の維持管理・改善 

衛星通信システムの IP化及び放射線防護資機材の 

再整備について実施する。 

 

設備・機器、衛星通信電話及びテレビ会議システムを維持管理し、現地対策本部の運営を支

援。その後も、1日最大16名の操作員を常時派遣している。 

・住民の問い合わせに対応するために1日当たり職員2名を派遣（平成23年8月頃） 

(5)住民の一時立入への支援 

一時立入支援の準備及び一時立入プロジェクトへの対応を実施 

 

○原子力防災研修･習熟訓練の実施 

地方自治体の防災訓練として、自治体側から要請のあった岡山県、神奈川県、北海道、静岡県、 

島根県、福井県で支援を行った。（自治体側からの要請により異なるが、ＯＦＣ設備操作、模擬 

記者、コントローラー等について実施） 

 

 

 

 

 

 

 

○オフサイトセンター及びＥＲＣの設備更新 

(1)ＯＦＣの機能強化 

複合災害等に対する機能強化対策を以下のとおり実施した。 

  ①平成 23 年度に整備 

生活環境維持機材や非常食料、遮へい機能付防護服、モバイルネットワークシステム、 

代替オフサイトセンター用通信機器等 

②平成 24年度に整備することを計画 

多回線衛星通信システム、統合原子力防災ネットワークの拡充、電源車用の受電盤 

 

(2)緊急時対策支援システム（ERSS）の維持管理・改善 

①ネットワーク異常やサーバの死活監視確認のため、24 時間監視体制及び異常確認後の通報

体制を整備するとともに、停止した場合に公表する仕組みを整備 

②ERSS の伝送多重化など更なる伝送システムの抜本的な強化策について検討を進め、改善案

を取りまとめた。 
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 委員評価 

・ 防災に関わる人的支援体制、訓練の強化等ソフト面では充実が図られたが、オフサイトセンタ

ーが具備すべきハード面での要件についても明確にしていく必要がある。 

・ 事故後の福島第一原子力発電所における中期的な安全性確保について、適切な安全審査基準を

提案しており、これが実際に活用されている。また、原子力発電所の防災を含めた安全性向上

への取り組みとして、事故の技術的知見、シビアアクシデントの規制要件化、ストレステスト

の実施、原子力災害対応の見直しなどについて技術的に的確なサポートを行っている。これら

は、年度計画を越えた成果であると判断できる。 

・ 防災関連では、福島第一原発事故についての事故対策、対応について、関係機関への支援を積

極的に行っており、年度計画は達成したと思われる。 
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２－４．サービスの質の向上（安全研究・安全情報関連業務） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ 

評価のポイント 

・東京電力福島第一原子力発電所事故への対応に重点化した安全研究プロジェクトの見直しや新たなマネジメ

ントシステムの構築に向けた体制見直しなど年度計画は着実に遂行された。 

・安全研究のなかでも地震ハザードの評価、津波 PSA など東日本大震災の教訓を受けた原子力発電所の安全性

向上への取り組みにおいて、技術的クオリティの高い業務を実行している。 

・これら事故対応案件については、限られた時間内で研究を進め、一定の成果をあげているが、今後は、防災、

廃棄物分野等において、国民が期待する研究成果を提供していくことも必要である。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 
１． 発電炉・新型炉分野 

 

○既設原子炉施設の高経年化対策技術評価、新検査

制度整備に係る検討、MOX 燃料及び高燃焼度燃料の導

入に向けた審査に係る検討、もんじゅ再起動に向け

た審査・検査等に係る解析手法等の整備及び原子炉

施設に係る規格基準整備のための調査、解析、試験

及び研究を実施する。また、クロスチェック解析等

に使用するコードの整備等を行う。 

 

○国内外の原子炉施設等の安全に関する情報を収

集・整理する。 

 

１．発電炉・新型炉分野 

【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 23年度に機構が行った安全研究事業を対象とした評 

価を実施している。発電炉・新型炉分野では、22テーマが評価対象であり、そのうち 2テーマ 

が「Ⅱ（Ⅰ＞Ⅴ）」の高い評価を得た。「設計・建設段階の規制に必要な安全評価手法」について、 

この研究が日本の高速増殖炉をリードするといっても過言ではないとの評価を受けている。 

 「福島第一原子力発電所に係る調査と分析・評価」について、未曾有の東京電力福島第一原子力 

発電所事故に対応して、非常に重要な仕事で迅速に、また困難な環境の中できちんとした成果を 

出せたことは高く評価できるとの評価を受けている。 

 

○国内外の原子炉施設等の安全に関する情報を収集・整理 

①国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報告等を基に約 

1,200件、運転計画情報については、事業者から国へ報告された運転計画届出を基に約490件の

情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

海外原子炉施設等の運転特性情報については、IAEA-発電用原子炉情報システムを基に約60基

の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

放射線管理情報については、保安院がプレス発表した放射線業務従事者線量等報告書、放射線

管理等報告書及び再処理施設における環境放射線管理報告を基に 370 件の情報を収集、整理
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し、データベースを整備更新した。 

②法律報告に至らない軽微な事象については、原子炉施設情報公開ライブラリ「ニューシア」に

登録されている情報から、必要な教訓を得るために、事象別の階層クラスタモデルを構築して、

マイニング技術を適用する手法を検討し、システムとしての開発を開始した。 

③欧州のストレステストに係る情報を収集し、保安院を始めとする関係者に提供した。また、こ

れらの他にストレステストに係わる情報一般を幅広く収集し、関係者に提供した。 

・ストレステストの仕様（欧州規制機関への訪問確認） 

・事業者の中間/最終報告書 

・規制機関の中間/最終報告書 

・国別レビューに関する情報 

特に、規制機関の最終報告書については、その概要/結論及び評価に基づく改善計画に関して

17 ヵ国全てについて分かりやすく纏めた。米国については、ＮＲＣ内に設置されたタスクフ

ォースやこれに関連する部署の動きに関する情報を収集し、関係者に提供した。 

 委員評価 

・ 事故対応案件については限られた時間内で研究を進め、一定の成果をあげたと考えられるが、

防災、廃棄分野等において国民が期待する研究成果を提供していく必要がある。 

・ 多方面にわたる研究開発計画を適正にマネジメントしている。今後、安全研究の立案にあたっ

ては、政策ニーズ、福島第一原子力発電所事故を含めた現場のニーズなどをより一層的確にく

み取ることに注力頂きたい。 

・ 福島第一原発事項を踏まえて、安全研究テーマについては、優先度の見直しを行った。その中

には、事故発生後の安全研究といった全くの新規テーマも含まれており、安全研究については、

全般的に年度計画を達成する成果があったと思われる。 

・ 「福島第一原子力発電所に係る調査と分析・評価」について、未曾有の東京電力福島第一原子

力発電所事故に対応して、非常に重要な仕事で迅速に、また困難な環境の中できちんとした成

果が出されたことは高く評価できるとの評価を受けた。 

 

２．核燃料サイクル・廃棄物分野 
 

○核燃料サイクル施設及び廃棄物処分に係る検査・

審査の基盤及び規格・基準の整備、核燃料サイク

ル施設の規制に係るリスク情報の活用、廃止措

置・クリアランスに係る規制整備等の対応などを

２．核燃料サイクル・廃棄物分野 
【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 23年度に機構が行った安全研究事業を対象とした評価を 

実施している。核燃料サイクル・廃棄物分野では、16テーマが評価対象であり、全テーマが概ね 

計画どおりの「Ⅲ」の評価を受けている。 
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実施する。 

また、国内外のトラブル及び運転に係る情報並び

にストレステスト等海外の規制に係る情報の収

集、整理、分析、評価を実施する。 

 

運転中の再処理施設の緊急安全対策及び再処理・加工施設のストレステストに関し、下記ア～ウ

の資料を作成した。 

ア 「設計上の想定を超える事象」の選定とその対策の考え方を明確にし、当該事象の審査基

準案及び解説書案を作成 

イ 上記ア及び検査中の再処理施設の緊急安全対策に係る審査基準案を基に、運転中の再処理

施設の緊急安全対策に係る審査基準案及び解説書案を作成 

ウ 上記ア、発電炉のストレステスト及び仏国の核燃料サイクル施設のストレステストに関す 

る情報を参考に、再処理施設及びウラン加工施設のストレステストの審査の視点（案）を 

作成 

 

検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関し、これまでの確率論的安全評価（PSA）手順整

備の成果を活用し、下記2項目に関連する審査基準案を作成した。 

・高レベル廃液貯槽等の崩壊熱の除去が必要な設備及び水素の排気が必要な設備の特定 

・交流電源供給機能等喪失時から高レベル放射性液体廃棄物等の沸騰及び水素濃度の可燃限 

界濃度に達するまでの想定時間の評価 

 

○クリアランス制度運用状況調査として、昨年度整備した不測事態対応マニュアルを東京電力福島 

第一原子力発電所の影響を受けた災害廃棄物の放射能濃度測定において活用したことから、現場 

測定での課題等をフィードバックした改訂版を整備した。 

 

 委員評価 

（特にコメントなし） 

 

３．基盤技術分野 

 

○耐震対応に係る分野として地震・地震動・津波評

価手法の高度化、土木・建築構造物の評価手法の

高度化などを、人的要因・組織要員に係る分野と

して保安活動における人間・組織面の分析・評価

に係る基盤の整備などを実施する。 

また、リスク情報活用に係る分野として安全規制

３．基盤技術分野 
【主な実績】 

○原子力安全研究評価委員会において、平成 23年度に機構が行った安全研究事業を対象とした評 

価を実施している。基盤技術分野では、28テーマが評価対象であり、そのうち 8テーマが「Ⅱ 

（Ⅰ＞Ⅴ）」の高い評価を得た。一方、１テーマが「Ⅳ」の評価となった。 

「シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能の維持に関する研究」について、かつて事故 

時の水素処理は不要としており、根拠を明示した研究は貴重であるとの評価を受けている。 

 また、「火災防護対策の高度化に係る調査・試験」について、事業者の自主保安では国民の理解 

はもはや難しい、火災防護対策については国が一定の評価を行う必要があるとの評価を受けてい 



 

16 

へのリスク情報活用に係る検討などを、原子力防

災、環境影響に係る分野として、事故・復旧対策

に係る検討、アクシデントマネジメント（AM）知

識ベース整備などを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 「地震に係わる残余のリスク関連研究項目」について、東京電力福島第一原子力発電所事故以降 

の社会の見る目は相当に厳しい。この厳しさを考えれば、従来どおりの手法への反省的な視点も 

必要で、リスク評価全般のあり方を再構成する必要があるとのコメントを受けている。 

 

東北地方太平洋沖地震による地震動の発生メカニズムを解明するために、観測された長周期地震 

動及び短周期地震動を用いてそれぞれの特性を反映した震源断層モデルを推定した。これらの解 

析結果は、国際原子力機関（IAEA）に対する日本国政府の追加報告書（平成 23年 9月）や保安 

院の地震・津波に関する意見聴取会等において報告された。 

 

事後・復旧対策に係る検討として、実際に福島第一原子力発電所で行われている対応を見据えな

がら、海外事例を調査して今後の実施内容案を作成した。 

また、ERSS の可視化システムのプロトタイプを完成し、東京電力(株)福島第一原子力発電所 3

号機、関西電力(株)高浜 3号機の全電源喪失時の可視化を行うとともに、表示機能の利便性向上

に向けた改善提案を行った。 

 

アクシデントマネジメント（AM）策やシビアアクシデント（SA）対処設計の技術的妥当性や有効 

性等の評価、判断基準の策定等に必要な AM及び SAに係る最新の試験研究データ及び知見、技術 

的根拠等を整備し、今年度は、これまでに整備したシビアアクシデント解析手法を用いて東京電 

力福島第一原子力発電所事故に係る種々の解析を行い、事故を分析し保安院の事故対応を迅速に 

支援した。これらの成果は、福島事故に係る IAEA 報告や福島事故緊急時対策、国内のストレス 

テスト対応に有効に活用された。また、これまで AM知識ベース整備の一環として進めてきたシ 

ビアアクシデントの規制要件化検討の成果が、東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に具体 

化されつつある法制化に活用された。 

                                     

 委員評価 

・ 地震ハザードの評価、津波 PSAなど、東日本大震災の教訓を受けた原子力発電所の安全性向上

への取り組みにおいて、技術的クオリティの高い業務を実行している。これらを含めた取り組

みは年度計画を越えた業務の達成状況であると判断する。 
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４． 防護対策分野 

 

○核物質防護審査・検査の支援として、海外規制動

向・テロ事案等の調査・分析、並びに海外規制情

報及び防護システム関連データ等の調査・分析を

行う。 

 

 

 

 

 

 

○技術ガイドの整備・充実として、原子力安全・保

安院と連携して、原子力機構の核不拡散・核セキ

ュリティ総合支援センターを通じた核セキュリテ

ィ分野の人材育成等の支援活動をする。 

４．防護対策分野 

【主な実績】 

○海外における核物質防護検査に係る規制情報、防護訓練等に係る国内外の技術情報等について、

保安院が行う核物質防護検査制度の充実等の検討に資するために調査・分析結果を提供した。 

また、保安院が行う枢要区域選定に係る検討に資するために、妨害破壊行為の対象となる重要設

備の配置上の影響を検討した。 

更に、海外規制動向やテロ事案等を調査・分析し、保安院が行う設計基礎脅威に係る検討に資す

るために調査・分析結果を提出した。 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた実用炉規則改正の検討に資するために、原子力発

電所設備の防護対策要求に係る評価・分析結果を提出した。 

 

○機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センターが実施している核セキュリティに関する研

修会の研修教材の作成及び講義を通じて、我が国が行っているアジア諸国の人材育成を支援し

た。 

 委員評価 

（特にコメントなし） 

 

５． その他 

 
○高経年化対策業務、廃棄物関連業務等、原子力を

巡る情勢を踏まえた喫緊の課題に重点化する。その

他業務については、廃止を含めた積極的な見直しを

行い、前年度と比較し経費縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 

【主な実績】 

○東京電力福島第一原子力発電所での事故を踏まえた優先度の見直しの観点から、必ずしも緊急性

が高くないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉心に向けた燃料技術、地層処分の規制要件の

検討等の研究項目など9つのプロジェクトについて平成23年度の実施を凍結し、また、東京電力

福島第一原子力発電所４号機の事故状況に鑑みて、同号機から試験体として提供を受ける予定で

あった高経年化対策に関する1件のプロジェクトを中止するとともに、新たな規制ニーズへの資

源展開による修正として、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて緊急に１年で実施する

7件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題に対処するために実施すべき15件の研究プ

ロジェクトを立ち上げるなど、計画の最適化を図った。 

また、研究開発段階炉に関する安全研究計画については、新たに策定される原子力政策大綱を踏

まえ、平成24年度中の実施も含めて再設計を行うこととした。加えて、安全研究テーマの抽出を

行うための基礎・基盤研究については平成23年度で廃止した。 
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○安全情報業務の実施に当たっては、収集情報を精

査した上で、より重要度の高いものに重点化すると

ともに、安全情報データベースの体系を見直し、デ

ータ入力コストを削減すること等により、業務の効

率化に務める。 

さらに、平成24年度からは、企画部・安全研究担当に安全研究実施の5部門（検査評価部、緊急

事態対策部、原子力システム安全部、核燃料廃棄物安全部及び耐震安全部）へ新たに配置した企

画戦略役及び企画部次長（安全研究担当）を加えた新体制で、組織横断的及び分野横断的に安全

研究の運営を実施していくこととしている。 

企画戦略役は、プロジェクトの進捗状況、外的条件の変化及び遂行上の課題を常に確認し、研究

成果目標の確実な達成及び研究成果の安全規制への反映へ向けて研究担当を適切にサポートす

る。 

 

○安全情報データベースの登録作業内容をチェックし、不要な登録作業や効率可能な箇所をピック

アップして、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 24 年度の登録作業予算を前年度

比で約 40%減とした。また、既存のデータベースを機構内のポータルサイトで閲覧可能にするな

ど、データベースへのアクセスを容易にし、利便性を向上させた。 

 委員評価 

・ 福島第一原発事故への対応、プロジェクトの見直し、マネジメントシステムの改革などを含め、

年度計画は、着実に遂行されている。 
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２－５．サービスの質の向上（国際業務、広報業務） 

評定結果 
Ａ（質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

・世界の今後の原子力安全確保に向けて、事故の経験知見を諸外国に積極的に伝える活動は有意義なものであり、

また、IAEA閣僚会議に対する政府の報告書の作成に関しても多いに貢献しており評価できる。また、ベトナム

をはじめとするアジア諸国に対する協力・支援を幅広く進めており、国際協力、国際展開の点で多大な成果を

得ている。 

・広報業務においても、安全研究成果の積極的な公表やウェブサイトのリニュ－アルによるアクセス性や検索シ

ステムの改善等にも取り組み、機構の業務内容とその成果や重要性についての理解を増進するための活動を進

めた結果、ホームページの利用度が大幅に増えるなど成果を得ている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

１．国際業務 

 

○海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

(a)海外の原子力安全規制情報調査等 

(b)我が国の原子力安全に係る情報の提供 

我が国における運転状況、事故・故障情報、規

制動向等の原子力安全及び安全規制に係る情

報及び機構の活動に関する情報を海外に発信

する。 

 

○二国間・多国間の協力枠組に基づく各種活動を行

う。また、国際条約等の義務の遂行に係る活動を

行う。 

 

 

 

１．国際業務 

【主な実績】 

 

○東京電力福島第一原子力発電所事故の国際的な知見共有のため、保安院の情報発信を技術的に支援

するとともに、世界の原子力安全の向上に貢献するため、海外の技術支援機関（TSO）等と技術的

な情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

○IAEA 安全基準の整備支援（IAEA 安全基準の強化） 

機構が主催する検討会、分科会及び職員による分析・検討を通じて、IAEA 安全基準の強化に向け

た活動に貢献した。 

IAEA 国際耐震安全センターの特別拠出金プロジェクト（EBP）事業への貢献 

各々のテーマに係る技術文書を 2012 年から 2014年に作成することを提案し、承認された。 

  また、福島第一原子力発電所事故による津波に係る教訓及び情報発信に係る教訓を国際的に発信 



 

20 

 

 

○近隣アジア諸国等に対する協力・支援（研修等）

を行う。 

 

 

 

 

２．広報業務 

 

機構の業務内容とその成果や重要性についての理

解の増進に資するよう広報戦略を見直すとともに

適切な広報手段を活用して、効率的かつ効果的な

広報活動を推進する。 

し、IAEAの EBP活動に貢献した。 

 

○新規導入国支援 

 ａ．ベトナム向けインテンシブ研修の成果として、LOCA 解析に関し指導員レベルに到達する等、

規制機関（VARANS）の原子力安全規制基盤の能力向上に貢献した。 

 ｂ. 原子力発電所の新規導入を計画しているアジア諸国の耐震安全の専門家に対し、東京電力福島

第一原子力発電所事故で得られた知見を伝え、安全規制の理解を深めた。 

 

２．広報業務 

【主な実績】 

①東京電力福島第一原子力発電所事故に関する情報発信として、保安院のコールセンターへの専門

家の派遣、メディアによる取材への対応及び福島第一原子力発電所事故の機構の取組に関するシ

ンポジウムの開催を実施した。 

②安全研究により得られた成果、規制課題に必要な規制ツールの整備状況及び規制活動へ反映する

事項を「安全研究年報（平成 22 年度版）」としてまとめ、発行するとともに、機構ホームページ

に掲載した。 

③JNES ウェブサイトの全てのヒット数を把握できるようにしたほか、原子力ライブラリのウェブ

サイトをリニューアルし、アクセス性、検索システムの改善等を図った。今年度のホームページ

の利用度は昨年度より４割程度増加しており、ホームページを利用した問合せ等も増加している

ことが分かった。また、技術情報カテゴリーに「分野別成果報告書」を新たに設けるとともに、

速報性をもった報告書を掲載するカテゴリーを新たに設置した。 

④原子力安全規制に係る行政関係資料、原子炉施設の事故・故障報告書、試験・研究等成果報告書

等を収集し、原子力ライブラリにて公開した。また、原子力ライブラリについては、２４年度中

の入館方式の廃止を検討し、平成２４年７月からは毎週水曜日を休館日とし電子化の作業に充て

ることとした。 

 

 委員評価 

・ 事故の経験知見を諸外国に積極的に伝える活動は世界の今後の原子力安全確保に向けて有意義

なものであり、評価できる。広報業務については、広報対象を原子力関係者に限らず国民全体に

広げていく余地が残されていると考えられる。 

・ 今年度も前期以前同様に海外向けに原子力に対する適正な情報発信や啓蒙活動があったと思わ
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れる。 

・ 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、

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・保安院を支援している。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。 
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３．業務運営の効率化 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ａ 

評価のポイント 

・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う業務内容の変化や業務量の増加に対して、人員配置の調整や予算の

組み替えを柔軟に行うなど、独法のメリットである機動的・弾力的な組織運営を図ることで、原子力安全・保

安院等の緊急要請に迅速かつ適切に対応している。 

・「検査等業務についての第三者調査委員会」等からの指摘を受けて、業務品質の向上等を図るため、品質管理推

進室の設置、検査等業務に係る組織体制の見直し、外部有識者からなる品質管理評価委員会の設置などの体制

整備が行われたところであり、これらが適切かつ有効に機能することを確認している。 

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等において指摘がなされているワシントン事務所の管理経費

の削減、本部事務所の移転・統合、ＩＴ総コストの削減などが着実に実施されている。また、業務経費等の削

減を図る観点から、物品及び役務の調達等については、一般競争入札への移行を積極的に進めてきたところで

あるが、平成 23年度は東京電力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ことの必要性などか

ら、随意契約比率や一者応札案件の比率が昨年度に比べて増加しているが、監事監査や契約監視委員会におい

てその妥当性の確認が行われている。給与水準及び総人件費については、低減に向けた取り組みが計画的に行

われており、総人件費に関する目標は十分に達成された。 

・内部統制の充実、強化を図るため、昨年度と同様な取り組みに加え、「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のヒアリングの実施や厳格な内部監査の実施などの取り組みが行われている。 

 

＜総論＞ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．人材の確保・育成・活用 

○人材確保 

人員構成を勘案し、総人件費の削減目標に基づく

 

【主な実績】 

○人材の確保 

組織的な実務能力の継承、人員構成の適正化のため、人件費にも配慮しつつ新規学卒者及び中途者
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削減の着実な実施を図りつつ継続的に新規学卒者

の採用を行うとともに、中堅層を主とした中途採

用及び出向受入れを行うことにより、優れた専門

的知識と豊富な経験を持つ人材の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

○人材育成 

職員の能力及び専門的知識の維持・向上を図るた

め、職員が自らの能力開発及び成長の過程を俯瞰

できる代表的なキャリアパスを策定し、これを踏

まえた計画的な人材育成プログラムを開発し試行

する。 

新規学卒者等については、入構後２年間の導入教

育期間における研修計画を策定しこれを実行に移

すとともに、適宜フォローアップを行うことで、

効果的な人材育成を図る。 

また、平成22年度に引き続き、内部統制の強化を

図るとともに機構職員として業務遂行に必要な知

識・技能の習得・向上を図るため一般研修を充実

する。なお、一般研修への参加目標については一

人当たり平均3回以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

の採用を行った結果、平成 23 年度の新規学卒者は 6名及び中途採用者は 33名を確保するとともに、

出向受け入れを行い、機構の業務展開に必要な部署に配置した。 

優秀な人材を確保する制度として、若手博士号取得者（ポスドク）にキャリアパスを提供する制度

（特定雇用職員）を通年募集型とした。 

また、積極的にリクルート活動を行った結果、平成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。更に、次年度以降

の人材確保のため、昨今の原子力関連産業の厳しい環境の中、継続して質の高い人材を確保するた

め、大学等の企業セミナー等への参加及び当機構独自の説明会において100名以上の学生の参加があ

った。 

 

○人材の育成 

職員が自らの能力開発及び成長の過程を俯瞰できるよう、機構の業務分野を基に、シンクタンク型

（試験、研究、解析、調査業務等）、検査員・審査員型及び企画管理型の3つの代表的なキャリアパス   

を策定した。また、入構時から技術伝承期までのキャリアパスを俯瞰した人材育成プログラムを開 

発し、入構10年目までの若手職員を対象としたキャリア面談制度の試運用を9名について実施した。 

新規学卒採用者については、2年間の導入教育研修計画に基づき、原子力基礎技術研修（47時間）、

原子力安全研修センターでの原子力発電所主要機器基礎研修、原子力・放射線入門講座（JAEA主催）

の現場研修に加え、所属部門でのOJTを実施した。育成状況は、アンケート及び業務状況報告で適宜

確認するとともに、意見交換会及び研修報告会を開催し、確認した。 

中途採用者については、原子力基礎技術研修等の受講に加え、配属部署におけるOJTを実施し、それ

ぞれのキャリアパスに応じた育成を実施した。 

職員の人材育成については、管理者としての意識及び能力の向上を図るため、グループ長研修を実

施した。 

また、外部関係機関等を活用した研修として、原子力発電プラントへ2年間の予定で研修対象者を派

遣し、効果的な人材育成に努めた。 

役職員全員を対象とした一般研修として、個人情報保護をテーマとしたコンプライアンス研修、e

ラーニングによる倫理研修に加え、新たに技術者倫理研修、法人文書研修、トラブル防止研修等を

実施し、内部統制の強化と知識・技能の習得・向上を図った。 

その他の研修として、国際業務への対応のために英語学習の支援、若手職員向け米国短期研修の実

施、英語塾の開設等により基礎語学研修の充実に努めるとともに、新たに、上級者向けの実践的な

語学研修として、英語ビジネススキル研修を実施した。なお、一般研修には一人当たり平均6.2回の

参加を得て、職員の知識・技能の向上を図った。 
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○人材活用 

昇任・昇格制度（平成20年4月施行）を適切に運用

し、業務実績を反映した適切な評価を行うことに

より、組織上有為な人材の活用等を図る。 

また、専門性調査や希望調書の活用等により、組

織内の適材適所の配置等を図る。 

 

 

○人材活用 

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。さらに、人事

異動時に専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配置等を図った。 

また、機構の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。 

 

 委員評価 

・ リクルート活動の強化が人材確保の上で成果を上げている。高度の技術的スキルを保有すること

が必須の組織であるので、既成概念にとらわれず、多用な手段を用いて必要な人材を獲得する必

要がある。 

・ 新卒採用は、年齢構成の適正化が必要な機構にとって喫緊の課題である。この点に関し、大学へ

のリクルート活動の強化を通じて、新卒者の採用ルートの確保に成功しつつある。これは、年度

計画を越えた成果であると判断する。その他、人材育成や活動については、年度計画が着実に遂

行されていると判断する。なお、人材育成については、職員の「地力」を向上させる一層の取り

組みを求めたい。 

 

２．効率的・機動的な組織運営（ただし、内部

統制に係るものを除く。） 
 

○組織運営の高度化 

原子力安全行政上の要請を分析、把握し、必要に

応じて組織、人員配置の見直しを行う。 

新興国の支援等、国際活動を戦略的に展開するた

め、国際業務の機動性を確保する。このため、国

際室の体制整備を進める。 

溶接検査の不備に係る再発防止対策として、検査

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

 

 

【主な実績】 

○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」を平成 24年 4月に設置することとした。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時間常時遠隔監視する「緊急時ネットワーク監視

センター」を平成 24年 4月に設置することとした。 

 また、新興国支援等、国際活動を戦略的に展開するため、平成 23年 5月に国際室に計画グループ、

国際協力グループ及び新規導入国安全支援センターを設置し、国際室の体制整備を行った。 

さらに、外部の有識者から構成される「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
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して行うように体制を変更する。 

 

 

 

○第三者評価、内部監査等の確実な実施 

原子力安全研究評価委員会を設置し、原子力安

全・保安院及び機構が実施する安全研究計画の策

定を行い、規制課題との適合性、緊急性の観点で

の評価を受ける。また、安全研究計画に基づき実

施する個別の安全研究プロジェクトについて、進

捗管理、研究成果について評価を受ける。 

この結果を踏まえ、必要な見直しを迅速に行う。 

業務執行部門から独立した組織（監査室）による

内部監査を実施する。 

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。なお、平成

24年4月から検査業務部の名称を検査評価部に変更する。 

 

○平成22年度に機構が行った試験研究等の成果及び平成23年度に機構が行う試験研究等の計画を対象

として、平成23年度に原子力安全研究評価委員会を開催し、平成22年度評価報告書を取りまとめた。 

平成22年度評価報告書の提言により、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた東京電力福島第一原子

力発電所での事故を踏まえた新たな規制ニーズへの展開による修正として、緊急に1年で実施する７

件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題に対処するために実施すべき15件の研究プロジ

ェクトを立ち上げた。一方で、必ずしも緊急性が高くないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉

心に向けた燃料技術、地層処分の規制要件の検討等の9つのプロジェクトについて平成23年度の実施

を凍結した。また、東京電力福島第一原子力発電所4号機の事故状況に鑑みて、同号機から試験体と

して提供を受ける予定であった高経年化対策に関する1件のプロジェクトを中止した。 

 また、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。 

 

 委員評価 

・ 事故後の業務内容の変化および業務量の増加に対し不足なく対応した点を評価する。 

・ 福島原発事故を受けた、組織的な機動性を確保した運営はそれぞれの部署の設置等に見られる。

効率的な研究計画策定や成果評価が外部も活用して、実現できているため、計画を超えた成果が

あったといえる。 

 

３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

行動規範を踏まえて、科学的・合理的な判断の下

に原子力安全規制の基盤的業務を行う。また、判

断根拠の透明性を確保するために必要な情報の公

開、発信を積極的に行うよう努める。 

なお、学会発表、論文発表については年間100件以

上を確保する。 

 

 

 

【主な実績】 

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。そのための技術的基盤の整備としては、ク

ロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入をはじ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事業を実施している。その際、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、平成24年度安全研究計画案に反映した。 

また、判断根拠の透明性及び科学的客観性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行

うよう努め、203 件（国際発表 74件、国内発表 129件）の学会等での発表、論文発表を行った。 
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 委員評価 

・ 年度計画を大きく越えた研究成果の発表が行われており、JNES における研究開発活動が活発であ

ることが伺われる。 

・ 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

等に関して、原子力安全研究評価委員会の意見を反映している。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、論文発表を行った。量の点で、年度計画を超す成果を上げている。 

 

４．業務の効率化（ただし、内部統制に係るも

のを除く。） 
 

○行政支出見直し計画（平成21年6月）に基づき、物

品、役務の調達等については、競争入札の活用に

よるコストの軽減を継続して進め、業務経費等の

削減に努めるとともに、公正性の確保にも努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○業務経費等の削減 

平成 23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組として、原部

署からヒアリングを実施した。 

さらに「随意契約等見直し計画」の実施状況についてのフォローアップを行った。平成 23年度にお

いては、東京電力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

増加した。また、原子力関連事業者が東京電力福島第一原子力発電所事故の対応に重点化を図った

ため、機構の入札公告への応募の意欲があっても対応が取れない等の理由から、一者応札案件の比

率が増加した。平成 23年度の契約状況は以下のとおり。 

①契約総件数における「競争性のない随意契約」の件数比率は、平成 22 年度の 9.0％から 10.9

ポイント増加し 19.9％となった。（※） 

②一般競争入札における一者応札の件数比率は、平成22年度の43.0％から14.3ポイント増加し

57.3%となった。(平成20年度実績68.0％) 

③一般競争入札において競争性が高まり、平均落札額が平成 22年度の 7１.6％から 5.5ポイント

増加し 77.1％となったが、契約ベースで約 15億円の経費が削減された。 

 

（※）平成 23 年度の随意契約件数は 96 件となり、平成 22 年度件数（49 件）より大幅に増加している。

その要因は、東京電力福島第一原子力発電所の事故対応案件（35 件）及び事務所移転関連案件（16 件）

によるもので、この 2 つの要因を除くと随意契約件数は 45 件となり、平成 22年度件数より低減している。

また、随意契約による契約金額も平成 22 年度の 1,798,845 千円（49 件）に対し、582,615 千円（45 件）

と減少している。 

 

○ワシントン事務所については、平成23年度においては、平成22年度比で管理経費を10％削減した予
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○「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、機構 

の２か所の本部事務所統合の検討を行うととも

に、ワシントン事務所については、管理経費の削

減等、効率利用を図る。また、機構の管理・業務

支援等のIT総コストについて、平成22年度実績比

30%以上の削減を達成する。 

   

○総人件費について、平成23年度までの削減目標に 

基づく削減の着実な実施を図るために、計画的な 

中途採用を進めるとともに、雇用のあり方や役職 

員の給与に関して必要な措置を検討する。 

 

 

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。 

また、機構の管理・業務支援等のIT総コストについては、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。 

平成 23 年 9 月から 10 月にかけて旧別館及び旧本館を段階的に移転し、本部事務所の統合を完了。

移転後は、事務所賃料に加え、年間の清掃及び光熱費等の管理経費の削減を行った。 

 

○総人件費（給与、報酬等支給総額）については、東京電力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、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。 

さらに、「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年法律第 

47号）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、平成 23年度の 

目標値 6％以上の減を達成した。 

 委員評価 

・ 事故後の高負荷の下でも業務経費の削減施策を着実に進め計画以上の成果を上げた。 

・ 当独立行政法人に要求された各種実績評価の視点について、そつなくこなしていると思われる。 

 

５．業務・システムの最適化 
 

○外部能力の活用 

調査、試験関連業務等において自ら業務を実施す

るよりも、外部へ発注することが効率的と考えら

れる業務は外部に発注する。発注に当たっては、

発注先の技術ポテンシャルを確認するための資格

審査を十分に行う。 

また、試験関連業務及び解析評価業務（クロスチ

ェック解析業務を除く）を実施するに当たり、外

部の専門家からなる検討会等をそれぞれ年2回程

度開催し、業務の的確な実施に努める。 

 

 

【主な実績】 

○外部能力の活用 

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外部に発注し

た。データベースへの安全情報の登録作業についてはその作業内容をチェックし、不要な登録作業

や効率可能な箇所をピックアップして、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 23年度の

登録作業予算を前年度比で約 25%減とした。 

更に昨年度に引き続き、専門性の高い給与関連業務及び機構内情報システム運用管理業務は外部に

発注し効率化に努めた。これらの発注に当たっては、発注先の技術ポテンシャルを確認するための

資格審査を十分に行った。 

また、クロスチェック解析業務を除く試験関連業務、解析評価業務等については、実施に当たり、

外部の専門家からなる 50 の検討会を年 80回開催し、業務の的確な実施に努めた。 
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○情報化の推進 

事務処理の効率化・迅速化を推進するため、情報

技術（仮想化技術）を活用した、サーバ統合環境

を構築し運用を開始するとともに、平成22年度に

更新したアプリケーションシステム（予算執行管

理、財務会計、旅費・経費精算システム及びグル

ープウェア）の定着化・安定運用化を図る。 

また、より高度化する外部からの不正アクセスや

ウィルス侵入等を防ぐため、及び、機構からの情

報漏洩を防止するため「第2次情報セキュリティ基

本計画」を踏まえて情報セキュリティに係るPDCA

サイクルの構築を推進するとともに、情報セキュ

リティに対する一層の周知・徹底及び意識向上の

ため、全役職員を対象に情報セキュリティ研修を

実施する。 

さらに、「公文書等の管理に関する法律」の施行に

基づき、業務・システム最適化計画の見直しを行

う。 

○情報化の推進 

①事務処理の効率化・迅速化 

仮想化技術を活用したサーバ統合環境を平成23年6月末までに構築完了し、各業務システムおよび

データベース群を平成24年2月末までに移行、運用を開始した。予算執行、契約、会計、旅費・経

費精算を管理するシステムを平成23年4月から、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を平成23年6月から運用開始し、安定運用することにより定着化を図

った。 

②情報セキュリティ対策 

昨年度に引き続き、基幹ネットワーク系システムにおいて、スパム対策サーバを適切に管理し、

クライアント PC のウィルス検出ソフトアップデート及びアップデートによる OS の脆弱性対策を

毎月定期的に実施したほか、国の年度計画「情報セキュリティ 2011」を踏まえ、機構から発信さ

れる電子メールの成りすまし防止策として、送信ドメイン認証（SPF）の設定を平成 23 年 8 月に

行った。 

また、昨年度の受講者の要望を踏まえ、情報の格付・取扱制限に応じたファイル共有サーバの利

用方法についての e ラーニングによる情報セキュリティ研修を 1 回実施（受講対象者数（役職員

及び機構内で業務を行う派遣職員、外部業者等）583名、受講率 100％（昨年度 100%））したほか、

情報セキュリティ責任者等（該当者 75 名（昨年度 72 名）および全役職員及び機構内で業務を行

う派遣職員等（582 名）を対象にした自己点検を実施した。 

さらに、情報システムを構成するサーバ及びネットワーク機器計 25台を対象に、外部業者による

情報セキュリティ診断を実施し、重大な脆弱性が発見された Web アプリケーションシステム（1

システム）について対処を行ったほか、外部業者による情報セキュリティ監査による指摘事項に

ついて対応策を検討した。 

前述の自己点検、情報セキュリティ診断及び情報セキュリティ監査においての未実施事項、指摘

事項について整理し、情報セキュリティ対策の平成 24年度計画を平成 24年 3月に策定した。 

なお、「機構内パーソナルコンピュータのマルウェア（不正プログラム）感染の可能性及び外部サ

イトとの意図しない通信について」（平成24年5月2日プレス発表）の詳細調査の結果を踏まえた対

策については、機構の情報管理の見直しを含め、平成24年度上期早期までに確実な実施を行う。 

③業務・システム最適化 

公文書の管理に関する法律に基づき、全役職員を対象とした法人文書の管理に係る研修を平成 23

年 5月に２回開催したほか、法人文書を管理する情報システムの在り方について検討を行った。 
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 委員評価 

（特にコメントなし） 

６．内部統制 
 

○経営機能の強化 

経営上の課題等についての各部室を対象とした役

員によるヒアリングを年4回程度実施するととも

に、役員と各部の責任者を構成メンバーとする幹

部会を原則として月１回開催し、重要事項の審議

等を行い、情報の共有化を図る。 

○責任の明確化 

新たに生ずる組織運営の問題点等について絶えず

検討し、改善を継続する。また、職員の能力や実

績を考慮して、職員の適材適所への配置に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実績】 

○経営機能の強化 

(1)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） 

(2)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。 

③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。 

④「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、役員がヒア

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。 

(3)組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等 

理事長ヒアリングを年3回（年初、期中、年度末) 実施し、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た上で制定するなど継続的改善を図

っている。  

(4)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、監事監査事項に係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、必要な措置を指示している。 

 



 

30 

○内部監査等の確実な実施 

業務執行部門から独立した組織（監査室）による

内部監査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の質の向上 

機構の行う検査等の行政業務支援に係わる業務の

品質を確保するため、国際標準化機構(ISO)に規定

される規格要件に準拠するよう機構に合った品質

マネジメントシステム体制を維持及び改善する。 

リスクマネジメントについては、内部統制の充実

を図るために、新たに取り組む課題を抽出し、検

討・改善を図る。 

○内部監査等の確実な実施 

平成23年度内部監査計画（旅費に関する事務処理、個人情報保護の管理状況）に従い、業務執行部

門から独立した組織（監査室）による内部監査を、年度を通じて実施した。本内部監査によって、

保有個人情報保護のための適切な管理等の指摘がなされ、これへの対応を通じて一層の合理的、効

率的業務への自律的な改革が図られている。更に、情報システムの脆弱性や情報管理の適切性等に

ついて、情報セキュリティ体制の一層の強化を図るため外部の専門機関による客観的な監査を実施

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、検査等業務に対するＱＭＳ内部

監査を実施し、同委員会の提言に沿って改善活動が推進されていることを確認した。 

 

監事監査事項に係る事項については、以下のとおり。 

①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・評価している。 

②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：主たるものとして 

以下がある。 

・契約締結決議書(1000万円超)について、各部署より回付を受け、チェックを実施。  

・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、随意契約及び一者応札・応募の改善等契約

状況の点検・見直しを行った。 

 

○業務の質の向上 

検査未実施等の問題を受けて、品質マネジメントシステム（QMS）を改善し、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」の提言の主旨を踏まえ、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。 

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

状況を理事長ヒアリングで報告した。 

更に、検査等業務、防災関連業務を含む機構全体のQMSやリスクマネジメントシステムを維持、改善



 

31 

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る。 

 

し、業務の質の向上を図るため、外部有識者から構成される「外部有識者による品質管理評価委員

会」を設置した。 

また、全役職員を対象に法人文書研修を実施するとともに、研修資料を機構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行った。 

 委員評価 

・ 理事長のリーダーシップが十分組織に反映していることがさまざまな取り組みの中に感じられ

る。 

 

７．官民競争入札等の活用 

 

調査、試験関連業務等において自ら業務を実施す

るよりも、外部へ発注することが効率的と考えら

れる業務は外部に発注する。 

 

【主な実績】 

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外部に発注し

た。データベースへの安全情報の登録作業についてはその作業内容をチェックし、不要な登録作業

や効率可能な箇所をピックアップして、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 23年度の

登録作業予算を前年度比で約 25%減とした。 

 
委員評価 

（特にコメントなし） 

８．公益法人等に対する支出について 【主な実績】 

○「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成２４年３月２３日行政改革実行本部決定）

で示された観点を踏まえ、公益法人等に対する支出のうち、年会費については原則廃止し、新聞、

月刉誌等の定期購読費及び講習会、学会等への参加費については業務遂行に必要なものに限ること

とした。本方針に基づき、平成２４年度より、公益法人等に対する支出を見直すとともに、公表基

準に基づき四半期ごとに公表する。 

９．業務改善のための役職員のイニシアティブ

等についての評価 
【主な実績】 

○自然災害等に関係するリスクへの対応として、「首都圏等地震発生時対応規程」を改訂し、発災時体

制及び緊急連絡体制の整備、業務継続等のための準備、地震発生時に行う初動対応等について、職

員への周知徹底を図った。 
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＜入札・契約に関する事項＞  
個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

入札・契約の適正化 【主な実績】 

１．公表の基準の整備状況・公表状況等 

「契約の公表に関する事務取扱要領」に基づき、機構のホームページにおいて公表している。 

２．規程類の整備状況・公表状況等 

契約業務に係る規程類は、時機に則し制定・改正されており、機構のホームページにおいて公表している。 

３．審査体制の整備状況等 

幹部職員をメンバーとする契約審査委員会を設置し、契約締結前に、契約内容の妥当性をチェックする体制を

構築、運用中。 

４．契約の競争性・透明性確保に向けた取組状況 

平成 23年度の随意契約件数は 96件となり、平成 22年度件数（49件）より大幅に増加している。その要因は、

東京電力福島第一原子力発電所の事故対応案件（35件）及び事務所移転関連案件（16件）によるもので、この

2 つの要因を除くと随意契約件数は 45 件となり、平成 22年度件数より低減している。また、随意契約による契

約金額も平成 22年度の 1,798,845 千円（49 件）に対し、582,615 千円（45件）と減少している。 

５．関係法人との契約 

該当なし 

６．監事や外部審査委員会等の指摘事項等 

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組として、原部署からヒアリングを実施

するとともに、「随意契約等見直し計画」の実施状況についてのフォローアップを行った。 

また、月次ごとに全契約案件について監事への報告を行い、随意契約、高落札率等の契約について当該案件の

妥当性等の確認を行ってきた。 

７．「独立行政法人整理合理化計画」等の政府方針、勧告の方向性、二次評価の関心事項及び意見、国会審議、会計

検査、予算執行調査等において指摘等がなされた事項への取組み 

閣議決定（平成 21年 11月 17日）「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、随意契約及び一者応札・応募の改善等契約状況の点

検・見直しを行った。 

８．業務運営に当たって問題となる事象等 

機構では、一者応札案件、高落札率案件を削減するため、契約のより一層の適正化に向けた対応を継続的に推

進している。しかしながら、平成 23 年度の競争入札について前年度比較すると、一者応札は 141件（43.0％）
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から 150 件（57.3％）に増加し、二者以上応札は 187 件（57.0％）から 112 件（42.7％）に減少した。この要

因について、聞き取り調査を実施した結果、応札側の原子力関連企業が事故対応に重点化した結果、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。 

９．「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成 24 年 3 月 23 日行政改革実行本部決定）に基づき、機

構が公益法人等に支出する会費等の支出の見直しを行い、四半期毎に公表する。 

 

 委員評価 

・ 適正なチェック体制のなかで、随意や 1社入札などの手続の妥当性は図られた。  

（参考１）契約に係る公表の基準の整

備及び実施状況 
○契約に係る公表の基準としては、「契約の公表に関する事務取扱要領」に基づき、機構のホームページにおいて毎

月適切に公示している。併せて、契約の基本となる次の規程及び要領を機構のホームページにおいて公表してい

る。 

  ① 会計規程 

  ② 契約事務取扱要領 

  ③ 政府調達事務取扱要領 

  ④ 委託契約事務取扱要領 

  ⑤ 企画競争に関する契約事務取扱要領 

  ⑥ 総合評価落札方式に関する契約事務取扱要領 

 更に、入札心得、契約条項等のひな形及び契約書の記載例等についても機構のホームページにおいて公表してい

る。 

○契約に係る規程類は、国の基準と合わせている。 

（参考２）契約に係る規程類の整備・

公表状況及び当該規程類の適切性 
契約に係る規程類については、平成 23 年度においては、平成 18 年 8 月 1 日に制定された「契約の公表に関する

事務取扱要領」の一部の改正を行った。また、一般仕様書及び契約書の見直しを行った。 

(1)契約の公表に関する事務取扱要領の一部改正（平成 23年 12月 9日改正） 

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づき、機構として、役員等の再就職の公表に関し、一定以 

上の職を経験した者が契約の相手方において役員、顧問等として再就職し、かつ、機構との取引高が総売上高 

又は事業収入の 3分の 1以上を占めている場合には定める事項を公表することとした。 
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(2)賃貸借及び保守に関する契約書の一部を改正（平成 23年 12月 26日改正） 

(3)情報セキュリティの確保の観点から一般仕様書の一部を改正（平成 23年 12 月 26日改正） 

（参考３）契約の適正実施確保のため

の取組状況 
○随意契約に係る契約相手先の選定及び契約に関する重要事項を審査する機関として、契約審査委員会要領に基づ

き、今年度は 7回開催し、委員会の承認を得て実施している。また、本委員会には、監事も参加している。 

○監事は、上記の契約審査委員会に出席するとともに、月次ごとの契約案件すべてについて報告を受け、随意契約

も含め、契約の妥当性についての確認を行っている。 

また、契約金額 1,000 万円を超える契約締結に係る一連の決裁伺書について、重要文書として監事等へ回付して

いる。 

（参考４）平成２３年度に締結した契

約の状況 

 

（単位：件、千円、％） 

  
平成 22 年度 平成 23 年度 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札＊  389  8,968,799  71.6％  311  5,444,503  77.1％ 

企画競争・公募  107  2,019,829 

  

 76  4,001,973 

  
随意契約  49  1,798,845  96  3,164,622 

合計  545 12,787,473  483 12,611,098 

随意契約の割合 9.0％ 14.1％ 19.9％ 25.1％ 

＊競争入札には不落随契約を含む。 

順調な削減傾向である中、平成 23年度は随意契約の金額、件数の割合が前年度から増加したが、その主要因は、震災の影響

及び本部事務所移転統合によるもの並びに特殊契約案件であり、随意契約として止むを得ないものと判断され、それらの契

約案件を除くと前年並みに推移しており、適正と判断できる。 

 

（件数ベース）  

応札(応募)者 
一般競争入札＊ 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 

二者以上  187  112  0  0  9  3  12  13  208  128 

一者  141  150  0  0  2  2  84  58  227  210 
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合計  328  262  0  0  11  5  96  71  435  338 

一者の割合 43% 57% 0% 0% 18% 40% 87% 81% 52% 62% 

＊一般競争入札には不落随契約は含まない。 

 

（金額ベース）  

 

応札(応募)者 

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 

二者以上 3,087,766 1,319,643  0  0 127,943 2,408,012 126,084  48,106 3,341,794 3,775,763 

一者 3,857,551 3,043,502  0  0  22,659    7,469 1,743,142 1,528,319 5,623,353 4,579,291 

合計 6,945,317 4,363,145  0  0  50,602 2,415,482 1,869,227 1,576,426 8,965,147 8,355,055 

一者の割合 56% 70% 0% 0% 15% 40% 93% 97% 63% 55% 

＊一般競争入札には不落随契約は含まない。 

○機構では、応札条件及び応札者の範囲拡大に向けた取組として、契約監視委員会設置前に独自の検討チームを立

ち上げ改善に向けた具体的なアクションプログラムを設定し実施してきたところであり、平成 22年度にその効果

が顕著であり、平成 23年度も引き続き一者応札・応募案件の削減をすべく推進を図ったが、一者応札（応募）契

約の割合が前年度に比べると増加している。このため、聞き取り調査を行ったところ、JNES 事業の主な発注先で

ある原子力関連企業が、東京電力福島第一原子力発電所事故対応により、JNES 事業に応札・応募する業務上の余

裕がなかったことが一因として上げられるとしている。 

○また、一者応札案件のうち、複数年に亘り一者応札となっている案件の中から 4 割ほど抽出し、契約推移、内容

を精査し、更に絞込みを行い、個別ヒアリングを実施して、入札手続等の確認、問題点等の確認を実施した。 

○委託契約における再委託については、「委託契約事務取扱要領」の規定により、契約審査委員会で認められた場合

を除き、委託金額の 50％を超える額の再委託は禁止している。 

○一者応札低減、高落札率への対応は、引き続き現在の契約手続きの実態を把握し、可能性のある主な要因を明ら

かにした上で、きめ細かな対応を図っていくことが必要であり、仕様書の適正化、予定価格積算の適正化、総合

評価方式又は公募方式への転換等を行うこととし、契約の適正化に向けた対応に取り組んでいる。 
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（参考５）随意契約によらざるを得な

い契約の内訳 
○震災対応関連                35 件 2,190,267,444 円 

①原子力安全・保安院からの緊急要請（※） 21件   565,077,339 円 

②緊急支援活動        2件   495,627,300 円 

③一次補正対応案件 7件   206,974,005 円 

④三次補正対応案件              5件   922,588,800 円 

  （※；Ge 半導体検出器等の資機材の購入、各種解析、評価及び分析作業など） 

 

○事務所移転関連              16 件   391,740,821 円 

事務所ﾋﾞﾙの業者指定案件        

 

○その他                   45 件   582,614,559 円 

①社宅賃借   20 件 49,128,496  

②検査員執務室   9 件 10,436,763  

③事務所清掃業務   3 件 44,458,984  

④事務所賃借   2 件 122,021,880  

⑤顧問弁護士料   2 件 2,940,000  

⑥検査官等研修センター  1 件 48,330,954  

⑦外部倉庫賃借   1 件 3,118,920  

⑧官報掲載料   1 件 5,381,316  

⑨福井事務所節電対策工事  1 件 6,384,000  

⑩機密情報が含まれているため  1 件 9,135,000  

⑪特殊設備借上げ料（大型震台）  1 件 126,544,450  

⑫携帯端末機種変更  1 件 3,701,796  

⑬解析ｺｰﾄﾞ購入   2 件 151,032,000  
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（参考６）関係法人（特定関連会社、

関連会社及び関連公益法人等）との契

約の状況 

 

 

該当なし 
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＜役職員の給与等に関する事項＞ 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

役職員の給与等の水準の適正化 【主な実績】 

１．給与水準については、平成 23年度の対国家公務員指数は 120.2（前年度 119.3)であるが、機構

は平成 15 年 10 月に新規の法人として設立されたため、組織立ち上げに当たっては、民間企業等

から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があった。また、

職員の在勤地域が東京に集中しているためなどである。 

機構職員の大学卒以上の者は、192 名（85.7％）でその内院卒は 86 名となっており、これに対し

国家公務員における大卒以上の割合は、52.6％（平成 23年国家公務員給与等実態調査の結果）で

ある。なお、在勤地域･学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･技術職員）は、102.4（前年度 102.2)

となっており、公務員と比較し、著しく不均衡なものではないものと評価している。 

 

２．総人件費（給与、報酬等支給総額）については、東京電力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、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。さらに、「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

年法律第 47号）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、平成

23 年度の目標値 6％以上の減を達成した。 

 

３．法定外福利費については、41,746 千円となっており、健康診断費や社宅費が増となったことか

ら、昨年度比 6,711 千円の増額であった。なお、施設利用等を含むレクリエーション経費の支出

について、平成 20 年 9 月をもって中止したことにより、平成 23 年度のレクリエーション経費は

発生していない。 

 委員評価 

（特にコメントなし） 
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

 

  (単位千円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬等総額 報酬（給与） 賞与

法人の長 9,191 6,348 2,399 444 （特別都市手当）

元法人の長 10,022 6,136 3,457 429 （特別都市手当）

404 （特別都市手当）

102 （通勤手当）

767 （特別都市手当）

151 （通勤手当）

760 （特別都市手当）

283 （通勤手当）

理事E 301 - 301 -

343 （特別都市手当）

51 （通勤手当）

515 （特別都市手当）

37 （通勤手当）

366 （特別都市手当）

143 （通勤手当）

非常勤監事 725 725 - -

その他（内容）

理事Ａ 9,320 5,772 3,144 404 （特別都市手当）

理事Ｂ 8,460 5,772 2,182

理事Ｃ 16,643 10,968 4,757

理事D 16,979 10,876 5,060

監事A 5,865 4,914 557

監事B 12,457 7,371 4,534

監事C 8,586 5,229 2,848
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（参考）全独立行政法人平均（平成 21 年度） 

理事長 18,183 

  

理事 

（一人当たり） 
15,078 

監事 

（一人当たり） 
13,082 

     

（参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 22 年人事院） 

事務次官（8 号俸） 23,124   

 

 

（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方 

○理事長については、当機構の役員報酬規程に基づき、経済産業省に設置された評価委員会による当機構の業績

評価の結果を役員報酬のうち業績給に反映させる。また、理事長以外の常勤役員については、当該評価結果及

び役員としての貢献度等を理事長が勘案し、業績給に反映させる。 

なお、算定式は次のとおり。 

月例支給額×200/100×100/100（AA評価) 

月例支給額×200/100×75/100 （A評価) 

月例支給額×200/100×50/100 （B評価) 

月例支給額×200/100×25/100 （C評価) 

月例支給額×200/100×0/100  （D評価) 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

支給実績なし 
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（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

    

区 分 人員（人） 平均年齢 

平成 23 年度の年間給与額（千円） 

総 額 

うち所定内 

うち賞与 （うち通勤手

当） 

常勤職員 224 48.4 歳 8,884 
6,586 

2,298 
（216） 

   
事務・技術 224 48.4 歳 8,884 

6,586 
2,298 

（216） 

（注）常勤職員には在外職員等は含まない。  

  

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

<事務・技術職員> 

対国家公務員指数 120.2 

 地域・学歴勘案 102.4 

  地域勘案   106.9 

  学歴勘案   115.6 

  

 

②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

○給与水準については、平成 23 年度の対国家公務員指数は 120.2 であるが、当機構は他の移行法人とは異なり、

平成 15 年 10 月に新規の法人として新しく設立されたため、組織立ち上げに当たっては、民間企業等から原子

力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があった。また、職員の在勤地域が東京

に集中しているためなどである。 

また、大学卒以上の者は、192 名（85.7％）でその内院卒は 86 名なっており、これに対し、国家公務員におけ

る大卒以上の割合は、52.6％(平成 23年国家公務員給与等実態調査の結果)である。 

なお、在勤地域･学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･技術職員）は 102.4 で、17.8 ポイントの減少となっ

ている。 

さらに、機構は原子力における優秀な人材を維持・育成していくために、電力会社等の民間会社と競って有為

な人材を確保する必要があり、機構の職員の給与水準について、電気事業と賃金水準を比較したところ、電気

事業者を 100 とすると、当機構の水準は 88.8 となっている。 
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○平成 23年度の指数が昨年度より高くなった理由 

対国家公務員指数の高い 52～55 歳の年齢別階層においては、対国家公務員指数が昨年度の 118.2 から平成 23

年度は 124.2 と 6.0 ポイント上昇しており、この年齢別階層は、43 名中 34 名（内院卒以上が 13名）がグルー

プ長などの管理職としての重責を担っており、組織の維持向上のために必要な処遇をしているためである。  

今後は、設立時に入社した職員の退職が見込まれ、また賞与に対する業績評価を引き続き厳格にすることから、

対国家公務員指数は下がる見込みで、平成 24 年度に見込まれる対国家公務員指数は 118.6、年齢・地域・学歴

勘案で 101.0 なると想定される。 

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人件費削減方式を採用している。 

 

 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○平成 20年 4月に従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務実績が一層昇任・昇格に適切に反映できるように

した。（昇給・昇格において、過去 3年間の業績評価を踏まえ実施） 

○平成 22年度の人事院勧告を踏まえ、平成 23年 4月より 55歳を超える職員について、基本給月額に 100 分の 1.5

を乗じて得た額を減額。また、基本給月額の減額に伴い、特別都市手当、広域異動手当及び賞与について減額。 

○国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成 24年法律第 2号）に基づく国家公務員の給与見直し

基準年度
（平成１７年度）

平成１８年度 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

4,688,323 4,666,710 4,672,156 4,718,468 4,412,865 3,990,616 4,232,769

△ 0.5 △ 0.3 0.6 △ 5.9 △14.9 △9.7

△ 0.5 △ 1.0 △ 0.1 △ 4.2 △11.7 △6．3

人件費削減率
（％）

人件費削減率
（補正値）（％）

注1: 　｢人件費削減率(補正値)｣とは、「行政改革の重要方針(平成１７年１２月２４日閣議決定)による人事院勧告を
　　　踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。
　　　　なお、平成１８年、平成１９年、平成２０年、平成２１年、平成２２年、平成２３年の行政職(一)職員の年間平均
　　　給与の増減率はそれぞれ 0%、0.7%、0%、△2.4％、△1.5%、△0.23%である。

年　　　度

給与、報酬等
支給総額
（千円）
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に関連して平成 24年 4月から、以下の措置を講ずることとした。 

＜給与の改定＞ 

・役員報酬について、基本俸給の月例支給額を 0.5％引下げ改正 

・職員の基本給表を平均 0.23％引き下げ改正 

・役員及び職員（基本給引下げ対象者）を対象に、平成 23年 4月～24年 3月の支給済み給与及び賞与に対し 

て、0.37％の減額調整を７月賞与で実施予定 

＜臨時特例＞ 

・役員報酬について、月例支給額に 100 分の 9.77 を乗じて得た額、特別都市手当の 100 分の 10 を乗じて得た

額、及び役員が受けるべき賞与の額に、100 分の 9.77 を乗じて得た額をそれぞれ減額。また業績給について

は、減額を行った月例支給額により算定 

・職員の基本給月額について、職級の区分に応じ、100分の 4.77 から 100分の 9.77の支給減額率を乗じて得た

額を減額    

・職員の職責手当及び特別都市手当については、支給月額に 100分の 10を乗じて得た額を減額 

・職員の賞与については、職員が受けるべき賞与の額に、100 分の 9.77を乗じて得た額を減額 

（参考８）その他 ○法定外福利費については、健康診断費用、産業医報酬、社宅費、借上げ通勤バス費など業務運営上必要とする

費用などで、共済会拠出金等の費用は含まれず平成 23 年度は 41,746 千円となり、健康診断費及び社宅費など

の増により昨年度比 6,711 千円の増額であった。  

なお、職員一人あたりの平均額では、7.2万円となっており、民間企業の平均額 10.0 万円（出典：厚生労働省 平

成 22 年就労条件総合調査）を下回っている。 

○国と異なる諸手当について 

・国の「俸給の特別調整額」に相当する「職責手当」については、機構では、上位職位の者と下位職位の者と

の処遇格差を大きくしている。 

・賞与について、国は、期末手当と人の評価（勤務成績）に応じた勤勉手当とに分けて支給しているが、機構

では個人の評価をより反映させるため、賞与全額について、勤務成績に応じた評価を行う仕組みとなってお

り、支給月数について、国と同様に、平成２３年度では年間 3.95ヶ月としており支給水準の差はない。 

○慶弔見舞費については、弔電及び供花費の実費額としており社会常識の範囲内と考えている。なお、互助会へ

の支出及び、永年勤続表彰の支出はない。 

○運動施設利用等を含むレクリエーション経費の支出について、平成 20年 9月をもって中止したことにより、平

成２3 年度のレクリエーション経費は発生していない。 
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４．財務内容 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において概ね中期計画を達成） 

１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ 

評価のポイント 
・財務内容（当期総利益の発生要因、利益剰余金の内容、運営費交付金債務の内容等）は、適切である。 

・法人合計として欠損金が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２３年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

 

○業務の効率的な実施による費用の低減、その

他の経営努力により財務内容の改善を図るた

め、運営費交付金を充当して行う事業につい

ては「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項について配慮した中期計画の予

算を作成し、当該予算による運営に努める。 

 

○財務内容等の一層の透明性を確保する観点か

ら、決算情報・セグメント情報の公表の充実

等を図るとともに、引き続き、経理事務や財

務諸表の作成に外部の知見を積極的に活用す

るよう努める。 

【主な実績】 

○一般競争入札の範囲拡大による費用低減、月次決算の適正実施等により、効率化係数を満たした

予算を遵守している。また、重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとする事態及び法人会計と

して欠損金の発生がない。なお、その他の勘定（検査手数料自己収入を主にするもの）において

は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により各原子力発電所の再稼働の見通しが立た

ないため定期安全管理審査期間が延長となるなど、手数料収入業務が大きく減少し、311百万円

の赤字であった。 

 

○平成 23年度の決算に当たっては会計監査法人の監査を受けている。 

 

１．保有資産の有効活用 

機構が会議所、研修施設、分室等の施設を保有

する場合には、自己収入の増加を図る観点から売

却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活

用等により、土地・建物等の効率的な活用を行う

ものとする。 

 

【主な実績】 

○保有資産の有効活用 

(1)機構は会議所、研修施設、分室等の資産を保有していない｡ 

(2)機構が保有している資産は、オフサイトセンター関係の設備や試験研究装置等であり、試験研

究装置等は事業終了後の有効活用（機構内の他事業でのニーズ調査、転用できないものは売却

等）を図っている。 

 

○賃借している建物、構築物、土地等の管理・運用等 
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(1)賃借している物件 

①本部（東京都） 

②核燃料サイクル施設検査本部（青森県） 

③福井事務所（福井県） 

④ワシントン事務所（米国ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.） 

⑤柏崎耐震安全センター（新潟県） 

(2)現在の場所に立地する必要性 

①検査・審査、解析・評価、原子力災害の予防・拡大防止、米国規制機関との連絡調整業務等 

のため、関係箇所に近い場所に設置 

②特に、万一の原子力災害発生時に、国が行う緊急時対応業務を支援するため、国の求めに応 

じて速やかに人材を派遣できる神谷町に本部を設置 

(3)賃借の面積及び金額の妥当性  

主要な面積を占める本部事務所の執務者一人当たりの床面積は、日本ビルヂング協会連合会が

継続的に行っている調査データの範囲内である。 

また、旧本部事務所の賃料は、周辺相場と比較して高目の水準にあったが、「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、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早期に統合し、賃借料等についてもコストの削減を行っ

た。 

２．職員宿舎の見直し 【主な実績】 

「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成 24年 4月 3日行政改革実行本部決定）の方針を踏

まえ、機構借上宿舎の見直しを開始した。 

３．欠損金、剰余金の適正化 

欠損金の発生がない。 

【主な実績】 

○法人合計として、欠損金の発生はなかった。 

 

○利益剰余金 

利益剰余金の残高が 4,075 百万円となったのは、前期 793 百万円に対し、平成 23 年度において

3,282 百万円の当期総利益を計上したことによるものである。 

これについては、次期中期目標期間に繰り越す分を除き、国庫納付する予定である。（原子力安

全基盤機構法第 15条） 

○各勘定の執行額 
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(1)平成 23年度に交付された立地勘定の運営費交付金は 15,303百万円、執行額は 16,805百万円で、

執行率は 109.8％となる。 

立地勘定の執行率が 100％を超えた理由は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、

緊急に実施すべき安全研究が追加になったこと、防災資機材の提供、一時帰宅対応支援等が追

加になったことなどによるものである。 

(2)平成 23年度に交付された利用勘定の運営費交付金は 5,037 百万円、執行額は 4,448 百万円で、 

執行率は 88.3％となる。 

利用勘定の執行率が 90％を下回った理由は、事業者が東京電力福島第一原子力発電所の事故を 

受けて、設置変更許可申請、事業変更許可申請、耐震設計指針改定に係る既設原子炉施設の残 

余のリスクの報告等を見合わせたため、計画したクロスチェック解析業務ができなかったこと 

などによるものである。 

(3)平成 23年度に交付されたその他の勘定の運営費交付金は 1,299 百万円、執行額は 1,299 百万円

で、執行率は 100.0％となる。 

   

４．リスク管理債権の適正化【必須】 【主な実績】 

リスク管理債権はない。 

５．年金、基金、共済等の事業運営のための資

金運用の適正化 

【主な実績】 

年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用は実施していない。 

６．その他 【主な実績】 

○関連会社はない。 

○当機構は特定事業執行型（医療・福祉・検査・審査等）の法人であり、試験・研究業務としては

国が実施する審査、検査等のための基準等の策定に資する研究を行っており、特許権等は保有し

ていない。 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○運営費交付金債務 

運営費交付金債務の残高がゼロとなったのは、中期目

標期間最終の事業年度のため、残額を収益化したこと

によるものである。（独立行政法人会計基準第 81） 

 

○利益剰余金 

利益剰余金の残高が 4,075 百万円となったのは、前期

793百万円に対し、平成 23 年度において 3,282百万円

の当期総利益を計上したことによるものである。 

これについては、次期中期目標期間に繰り越す分を除

き、国庫納付する予定である。（原子力安全基盤機構法

第 15条） 

 

 

（単位：百万円）
H24.3.31現在 参考：H23.3.31現在

資産
Ⅰ　流動資産 11,967 18,175
　現金及び預金 11,240 17,088
　その他流動資産 726 1,086
Ⅱ　固定資産 8,051 6,542
　有形固定資産 11,125 8,953
　減価償却累計額 △ 5,868 △ 4,640
　減損損失累計額 △ 111 △ 98
　無形固定資産 2,289 1,594
　投資その他の資産 615 733
資産合計 20,018 24,717

負債
Ⅰ　流動負債 8,560 18,186
　運営費交付金債務 - 9,150
　未払金 4,744 5,351
　未払費用 595 355
　その他流動負債 3,220 3,328
Ⅱ　固定負債 6,609 5,063
　資産見返負債 4,806 2,339
　その他固定負債 1,803 2,724
負債計 15,170 23,250

純資産
Ⅰ　資本金 - -
Ⅱ　資本剰余金 772 674
Ⅲ　利益剰余金 4,075 793
純資産計 4,848 1,467

負債純資産合計 20,018 24,717
※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。

貸借対照表
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
 

 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○業務費 外注費 

外注費が大きく増加したのは、前事業年度に発注した

契約 5,208 百万円が、当事業年度に検収されたためで

ある。 

 

○臨時損失 

独法会計基準等の改訂によるものであり、前事業年度

まで減損額を損益外減損損失累計額の科目により資本

剰余金の控除項目として計上していたものを、当事業

年度より減損損失の科目により臨時損失として計上し

ている。 

 

○臨時利益 

リース債務免除益を計上している。 

 

○当期総利益 

当期総利益が大きく増加したのは、中期目標期間最終

の事業年度のため、運営費交付金の残額を収益化した

ことによるものであり、3,593 百万円の当期総利益を

計上している。 

なお、その他の勘定（検査手数料収入）は、東京電力

福島第一原子力発電所事故の影響により定期安全管理

審査の延期に伴い業務が停止したため、311 百万円の

当期総損失を計上している。 

この結果、当期総利益は 3,282百万円となっている。 

 

（単位：百万円）
損益計算書 H23.4.1～H24.3.31 H22.4.1～H23.3.31
経常費用

業務費 23,536 17,940
　人件費 4,835 4,191
　減価償却費 1,853 1,715
　賃借料・リース料 1,006 773
　外注費 12,625 8,245
　その他 3,215 3,014
一般管理費 2,498 1,999
　人件費 1,258 1,053
　減価償却費 145 127
　賃借料・リース料 404 340
　外注費 116 97
　その他 573 379
財務費用 75 102
経常費用合計 26,109 20,042

経常収益
運営費交付金収益 27,399 18,444
手数料収入 1,176 991
資産見返負債戻入 924 820
財務収益等 8 12
経常収益合計 29,509 20,267

臨時損失 124 100
臨時利益 7 1

当期総利益 3,282 125
※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。


