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独立行政法人原子力安全基盤機構 第２期中期目標期間業務実績評価（平成 19 年度～23 年度）

（案）

１．総合評価

評定結果
Ｂ（質・量の両面において概ね中期目標を達成）

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、 ２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ、２３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）
Ａ（４点）
Ｂ（３点）
Ａ（４点）
Ａ（４点）
Ｂ（３点）
Ｂ（３点）

３点×１５％＋４点×１５％＋３点×１０％＋４点×１５％＋

４点×５％＋３点×２０％＋３点×２０％＝３．３５点
Ｂ

総合評価のポイント

○原子力発電所等の各種検査、安全性に関する解析・評価、防災支援、安全確保に

関する調査・試験・研究及び情報の収集・分析・提供など各分野において、経常

的・基盤的な業務を実施するとともに、新検査制度の導入、中越沖地震を踏まえ

た耐震安全性の充実・強化、高経年化対応、放射性廃棄物処理・処分などの新た

な規制課題に対しても、高度な技術力と、機動的で柔軟な組織運営により対応す

るなど、原子力安全・保安院の多種多様な規制活動を一元的に支援している。

○中期目標を達成するために必要な人材の確保や体制の整備に取り組むとともに、

業務の効率化に向けた取組も推進している。

○一方で、平成２３年に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏ま

えた安全規制体系の改善、安全規制の強化に向けた課題等の検討が進められてお

り、今後は、安全規制制度の整備、高度化や規制基準の見直し、規制運用の改善・

合理化など、優先的に取り組むべき課題やその解決策等について、高度な科学的

分析・評価結果に基づく付加価値のある提言活動を行うことが重要であり、更に

は、安全規制を取り巻く環境変化に対し一層の先見性、機動性をもって規制当局

を支援することが必要である。

（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目標を達成）

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｃ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される

総合評定
（４点＋４点＋４点＋２点＋３点）×１／５＝３．４ Ｂ

評価のポイント

○品質マネジメントシステムを維持・改善することで検査等業務の質の確保を図りながら、法令に基づき適正に実施

している。また、中越沖地震による東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所のプラント状況の確認、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など、国からの指示による立入検査も着実に実施してお

り評価できる。

他方、当該期間中に溶接検査や定期検査の一部未実施など機構が行う検査の信頼性に対する疑念をもたれるような

事案が発覚したことから、組織体制の見直しや検査業務プロセスの改善などに取り組んでいるところであり、引き

続き、その成果等をフォローアップしていくことが必要である。

○新検査制度の導入・運営については、マニュアル類の整備など制度設計の段階から規制当局を支援するとともに、

ＪＮＥＳ検査員の力量の確保や体制整備を図ることで、制度の円滑な導入に貢献したことは評価できる。

個々の評価事項について

当該期間の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．法令に基づく検査等業務

機構は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律に基づき原子炉施設

及び原子力施設（以下「原子炉施設等」という。) に

関する機構が行う検査、確認等について、検査員の

指定、検査要領書の策定等を標準処理期間内に適切

に処理し、事業者の検査工程等に合わせ厳格に実施

する。また、経済産業大臣の指示があった場合、立

入検査を実施する。

検査、確認等あるいは立入検査完了後それぞれ速

やかにその結果を経済産業大臣に報告する。

第二期中期目標期間内における法律に規定される検査等（立入検査を除く）は全種類合わせ

3,596件実施し、それに対する検査員の延べ出張日数は54,550人・日であった。

また、検査員の指定、検査要領書の策定等は標準処理期間内に処理するよう努め、事業者の検査

工程等に合わせ適切に実施し、速やかに大臣に報告した。

なお、検査の信頼性に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から、改善すべ

き点を明らかにするために「検査等業務についての第三者調査委員会」を設置した。平成24年１

月に同委員会の報告を受け、組織全体の問題として総力を挙げて改善に取り組んだ。検査三部門

のQMマニュアルの一元化、マネジメントレベルの関与の強化などの業務マニュアルへの反映、検

査員行動規範の制定など、主体性及び独立性を確保した検査体制を構築するとともに、検査等業

務に関する内部監査及び外部監査を実施した。

経済産業大臣の指示に基づき、中越沖地震による東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所のプラ

ント状況の確認、長期停止中の高速増殖炉もんじゅに係る設備点検等の妥当性確認など、国からの

指示による立入検査も着実に実施し、その結果を速やかに大臣に報告した。また、東京電力株式会
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社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、日本原電敦賀発電所及

び高速増殖炉もんじゅに対し、立入検査を実施し、その結果を速やかに大臣に報告した。第二期中

期目標期間内における立入検査実施件数及び関連支援実績は63件、513人・日である。

２．検査員の研修等

検査等に係る人材に必要な専門知識・技能の習得、

あるいは維持・向上等により原子力の安全を確保す

るため原子力安全・保安院と連携し、効果的な研修

等を計画的に実施する。なお、業務従事時間の 5%以

上を研修受講に充てることとする。

原子力安全・保安院（以下「保安院」とう。）と協力して、原子力安全研修センターを設立し、

現場を模擬した訓練により実践的な専門知識、技能を習得できるようにした。

この施設を活用した新たな体験型の実習訓練の確立、研修結果の分析に基づくプログラムの見

直し、新規コースの策定、研修機材の拡充に継続的に取り組むとともに、前年度の力量評価結果

に基づく個別力量向上計画の導入、新検査制度運用のための教育の導入など、効果的な研修等を

計画的に実施してきた。

また力量評価システムと個別力量向上計画をリンクさせた「検査員育成管理システム」を Web 上

で再構築することで申請、承認、検索機能が向上でき、個別力量向上計画の策定、四半期毎の進捗

報告、達成度評価及び最終報告が円滑かつタイムリーに実施できた。

なお、第二期中期目標期間内における研修受講割合は平均で約 5.4％であった。

年 度 19 20 21 22 23 平均

研修従事率(%) 5.2 6.5 3.9 5.5 5.9 5.4

３．新検査制度への対応

原子力安全・保安院が検査制度の見直しを進めてい

ることに応じて、新制度に係る評価手法等の整備を

技術的側面から支援する（「安全研究」の項にて後掲）

とともに、実施の一翼を担う機関として、新たな検

査制度の導入に向け、検査体制の見直しを図るとと

もに、中長期的な視点に立った人材育成の強化及び

職員の資質の向上等の取組を通じた検査の質の確保

等により、新たな検査制度の導入後に機構が実施す

ることとなる検査等業務を効率的かつ効果的に実施

する。

新検査制度の導入に向けた保全計画書の技術的確認内容の検討を行うとともに、保安院に届出

された具体的な保全計画書の妥当性確認を行なった。

また、保安活動総合評価の円滑な導入に向け、外部有識者から成る「保安活動総合評価検討会」

を設置し、その議論なども踏まえ試運用を開始する等、保安院を技術的に支援するとともに、機構

内に向けても新たな制度の検討状況の積極的な説明やタスクチームの設置によるマニュアル整備、

運用体制の検討を実施した。

更に、制度導入に伴う業務に円滑に対応するため、プラント評価室を設置した。

人材育成の強化等については、振動測定など新たに導入された運転中の定期事業者検査に対し、的

確に対応するため、研修センター設備を利用した状態監視技術等の訓練を実施するとともに、各種

シミュレーションや OJT 研修等を実施するなど、検査の質の確保に取り組んだ。保全計画書確認済

件数は確認を開始した平成 20 年度以降の合計で 289 件である。
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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
Ａ（法人の実績について、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）
１９年度：ＡＡ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される
総合評定

（５点＋４点＋４点＋３点＋３点）×１／５＝３．８ Ａ

評価のポイント

事業者の解析とは独立に機構が自ら解析コードの開発・改良を行い、事業者の許認可申請等のクロスチェック解析を

着実に実施している。特に、耐震設計審査指針の改定に伴い事業者が行う耐震バックチェックの妥当性確認について

は、新潟県中越沖地震を踏まえ、その範囲の拡大や迅速な対応が求められる中で、全事業者、全原子力発電所を対象

として確実に実施している。また、運転開始後４０年を迎える原子力発電所の高経年化技術評価の妥当性確認、アク

シデントマネジメント対策の解析・評価、東京電力福島第一原子力発電所事故対応としての既設の発電用原子炉施設

の安全性に関する総合評価(ストレステスト)など、機構が有する最新知見や解析評価技術により実施され、国が行う

安全性の審査を支援しており、高く評価できる。

個々の評価事項について
当該期間の評定がＢとなる基準

中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．安全審査等の支援

① 法令に基づく許認可等

機構は、許認可申請等において、事業者が実施した

解析の妥当性を確認するため、原子力安全・保安院

の指示に応じて、機構が独自に整備した解析コード

等を用いて解析・評価等を行う。

また、事業者から原子力安全・保安院に提出される

原子炉施設等の高経年化に関する技術評価等につい

て、その妥当性を確認するための解析・評価等を行

う。これらの結果を速やかに原子力安全・保安院に

報告する。

② その他

機構は、事業者から原子力安全・保安院に報告され

る、耐震設計審査指針及び関連指針類（平成18年9

月に改訂等）に基づく原子炉施設等の耐震健全性、

①保安院の指示に基づき、事業者の解析とは独立に機構が事業者の許認可申請のクロスチェック解

析を行うとともに事業者の高経年化技術評価書等の妥当性確認を行い、事業者の解析・評価に

入力ミス等が発見された際は指摘し、結果は速やかに保安院に報告した。第二期中期目標期間

内におけるクロスチェック解析実施件数は合計 19 件、高経年化技術評価等実施件数は合計 14

件である。

②保安院の指示に基づき、事業者の耐震安全性評価結果やアクシデントマネジメント対策等の妥当

性確認を行うための解析・評価を行い、事業者の解析・評価に入力ミス等が発見された際は指

摘し、結果は速やかに保安院に報告した。第二期中期目標期間内における耐震安全性評価、AM

対策妥当性評価等実施件数は合計 51 件である。
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アクシデントマネジメント対策等の妥当性を確認す

るため、原子力安全・保安院の指示に応じて解析・

評価等を行い、その結果を速やかに原子力安全・保

安院に報告する。

なお、平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、開閉所関連

設備の耐震性評価、地震津波の原因究明、既設の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)、再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認に関する評価等を実施し

た。

また、原子力災害現地対策本部からの依頼に基づき、以下の評価・調査を行った。

・「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」

２．事故・故障の対応

機構は、原子炉施設等で発生した事故・故障が施

設の安全運転に影響を及ぼす可能性があると判断さ

れた場合には、原子力安全・保安院の事故・故障の

原因の把握、影響拡大の可能性及び影響緩和措置の

妥当性評価の支援を行い、更に事業者から原子力安

全・保安院への報告の妥当性を確認するための解

析・評価等も実施し、その結果を速やかに原子力安

全・保安院に報告する。

また、原子力安全・保安院の進める原子炉施設等

の事故・トラブルの再発防止対策のために取るべき

措置の提言等の技術支援を行う。

新潟県中越沖地震については、サイト直下の地盤構造の不整形性による地震動の屈折・反射の３

次元モデルや建屋床柔性を考慮したモデル等、新しい評価手法を策定するとともに、これによる地

震動分析、建屋・機器設備の健全性評価等を行った。

新しい評価手法は事業者の評価結果の妥当性判断の規制側根拠として活用されたほか、解析によ

り追加点検の必要な機器を指摘した。各年度の実績は以下のとおり。

平成 19 年度：機構内で体制を整備し、連絡会 12 回、4 タスクフォースを計 53 回開催するとと

もに関連情報を保安院に提供。(2045 人・日)

平成 20 年度：柏崎刈羽原子力発電所 6,7 号機の機器設備の構造健全性評価を行い、追加点検機

器を解析的観点で指摘し、国に報告。成果は規制方針立案作成に活用。

平成 21 年度：柏崎刈羽原子力発電所 1,5 号機の構造健全性に関するクロスチェック解析を実施。

事業者が考慮していない評価条件・手法を新たに策定・実用化した。これにより追

加点検が必要となる設備が抽出され、保安院は事業者に追加点検を指示した。

平成 22 年度：柏崎刈羽原子力発電所 3号機の構造健全性に関するクロスチェック解析を実施。3

号機についても新手法により追加点検が必要となり、保安院は事業者に追加点検

を指示した。

平成 23 年度：柏崎刈羽原子力発電所３号機の建屋及び機器設備の構造健全性に係るクロスチェ

ック解析を実施。これにより機器設備の追加点検が必要となり、保安院は事業者

に追加点検を指示した。

INES評価委員会対応については、委員会開催に向けた調査検討、原案作成等を実施し、運営を
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支援するとともにINESマニュアルの改訂やIAEAの技術会合において保安院を支援した。

そのほか、平成19年度には保安院の指示を受け、平成11年の志賀原子力発電所1号機で発生した

臨界事故に係わる事業者解析の妥当性確認を実施した。

また、国内外の事故・故障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

た定量的評価 (ASP)を活用して保安院に提言を行うなどの技術支援を行った。
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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目標を達成）
１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される
総合評定

（４点＋４点＋３点＋３点＋３点）×１／５＝３．４ Ｂ

評価のポイント

○平成23年 3月 11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に対して、緊急事態支援本部を迅速に設置し、

原子力安全の専門機関として、又、機動的・弾力的な独立行政法人として原子力安全・保安院等の活動を支援し、

事故対応に万全を期すよう保安院等への専門家派遣や技術情報の提供、現地対策本部への緊急の役務・資機材提供、

国内外等への情報発信などを実施するとともに、それらに対する２４時間体制の支援を実施してきた。

また、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ことは評価できる。

○一方、機構がその整備の一端を担い、運営支援を行うオフサイトセンターは、今回の原子力災害対応において、本

来期待された機能を十分果たすことができなかったことは十分反省すべき事項であり、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ているが、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
当該期間の評定がＢとなる基準

中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．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、原子力防災に係る業務を実施する。

東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故では原子力防

災事務規程に基づき、迅速に理事長を本部長とする緊急事態支援本部を設置し、官邸及び保安院等

への技術支援のための専門技術者派遣、緊急の役務・資機材の提供等を実施するなど、保安院の指

示及び現地対策本部等からの要請に基づき、延べ約 18,000 人・日（平成 24 年 3 月末）に及ぶ支援

を実施した。

主な支援内容は以下の通り。

(a)事故収束への取り組み

①東京電力株式会社福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援

②１～３号機の機器設備の地震時影響評価

③３、４号機を対象とした余震時の原子炉建屋の耐震安全性評価

(b)事故の教訓を踏まえた取り組み

①敦賀発電所及び高速増殖炉もんじゅへの緊急安全対策の実施状況に対する
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立入検査の実施

②ストレステスト実施に係る技術的支援

③安全基準等の策定支援

・事故の技術的知見の収集・評価

・シビアアクシデント対策の規制要件化

・原子力災害対策の見直し

④安全研究の見直し

・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目及び追加１５

項目のプロジェクト追加及び緊急性の低いプロジェクトの凍結又は廃止

(c)国内外の情報発信と情報収集

①情報発信

・ＩＡＥＡ閣僚会議向け日本国政府報告書作成支援

・海外技術支援機関等への情報発信・情報交換

・保安院コールセンターへの専門家の派遣

・メディアからの取材対応

②情報収集

・海外の規制制度全般に関する調査

・欧州ストレステストに関する調査

・米国 NRC の福島事故対応に関する調査

(d)現地における JNES の取り組み

①原子力災害現地対策本部機能班への支援

②住民の一時立入プロジェクトへの支援

③警戒区域内における放射線影響調査

・災害廃棄物の放射能濃度調査

・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

他方、静岡沖地震(平成 21 年 8 月 11 日)、福島県地震(平成 22 年 3 月 14 日)においても一斉招集
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システムの活用により、対処本部の設置や職員の保安院への派遣、メンテナンス業者によるオフサ

イトセンターの迅速な立ち上げ支援など、法令及び保安院の指示に基づく原子力防災業務を円滑に

実施した。

２．防災に備えるための平常時の業務として以下を

実施する。

（１）原子力防災訓練の支援、原子力防災研修

① 国が毎年度実施する原子力総合防災訓練に関

し、基礎資料の整備、訓練進行計画や訓練シナ

リオの作成、訓練結果のとりまとめ等の支援を

行う。

② 地方自治体及び原子力事業者等が定期的に実

施する防災訓練の際に、訓練進行状況に応じた

事故状況、予測等の情報提供や防災訓練支援を

行う。

③ 武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律に基づき国及び地方自治体

と協力し、国民の保護のための措置についての

訓練への参加及び支援を実施する。

④ 国、地方自治体、原子力事業者等及び関係機関

の防災関係者に原子力防災に関する研修及び

緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンタ

ー）を活用した習熟訓練を実施する。

なお、オフサイトセンターを活用した習熟訓

練については，平成 19年度中に、原子力安全・

保安院が独立行政法人日本原子力研究開発機

構等他の委託により実施している事業との重

複を排除し整理合理化を行うことにより経費

の削減を図る。

国の原子力総合防災訓練では訓練進行計画や訓練シナリオの作成等の企画・立案、訓練の準備・

運営、取りまとめ等の支援を行なうとともに、訓練終了後には参加者を対象とするアンケート調査

や訓練の評価を行い、今後の訓練へ向けた改善点を報告書として取りまとめ、得られた知見は知的

基盤データとして整理し、緊急時用のマニュアルの充実を図った。国の原子力総合防災訓練につい

ては開催されなかった平成 23 年度を除き、毎年度支援を実施した。

地方自治体等の防災訓練の支援として事故状況、予測等の情報提供とオフサイトセンター活動訓

練による支援を行った。第二期中期目標期間内における自治体及び原子力事業者等が行う防災訓練

支援件数は 56 件であった。また、国及び地方自治体と協力し、国民保護法に基づく訓練に参加、

支援した。

更に、第二期中期目標期間内において、関係機関の防災関係者への訓練、研修として、以下を実

施した。

・原子炉施設立地道府県の原子力防災要員向けオフサイトセンター活動訓練を 66 回実施。

・国、地方自治体、原子力事業者等の防災関係者向け防災講演会を27回開催。

・警察、自衛隊、海上保安庁等職員向け核物質防護研修を80箇所で開催。合計2,070名が出席。

・地方自治体、警察機関、消防機関等職員向け核燃料輸送講習会を17回開催。合計1,270名が出席。

・火災対策専門官、消防機関及び原子力事業者等向け火災対応研修等を34箇所で開催。合計1,01

名が出席。

保安院が日本原子力研究開発機構等他の委託により実施している事業との重複の排除は平成19

年度に実施済み。

なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓に基づき、複合災害に的確に対応

した防災計画、その他マニュアル類の見直し、防災訓練の見直し、国・自治体担当者向けの人材

育成・強化などの抜本的見直し、充実・強化を引き続き行う。
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（２）物的基盤の維持管理等

① オフサイトセンター、経済産業省庁舎、地方自

治体庁舎等に設置した原子力防災設備を緊急

時に迅速かつ的確に使用できるよう、近年の高

度化しているシステム環境、通信環境に合わせ

た施設、設備へ更新を図るとともに、その維持

管理、設備改善等を行う。

② 緊急時対策支援システム（ERSS）を緊急時に速

やかに起動し、原子力安全・保安院の緊急時対

応センター及びオフサイトセンターに的確な

情報を提供できるよう、その維持管理、ソフト

ウェア・ハードウェアの見直しを行う。

③ 緊急時に迅速かつ的確に対応するため、緊急時

対応体制及び要員の維持、改善等を行う。

④ 原子炉施設等の新規建設に伴い、オフサイトセ

ンターの新規設置が必要となる場合には、適切

に設備整備を実施する。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故発生時においては、地震の影響によりオフサイ

トセンターの地上系通信設備が断絶したため、衛星通信設備により、TV 会議、電話、FAX を使用

し事故対応に当たった。また、ERSS についても地震の影響により、プラントデータを伝送するこ

とが出来ない状態になった。

これらの教訓を踏まえ、システムの耐震性向上、多重化など、伝送システムの抜本的な強化に

取り組み、信頼性向上に努めた。

一方で、全国のオフサイトセンターの設備については、日常及び定期点検を実施しつつ、通信

衛星回線の高度化、防災対策車の更新、放射線防護資機材更新等、設備を中長期的に更新する計

画を策定し、実施している。

ERSS の定期的な員数確認、点検、試験の実施、異常を早期発見するシステムの導入等により健

全性の確保を図るとともに事業者の設備変更への対応や利便性向上の為のソフトウエアの更新を

実施している。また、オフサイトセンター等の ERSS の操作支援の実効性向上のための運転訓練や

緊急時体制確立のための連絡参集訓練を実施している。

第二期中期目標期間内における ERSS 運転訓練は 122 回、連絡参集訓練は 70 回実施した。

なお、平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として暫定オフサイ

トセンター(女川、福島)に緊急通信設備等の整備を図るとともに地上回線の遮断等、福島オフサ

イトセンターでの教訓を全国に水平展開した。

また、通信ネットワーク及び ERSS のデータ伝送状況を 24 時間監視する緊急時ネットワーク監

視センターの新設を検討し、平成 24 年度よりデータ伝送の不具合等に迅速に対応している。

更に、緊急時対応体制強化のため、緊急時技術支援室を新設し、事故の初動対応に必要な専門

家を保安院から徒歩 30分圏内に宿直させる体制を構築し、平成 24 年度から運用を開始している。

このほか、中間貯蔵施設のためのオフサイトセンター整備の計画を策定した。
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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
Ａ（法人の実績について、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）
１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される
総合評定

（４点＋４点＋４点＋３点＋３点）×１／５＝３．６ Ａ

評価のポイント

○高経年化、保守管理、核燃料サイクル、耐震安全、リスク情報など幅広い分野において調査・試験研究が行われ、

国の規制制度の見直しや規格基準の整備、クロスチェック等に用いられる解析プログラムの整備等において、その

成果が活用されている。また、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として、地震ハ

ザードの評価、津波 PSA など技術的クオリティの高い業務を実行しており、高く評価できる。

○他方、今回、未曾有の原子力災害を防げなかったことに鑑みれば、原子力安全確保の一端を担う機関として、安全

確保の上でわずかな懸念もないがしろにせず、新しい知見に対して先見性・機動性をもって対応し、規制当局に対

して、必要な提言を行うことが重要であり、平成 23 年度の事故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運用していくことが必要である。

個々の評価事項について
当該期間の評定がＢとなる基準

中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．４－Ａ 発電炉・新型炉分野

（１）高経年化対応

① 原子炉施設の高経年化対策について、事業者の

行う技術評価等の妥当性の確認をより効果的

に実施するための支援を行う。

○最新の技術的知見の収集及び技術情報基盤の

整備等を通じ、技術データベースの充実、高

経年化対策技術資料集の継続的な見直し等を

行う。

○検査・モニタリング技術、機器構造物健全性

評価技術、予防保全・補修技術等に関して、

試験研究を通じ、応力腐食割れ等の健全性評

価に対する妥当性確認を行うための基準策定

等の支援を行う。

② 保全活動、材料劣化評価等に関する規格・基準

①国内外の高経年化対策関連情報の収集、技術評価のための各種マニュアル類の制改訂、関連技術

情報のデータベースの整備、更には試験研究成果の評価ガイド等への活用などにより、事業者の

技術評価の妥当性確認をより効果的に実施するための支援を実施している。

②日本機械学会等の規格作成関連 WG に参画し、必要に応じ民間規格化の促進を進めている。また、
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の整備支援を行う。

○試験研究、最新の技術的知見の収集、海外の

規格・基準に係る調査等を通じ、新たに規制

が必要となる知見が得られた場合には、学協

会における規格化を促進する。

○学協会規格の技術評価を行い、原子力安全・

保安院のエンドースを支援する。

○国際機関における基準類整備活動に参画・協

力する。

学協会規格の技術評価では技術評価書案を作成し、原子力安全・保安院を支援している。更に

IAEA や OECD/NEA のプロジェクトに参加し、国際基準類整備活動への参画・協力を行った。これ

らにより、保全活動、材料劣化評価等に関する規格・基準の整備支援を行っている。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として海水にさらされた原

子力機器の耐久性評価として腐食データの調査・取得を行った。

（２）原子炉施設に係る検査・審査の基盤整備、規

格・基準整備対応 （高経年化対応以外）

① 全般

ア 原子炉施設に関して、原子力安全・保安院の

進める新検査制度の整備を支援し、検査結果等

の検査情報に係るデータベース整備、ガイドラ

イン策定支援等を行う。

イ 原子炉施設の許認可申請等に係るクロスチ

ェックに用いる解析コード等の LOCA 多次元解

析等の解析機能追加、解析精度の向上等の改良

整備、格納容器内でのデブリ発生、移行、堆積

を扱う総合解析コードの整備等の事故・故障の

解析手法の高度化等を行う（別項にて特記して

いる事項を除く。）。

ウ 原子炉施設に関する規格・基準等の整備支援

（別項にて特記している事項を除く。）を行う。

○ 試験研究、海外の規格・基準に係る調査等を

通じ、原子力安全・保安院における基準改正

に対する整備支援、学協会における規格化の

促進等を行う。

○ 学協会規格の技術評価を行い、原子力安全・

保安院のエンドースを支援する。

①原子炉施設に関して、保安院の進める保安活動総合評価等の新検査制度の整備の支援、検査結果

等の検査情報に係るデータベース整備、マニュアルの整備、クロスチェック解析コード等の改良

整備を行っている。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、クロスチェック解

析コード RELAP5 の事故の初期段階の事象解析等への適用性確認、閉じ込め機能に関する検討、

シビアアクシデント時の建屋内水素爆発リスクの検討を実施した。更に事故の教訓の規制基準

への反映、中期における保安規定変更に際し保安院を技術的に支援した。

また、試験研究、調査に基づく保安院の内規策定等の支援や学協会における規格化の促進、学

協会規格の技術評価によるエンドース支援、IAEA の安全基準類の整備活動にも参画・協力して

いる。

原子炉の過渡、事故及び設計基準を超える事故を解析評価するための原子炉システムコードを本

格的に開発する前段階としてプロトタイプコードの設計・開発を行い、実装する機能の分類や

コーディング上の課題を整理した。

第二期中期目標期間内において、学協会規格のエンドースのために技術評価をした学協会規格

数は 24 件である。

また、IAEA の安全基準の整備活動実績としては、基準策定等の各種会議等への出席、国内基準

との比較・分析、我が国の規制に反映が望ましい事項の報告及び翻訳版の一般公開を実施した。

第二期中期目標期間内においてレビューした基準数は延べ 226件、保安院への分析報告は 10件、

会議参加数は 44回である。
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○ 国際機関における基準類整備活動に参画・協

力する。

② 燃料・炉心関連

ウラン燃料・MOX 燃料の高燃焼度化に係る審査

等に向けて、被覆管脆化等の高燃焼度燃料に係わ

る基準の整備支援、学協会における規格化の促進

等及びクロスチェックに用いる炉物理解析コー

ドの解析精度向上、解析モデルの機能追加等の解

析コード等の整備、試験研究を行う。

また、国際機関における基準類整備活動に参

画・協力する。

③ 高速増殖炉関連

研究開発段階炉「もんじゅ」の再起動及び定格

出力運転に係る審査等に向けて、関連する原子力

安全・保安院における基準の整備支援、学協会に

おける規格化の促進等及びクロスチェックに用

いるプラント挙動解析コード等の整備を行う。

また、国際機関における基準類整備活動に参

画・協力する。

②ウラン燃料・MOX 燃料の高燃焼度化に係る審査等に向けて、ウラン高燃焼度燃料の破損限界試験

等を踏まえた被覆管脆化等の基準の整備支援、ポスト BT の規格化の促進を行うとともにクロス

チェック解析に用いる解析コードの精度向上・機能追加等の整備、試験研究を行っている。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、損傷炉心の再臨界

の可能性を評価・検討した。

また OECD のプロジェクトに参画し、基準類の整備に資する技術的知見等を調査・収集している。

③研究開発段階炉「もんじゅ」の再起動及び定格出力運転に係る審査等に向けて、保安院における

基準の整備支援、機械学会での規格化の促進、クロスチェックに用いるプラント挙動解析コード

SAS4A 等の整備等を実施している。

また、IAEA、NRC 等との議論を通じて高速増殖炉の燃料健全性に関する技術基準案を作成してい

る。平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、高速炉の SBO

時の除熱特性評価手法の整備、シビアアクシデント時の損傷炉心の冷却に係わるナトリウムウ

ラネート、FP 放出挙動の検討に着手した。

（３）安全情報の収集・分析

以上の業務に活用するため、国際原子力機関

（IAEA）、経済協力開発機構/原子力機関（OECD/NEA）

等の国際機関における検討状況及び国内外における

事故・故障、規制動向、運転特性その他、原子炉施

設に関する情報の収集・整理・分析・評価を行い、

必要に応じ安全確保のために取るべき措置の提言等

を実施する。また、それらをデータベース情報とし

て構築する。

国際機関における検討状況及び国内外における規制動向等の情報の収集・分析・評価等を行い、

必要に応じ安全確保のために取るべき措置の提言等を実施している。また、それらをデータベース

情報として構築している。

第二期中期目標期間内における、法律に基づき報告すべき国内の事故・故障のデータベースへの

登録件数は79件、OECD/NEA事故・故障データ（IRS報告書）登録件数は379件、海外事故・故障情報

登録件数は11,168件、及び国内外の原子炉施設等の運転情報収集等の合計は約44,420件である。

米国、欧州、アジア、について情報を収集しデータベースに登録するとともに約1週間ごとに最

新情報をまとめた週報及び話題の事項をまとめた月報を発行し、保安院に配布した。

また、平成23年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、海外のストレ

ステストに係る情報を収集するとともに、各国規制機関の体制、規模、職権範囲等の調査を実施し、

それらの情報を取りまとめ、保安院等へ提供した。
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２．４－Ｂ 核燃料サイクル・廃棄物分野

（１）核燃料サイクル施設に係る検査・審査の基盤

整備、規格・基準整備対応

①核燃料サイクル施設に関して、原子力安全・保安

院が進める場合のより合理的・効率的な検査制度

の見直しを支援する。

②核燃料サイクル施設の許認可申請等のクロスチェ

ックに用いる解析コード等の自然換気冷却時の

熱流動解析手法及び燃焼度クレジットを考慮し

た臨界解析手法等の整備、放射性溶液のセル内漏

えい事象等の解析コードの整備等の事故・故障の

解析手法の高度化等を行う。

③核燃料サイクル施設に関する認可申請の審査等に

必要な閉じ込め性能を有する設備の性能に係る

評価手法の整備を行うとともに、原子力安全・保

安院が行う審査の支援等を行う。

④核燃料サイクル施設の高経年化に係るデータベー

ス整備、事業者の行う技術評価の原子力安全・保

安院による妥当性評価に関する支援を行う。

⑤国際機関における基準類整備活動に参画・協力す

る。

燃料加工施設や再処理施設、中間貯蔵施設等の核燃料サイクル施設に係る検査制度の現状分析等

を通じて検査制度の改善に向けた取り組み案等を保安院への提案としてまとめ、保安院が進める検

査制度の見直しを支援している。

また、クロスチェック解析コード等を対象に実験との検証等を通じて事故・故障の解析手法の高

度化等を図っている。

グローブボックス内火災のデータ取得や解析手法の整備等により、核燃料サイクル施設における

閉じ込め性能を有する設備の性能に係る評価手法整備を図るとともに、保安院の審査を支援してい

る。

再処理施設設備の劣化事象に関する文献調査等により、高経年化データベースを整備するととも

に、事業者の高経年化対策の技術評価の妥当性評価において保安院を支援している。

中間貯蔵ガイドライン策定や再処理施設に対する安全要件のドラフト作成に寄与する等により

IAEAにおける基準類整備活動に参画・協力した。

（２）核燃料サイクル施設の規制に係るリスク情報

活用

核燃料サイクル施設に関して、リスク情報を用い

た安全規制の検討に活用するため、確率論的安全評

価（PSA）及び総合安全解析の手順の整備、信頼性デ

ータベースの構築等を行う。

再処理施設の臨界事象等に係る PSA 試解析や東海再処理施設の保全データを活用した機器故障

率の算出、ウラン加工施設に係る総合安全解析結果評価の手引案の作成等を通じ、PSA や総合安全

解析の手順整備や信頼性データベースの構築等を図った。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、燃料加工施設の総

合安全解析手順の整備に着手した。

（３）輸送に係る規制の高度化の支援

放射性物質の輸送に関して、IAEAの国際輸送規則

の定期的な改定を支援するとともに、改定された国

際輸送規則を国内規制へ反映するための支援を行

国内意見の集約・提案及び他国の提案内容の評価等を通じ、IAEA の放射性物質安全輸送規則

（TS-R-1）の改訂を支援したとともに、TS-R-1 の国内基準への反映に関し規制当局を支援した。

また、輸送事象データベースを構築し、データ収集・更新を行っている。
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う。また、輸送管理のためのデータベースの構築等

を行う。

（４）廃棄物処分に係る検査・審査の基盤整備、規

格・基準整備対応

今後、廃棄物処分事業が本格化することを踏まえ、

原子力安全・保安院が進める安全規制を重点的に支

援する。

① 廃棄物処分施設の許認可申請等に係るクロス

チェックに用いる地下水流動解析コード等の

整備、データベースの構築等を行う。

② 廃棄物処分に係る国内外の規制動向調査、試験

研究等を通じ、余裕深度処分における政省令、

審査基準等や地層処分における立地段階にお

けるガイドラインや政省令等の必要な規格・基

準の整備を支援するとともに、機構が行う廃棄

体確認手法等を整備する。

①地下水流動解析コード３D-SEEP 等について計算環境の整備とモデルの詳細化による改良によっ

て、クロスチェック解析コードとしての整備を図った。

また、新たに収集したパラメータ等を追加し、データベースの構築を図っている。

②余裕深度処分の安全評価の不確実性に関する国内外の最新知見の収集・整理、地層処分の概要調

査結果の妥当性レビューの判断指標の策定の考え方の廃棄物安全小委への報告等を通じ、廃棄

物処分に必要な規格・基準の整備を支援した。

また、廃棄体処分のためのスケーリングファクタの設定に関し外部有識者の意見も踏まえて

JNES-SS レポートとして発行し、機構が行う廃棄体確認手法等を整備している。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、発電所周辺の災害

廃棄物等及びプラント事故から発生する放射性廃棄物処分等に関する調査を実施した。

（５）廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の

対応

今後、原子炉施設等の解体・廃止が本格化するこ

とを踏まえ、これに係る安全規制を重点的に支援す

る。

① 解体現場でのデータ収集等を通じ、原子炉施設

等の廃止措置に係る規格・基準類として核燃料

サイクル施設の廃止措置計画の審査基準や廃

止措置終了確認のガイドライン等の整備を支

援するとともに、廃止措置に係る安全評価手法

を改良する。

② クリアランス制度に関して、国内外の制度の運

用実績及び核燃料サイクル施設のクリアラン

スに係る動向調査等を通じて、不測時対応のガ

①ウラン取扱施設の廃止措置計画審査に係る安全確保の要件に基づく審査ポイントの整理ととも

に、国の廃止措置安全小委員会への廃止措置終了確認に係る基本的な考え方の報告等を通じ、

廃止措置に係る規格・基準類の整備を支援した。

また、廃止措置時の簡易リスク評価等を通じ、廃止措置に係る安全評価手法を改良した。

②不明線源の混入を想定した不測事態対応マニュアルの策定や燃料加工施設におけるクリアラン

ス制度の整備に関する技術支援等を通じ、クリアランス認可における審査基準等の規格・基準

類の整備を支援している。
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イドラインや核燃料サイクル施設のクリアラ

ンス認可における審査基準等の規格・基準類の

整備を支援するとともに、機構が行うクリアラ

ンス確認等のガイドラインを整備する。

また、金属や大型クリアランス対象物の検認方法の素案をとりまとめ、機構が行うクリアラ

ンス確認等のガイドラインの整備を図っている。

（６）安全情報の収集・分析

以上の業務に活用するため、IAEA、OECD/NEA等の

国際機関における検討状況及び国内外における事

故・故障、規制動向、運転特性その他、核燃料サイ

クル施設等に関する情報の収集・整理・分析・評価

を行い、必要に応じ安全確保のために取るべき措置

の提言等を実施する。また、それらをデータベース

情報として構築する。

国内核燃料施設等の軽微な事象に係る情報収集や、英国、仏国の核燃料施設の運転情報の収集、

海外の核燃料施設の規制に関する調査等を実施し、調査結果を保安院に提供するとともに得られた

情報をデータベースに追加登録することで業務に活用してきた。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、海外（仏、英、米）

のストレステスト等に係わる情報を収集し、保安院の連絡会等で情報提供した。

第二期中期目標期間内における法律に基づく事故・故障及び軽微な事象のデータベース登録は合

計89件（うち、軽微な事象76件）、海外事故・故障情報登録件数は合計394件、及び海外の核燃料サ

イクル施設の規制情報等の収集件数は合計約3,700件であった。

合わせて、米国の核燃料サイクル施設の高経年化対策、英仏核燃料サイクル施設周辺の小児癌発

生状況等、重要なトピックスは更に詳細な調査を行った。

３．４－Ｃ 基盤技術分野

（１）耐震対応に係る分野

耐震バックチェックをはじめ、原子力安全・保安

院が実施する新たな耐震設計審査指針に基づく安全

性の確認を効果的に実施するための支援等を行う。

① 評価に際して用いる知識ベース、データベース

の整備及び調査・研究を行う。

②評価手法の更なる高度化に向け、地震 PSA 手法

の高度化、地震・地震動評価及び地盤・構造物・

機器設備の耐震信頼性評価等に係る調査・試

験・研究を行う。

①耐震バックチェック等、耐震安全性評価に際して用いるデータベースの整備及びそれに関連する

調査・研究を実施している。調査研究は耐震研究ロードマップを作成し、研究に対するニーズ

を踏まえつつプラント生涯の各段階で必要となる技術を網羅し、実施している。

②耐震安全性評価手法の更なる高度化に向けた地震、津波 PSA 手法の高度化、地震動評価、及び機

器設備の耐震信頼性評価に加え、経年・構造評価手法の高度化、耐震裕度に関する調査、最新

知見の収集・整理・分析・評価等に係る調査・研究を実施している。

平成23年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、東北地方太平洋沖

地震の震源特性及び地震動伝播特性を検討、津波ハザード解析の高度化に関する研究、地震・津

波対策の有効性評価、空冷式非常用電源設備の耐力評価を実施した。

（２）人的要因・組織要因に係る分野

① 保安活動における人的・組織面の分析・評価に

係る基盤整備等を行うとともに、原子力安全・

保安院が実施する事業者の安全文化・組織風土

に関する評価支援等を行う。

② 事故・トラブル・不適合事象の人的要因・組織

①「規制当局が事業者の安全文化・組織風土の劣化防止に関する取組を評価するガイドライン」及

び「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン」を策定するとともに、

保安検査における根本原因分析において保安院を技術支援した。

②策定した「人的過誤の直接要因に係る不適合を是正するための事業者の自律的取組を規制当局が
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要因を分析し、発生低減のための規制要件整備

を行う。

③以上の活動及びリスク情報活用に貢献するた

め、人間信頼性データの整備、人間信頼性解析

手法、モデルの高度化を行う。

評価するガイドライン」は保安検査等で活用されている。

③人間信頼性データ整備の方法等を取りまとめた「人間信頼性データ収集・評価ガイドライン（案）」

を作成した。

（３）リスク情報活用に係る分野

① リスク情報活用に関して、原子炉施設を対象と

して原子力安全・保安院の進める新検査制度の

整備を支援し、データベース整備、ガイドライ

ン案作成等を行う。

② 事故・故障事例に係るリスク情報を活用した分

析手法を構築する。

③ 原子力安全・保安院及び機構が策定した「原子

力安全規制への「リスク情報」活用の当面の実

施計画」について改訂・活用項目の拡大等の検

討等を実施し、安全規制へのリスク情報活用等

を支援する。

④ 以上の活動のため、必要な手法、モデル及びデ

ータの整備を行う。

①新検査制度に係る検討において、検査の重点化及び保全プログラム確認へのリスク情報活用を図

るとともに、リスク情報を活用して、保全プログラムの確認業務に用いるデータベースの整備

を行った。

②リスク情報を活用して、検査指摘事項等の安全重要度を評価する仕組みを策定し、プラントの型

式に応じた評価モデルの高度化、マニュアル類の整備等を実施している。

③米国及び欧州主要国における安全規制へのリスク情報活用に係る最新情報、リスク情報活用事例

等を整理し、保安院及び機構が策定した「原子力安全規制への「リスク情報」活用の当面の実

施計画」の改訂に資する情報として取りまとめた。

④安全規制へのリスク情報活用のため、人的過誤率の評価手法、火災の確率論的安全評価に用いる

火災伝播解析コード及び航空機落下事故データの整備等を行っている。

（４）原子力防災、環境影響に係る分野

① 原子力防災関連

○緊急時の意思決定に必要な事故状態把握・事故

進展予測に係る技術を整備し、事故状況判断及

び事故進展予測のためのマニュアルの整備、事

業者が行ったアクシデントマネジメント策の

ERSS への反映等を行う。また、関連情報をデ

ータベース化し、緊急時対応ツールとして整備

する。

○緊急時対応の実効性向上のため、避難シミュレ

ーション手法の開発、防護対策リスク評価手法

の検討等を行う。

①事故状況判断及び事故予測のためのマニュアルの整備、軽水炉のレベル 2PSA フェーズの事故解

析結果を原子力防災に活用するためのデータベースの構築、事業者のアクシデントマネジメント

策の ERSS への反映や知的基盤を用いた緊急時対応技術の整備、避難シミュレーション手法の検

討を行った。

また、事業者のアクシデントマネジメント対策の保安院によるレビューに活用するため、最

新の試験研究データ及び知見、事故進展データ等をアクシデントマネジメント知識ベースとして

整備し、シビアアクシデント規制要件化に係る技術的根拠、データ等を整理している。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対応として、緊

急時活動レベル・防護対策判断基準等の整備に係る検討、避難時間推計手法に係る要求条件・使

用手順の整備、シビアアクシデントを考慮した事業者のオンサイト訓練導入の検討等を行った。
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○電気事業者のアクシデントマネジメント対策

の原子力安全・保安院によるレビューに活用す

るため、試験研究等を通じ、知識ベースの整備

等を行う。

② 環境影響関連

○リスク情報（レベル 2PSA 及びレベル 3PSA）を

活用した安全規制の高度化を支援するために、

地震に係るレベル２PSA 手法及びレベル 3PSA

手法等の必要な手法、モデル及びデータの整備

を行う。

○平常時及び事故時の被ばく解析手法の整備、廃

炉の被ばく評価手法の高度化、放射線防護等に

係る調査等を行う。

②地震時のレベル２PSA 及びレベル３PSA 手法等について、整備を行うとともに、不確実さを考慮

した被ばく線量評価コードを整備している。

また、廃止措置工事時における平常時及び事故時の放射性物質の放出量評価コードを整備した

他、再処理施設の被ばく評価コードの改良、核燃料サイクル施設等の直接線、スカイシャイン

線評価手法の整備を実施している。

更に国際放射線防護委員会(ICRP)勧告や原爆被爆者調査罹患率データ、EPA リスクモデル改訂案

等を調査しており、その知見を再処理施設の被ばく評価コードの改良に活用している。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、事故に係る環境影

響の調査・分析・評価及び海洋影響評価手法の調査を実施した。

（５）その他（基礎・基盤研究）

原子力安全の確保を図るために必要な技術課題

の解決のために有効な原子力以外の技術分野の知

見の活用を図る。

地震・活断層分野、もんじゅ構造をモデルとした物理的・化学的分野及び原子力の安全規制のあ

り方の3つの分野について基礎的研究に重点を置いて研究を実施し、例えば、地震・活断層分野に

おいては、地質構造調査の高度化に資する成果が得られた。

４．４－Ｄ 防護対策分野

（１）原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・

検査の支援

① 核物質防護検査を的確に行うため、検査マニュ

アルの継続的な見直し・充実を行う。

② 枢要区域検討結果の妥当性を確認する。

③国が行う設計基礎脅威の見直しに関する支援を

行う。

（２）技術ガイドの整備・充実

原子力安全・保安院の審査・検査に用いられる

枢要区域設定ガイドライン等の技術ガイドライ

ンの整備を支援する。

（３）情報の収集・整理・分析・評価

（１）保安院が行う核物質防護審査・検査の支援

①国内外の核物質防護に係わる技術情報や規制情報等について調査・分析を実施し、検査マニ

ュアルの継続的な見直し・充実等の支援を実施している。

②各原子炉施設等及び運転状態毎の核物質防護対策上、重要な設備について分析・検討を実施

し、枢要区域検討結果の妥当性確認の支援を行っている。

③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の見直しに係る検討

を支援している。

（２）技術ガイドの整備・充実

保安院の審査・検査に用いられる枢要区域設定のガイドライン、タイムライン分析評価ガイ

ドライン、防護機器の性能ベース試験・検査要領書に係る技術ガイド等について検討し、これ

ら技術ガイドラインの策定・整備を支援している。

（３）情報の収集・整理・分析・評価
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（１）（２）の業務に活用するため国内外における

規制動向、テロ情報及び防護対策関連技術に関する

情報の収集・整理・分析・評価を行う。

海外規制動向、国内外テロ事例調査及び構築物の衝撃試験解析調査等を行い、結果を保安院

へ提供した。

また、米仏の規制機関等との情報交換会合、IAEAの核セキュリティ文書の改訂・整備作業へ

参画などの国際協力を通じて情報の収集・整理・分析・評価を行っている。

安全研究業務の実施に当たっては、公的研究費の

不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正経理

及び不正受給の防止対策を強化する観点から、総合

科学技術会議が示した「公的研究費の不正使用等の

防止に関する取組について」（共通的な指針）（平成

18 年 8 月）等に沿った取組を行うことにより、業務

の適正な運営を図るとともに、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、経費の縮減を図

る。なお、提案公募型調査研究は廃止する。

また、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。

委託契約における検査等の強化（検査等の体制の確保、効果的・効率的な検査手順マニュアルの

制改訂、マニュアルの習熟など検査担当者の技術向上等）、管理ルールの整備・明確化とそれの研

究機関・研究者への周知徹底を図るための体制の強化を行い、不正受給防止等を図ってきた。

安全研究は高経年化対策業務、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

点化しており、機構内での検討を経て原子力安全研究評価委員会により確認をうける仕組みが構

築・運用されている。特に平成21年度は委員会の評価結果を踏まえ、1事業を中止し、3事業で予算

規模の削減等も含め計画を最適化し、平成23年度は22事業を追加する一方、 9事業を年度内凍結、

2事業の2項目を年度内に廃止した。

また、提案公募型調査研究は平成19年度で廃止した。

収集情報の精査はクリアリングハウス機能を活用することでより重要度の高いものに重点化し

ている。

安全情報データベースについては使用頻度の少ないデータベースを整理するとともに、競争入札

等の効果によりデータ入力コストを削減し、業務の効率化に努めている。

データ入力コストの前年度比削減率は平成20年度：約4％、平成21年度：約8％、平成22年度：約25％、

平成23年度：約40％であった。
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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（法人の実績について、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）

１９年度：Ａ、２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ

各年度の評定から算出される
総合評定

（４点＋４点＋４点＋４点＋４点）×１／５＝４．０ Ａ

評価のポイント

○国際的にリーダーシップを発揮し、国際機関への貢献、多国間の規制関係者会合などを積極的に実施した。東京電

力福島第一原子力発電所事故後は、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

える活動を行い、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。

○近隣アジア諸国においては、アジア原子力安全ネットワークのリーダーとして主導し、原子力関係者のレベルアッ

プを図る観点から、各種研修やセミナーを実施した。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。

○広報業務においては、ユーザーニーズを踏まえて、ホームページのリニューアルや安全研究成果の積極的な公表な

ど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

当該期間の評定がＢとなる基準
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．国際業務

① 海外原子力安全情報の調査及び海外への情報

発信を行う。

② 二国間・多国間の協力枠組に基づく各種活動を

行う。

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援（研修等）

を行う。

④国際条約等の義務の遂行に係る活動を行う。

①IAEA、OECD/NEA 等の国際会議及び米国、フランス等との技術情報交換会合を通じ、安全規制情

報等を調査している。国内の事故トラブル情報は上記国際機関、各国の規制機関等に向け発信

している。第二期中期目標期間における国内トラブル情報の英訳版公開件数は合計 208 件。

平成 23 年度は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応として、 IAEA 閣僚会議

向け日本国政府報告書等の翻訳支援を実施した。

②米、仏、独等の海外原子力規制機関とは協力協定に基づき、IAEA や OECD/NEA についてはそれぞ

れ TSO 会議や MDEP 等の国際プロジェクトを通じ情報共有、発信を実施している。第二期中期目

標期間における二国間定期会合等開催回数は合計 24 回。

③近隣アジア諸国を対象に研修を実施するとともに、特にベトナムについては規制当局と協力覚書

を締結し、安全指針整備への協力、研修の実施に加え研修生受入による人材育成支援を行って

いる。また、平成 23 年には新興国支援等、国際活動を戦略的に展開するため、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た。
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④原子力安全条約、廃棄物等安全条約等、報告書の作成支援や会議での討議の参加、報告書作成等によ

り保安院を支援している。

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。

広報戦略を取りまとめた「原子力安全規制広報の在り方」に基づき広報活動を行うとともにマス

コミへの情報発信、ホームページの改善・充実、シンポジウムの開催により安全規制情報に関する

広報活動を行っている。第二期中期目標期間における JNES シンポジウム参加者数は合計約 2,410

名であった。

各年度の研究プロジェクトごとの安全研究の成果及び原子力安全規制への成果の反映状況を中

心に、機構全体の年度ごとの業務成果を取りまとめ、「安全研究年報」として作成した。

なお、全面的に刷新したホームページのユーザビリティ等を WEB の評価機関の検証をうけ、改善

指摘事項について改善を図った。その結果、（株）日経 BP コンサルティングが実施した「独立行政

法人 Web サイトユーザビリティ調査 2010/2011」の調査結果で機構が全独立行政法人中１位になっ

た。

また、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応は以下のとおり。

・保安院コールセンターへの専門家派遣(平成 23.6.30 まで派遣。のべ 955 人)

・メディアの問合せ 643 件、取材等 71 件、一般人等からの問合せは 253 件

・シンポジウムで地震・津波のシミュレーション解析等合計 4テーマを発表
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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目標を達成）
１９年度：Ａ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ａ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される
総合評定 （４点＋３点＋３点＋４点＋３点）×１／５＝３．４ Ｂ

評価のポイント

○人材確保・育成に向けた取組

機構が担う検査等業務や安全審査等業務、防災等業務、調査・試験研究等業務を執行する職員には、高度な科学的知見

や現場経験等によって培われた高度な専門性が求められる。職員年齢構成は、発足時からベテラン職員が多数を占めて

いたが、人材確保等は即戦力となる中途採用に過度に依存してきたため、これまでその職員年齢構成の歪みが是正され

ていない。今後、中長期的な観点から若手の育成に努めるとともに、ベテラン人材が退職期を迎える状況に対して、世

代交代に備えた人材確保や技術伝承にこれまで以上に積極的に取り組むことが必要である。

○機動的・弾力的な組織運営

突発的な大規模自然災害（平成19年7月新潟県中越沖地震、平成23年3月東日本大震災）に対して、緊急に組織改編する

などして、機構の有する専門的知見を結集することで、原子力の安全規制の実施を強力に支援できている。

○第三者評価制度の効果的活用

安全研究においては、外部評価委員会の充実を図り、政策効果を厳格に評価するなど必要性の高い分野に重点化する仕

組みを運用している。また、契約業務の適正化に向けて契約監視委員会を設置し、随意契約や一者応札の低減状況など

点検・見直しが行われており、機構が行う事業の公平性、客観性、透明性をより一層向上させることで、信頼性の確保

に努めている。

○業務経費等の着実な削減

平成 19 年度以降、一般競争入札の範囲の拡大などの対応を図ってきたが、平成 21年度に外部有識者を含めた「契約関

係検討チーム」を設置し、一者応札率や高落札率の現状分析と具体的な改善策を定め、低減に向けた取組を積極的に行

っており、平成 23 年度の東京電力福島第一原子力発電所事故の影響等を除けばその成果は得られている。

個々の評価事項について
当該中期目標期間がＢとなる基準

中期目標期間の実績及び評価（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

（１）人材確保

機構業務の安定的かつ持続的な実施体制を維持・

構築するため、バランスのとれた人員構成に配慮し

つつ、継続的に新規学卒者を採用するとともに出向

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、継続的に新規学

卒者を採用するとともに、安全解析分野、廃棄物処分分野、耐震設計分野など、広範な分野から知

見・経験を有する中途採用者を確保し、機構の業務展開に必要な部署に配置した。

また、出向採用についても、強震動地震の専門家や国際的な原子力安全規制において活動経験

豊富な専門家などを採用し活用した。
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者を含めた中途採用により優れた専門的知識と豊富

な経験を持つ人材を確保する。

また、総人件費改革を図る中で、廃棄物関係業務、

高経年化対策業務、核物質防護対策業務、クロスチ

ェック解析業務、学協会規格の技術評価等、規制ニ

ーズが増大しているところであり、これらを着実に

実施できるよう人員体制整備に向けた見直しを行

う。

なお、第二期中期目標期間内の採用者の合計は新卒採用 25名、中途採用 115 名であり、うち若

手博士号取得者(ポスドク)については平成 22年度に 2名を採用した。

また、機構の各専門業務が着実に実施できるよう専門家マップの作成などを通じて、人員体制

整備に向けた見直しを行った。

（２）人材育成

新規採用者を含む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実

施するとともに、関係機関等との積極的な人事交流

を行う。

また効率的かつ効果的な組織運営を図るため、組

織マネジメント力を向上させるための研修等を充

実・強化する。

なお、機構職員として業務遂行に必要な知識・技

能の習得・向上を図るための一般研修については、

一人当たり年平均 3回以上の参加を目標とする。

人材開発室や人材育成戦略ワーキンググループの設置により、機構の人材育成戦略の検討を推

進し、入構後 10 年を経過した職員のあるべき人材像と代表的なキャリアパスを例示する等、計画

的な人材育成プログラムを開発し実施している。

更に、専門的知識向上及び現場経験確保のため、保安院や米国原子力規制委員会(NRC)、国際原

子力機関(IAEA)等への出向・研修派遣を実施する等、関係機関との積極的な人事交流を行っている。

人事交流実績は以下のとおり。

IAEA 3 名、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA) 1 名、NRC 研修 2名、保安院 2名、METI

行政事務研修 1名、日本貿易振興機構(JETRO)情報収集研修 1名、発電所研修 1名、東京大学

専門職大学院 1名

また、組織マネジメント力を向上させるために、管理職研修やコンプライアンス研修等を行っ

ている。

なお、第二期中期目標期間内における一般研修の一人当たりの年平均参加回数は約 5 回となっ

ており、目標を達成している。

（３）人材活用

効果的な人材活用を図るため、機構内部における

人員の流動性を高め適材適所の人材配置を行う。特

に、若手職員については、高度な専門性獲得等の観

点を重視した育成及び能力開発を念頭に置きつつ配

属及び異動を行う。

また、人材活用の基本的手法としての人事評価制

度については、組織内におけるコミュニケーショ

ン・ツールとしての視点も重視しつつ継続的な改善

を行い、これらの評価結果を適切に処遇に反映する。

専門性調査及び希望調書を活用し、適材適所の配属及び異動を行っている。特に若手職員につ

いては、クロスチェック解析等を行う研究職員についても発電所等の現場を経験することが重要と

の観点から、検査部門における「併任検査員制度」により現場を経験させる措置を講じるなど、高

度な専門性獲得等の観点から配属及び異動を行っている。

また、人事評価制度については、平成 23 年度に抜本的に改正し、望ましいコンピテンシーに基

づく評価として、能力評価（絶対評価）及び半期ごとの業績評価（相対評価）に整備するとともに

システム化を推進し、作成・集計作業を大きく軽減させることで、評価者と被評価者のコミュニケ

ーションの充実を図っている。今後は、ツールを十分に効果が発揮できるようにするため、評価者

のコミュニケーション技量を向上させるための評価者研修等を実施することとしている。
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２．業務に関わる知的基盤の確立

業務を通して得られる情報及び知見等の蓄積を推

進するとともに、部門を超え、より一層有効かつ効

率的に活用できるようにするため、検索用インター

フェースの統合等による機構が構築した複数のデー

タベースの連携強化等を行い、検索性能の向上等の

利便性の向上を図る。

原子力施設等のトラブルの水平展開に関するデータベースの構築等、各種データベースを構築

し、技術系職員の専門知識の共有・伝承及び、関連文書類の管理を支援するパイロットシステムを

構築して試運用を行い、専門知識・技術資料をシステムに登録した。

また、試運用経験を反映してシステム改良を行うとともに、更なる改良を図るため、機構の知識

管理システム構築のノウハウを蓄積した。

更に、技術情報を部門を超え、より一層有効かつ効率的に活用するため、機構内にある約 50 の

各種データベースへの入り口を一つにした「JNES 技術情報ポータルシステム」を構築し、データ

ベースの利便性の向上を図っている。

３．組織運営、業務の質の向上、業務執行の高

度化

（１）組織運営の高度化

機構の有する専門技術能力その他の資源を最大限

に活用し、組織全体としての成果を向上していくた

め、以下のように組織運営の高度化を図る。

①経営機能の強化

経営陣が業務の状況を迅速かつ的確に把握し、

組織全体を見渡して最適な意思決定を行うため

の、情報共有等の仕組みを適宜改良する。

②機動的・弾力的な組織運営

組織全体としての成果向上のため、原子力安全・

保安院の規制ニーズの変化等に柔軟に対応する組

織編制の実施等の機動的・弾力的な組織運営を行

う。

①重要事項の審議と情報共有を行う幹部会や、成果目標に対する達成状況を評価するための理事長

ヒアリング等の仕組みを活用し、組織活動の全体把握に努めるとともに、これらの仕組みにつ

いて適宜改良している。

また、監査室による内部監査結果、監事監査結果の幹部会での報告に加え、 QM 委員会、ＱＭＳ

内部監査結果、理事長ヒアリング、契約監視委員会報告により、理事長が内部統制の現状を把

握し、必要な措置を指示することで内部統制の状況を的確に把握している。幹部会は月 1 回程

度、第二期中期目標期間内で合計 54 回開催した。

②規制ニーズの変化等に柔軟に対応するため、平成 19 年 10 月には耐震安全部を設置し、平成 21

年 4 月には企画部、総務部、原子力システム安全部、廃棄物燃料輸送安全部、検査業務部に対

し、大規模組織改編を行い、機動的・弾力的な組織運営を行った。

また、平成 22 年 11 月には柏崎耐震安全センターを設置し、更に、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。

平成 23 年度には防災対応の更なる強化のため、緊急時技術支援室及び緊急時ネットワーク監視

センターの設置を検討するとともに、組織全体の品質管理の強化・充実のため、品質管理推進

室の設置も検討し、平成 24 年 4月に設置した。

なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、技術支援機関として事故対応に万全
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③責任の明確化

機構の内部組織は、意思決定ラインを短くすると

ともに、指揮命令系統及び責任の所在を明確化す

る。

④原子力安全・保安院等との一層の連携

政策的ニーズを的確に把握して業務を進めるた

め、原子力安全・保安院とのコミュニケーション

を更に密にする。また、その他の関係機関との情

報交換・連携も密にし、一層の成果向上を図る。

⑤業務の質の向上

これまで体制整備した品質マネジメントシステム

及びリスクマネジメントシステムを維持及び改善

することにより、業務の品質を高めるよう努める。

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、専門チームを

設け、組織を機動的・弾力的に運営した。

③組織改編時には、各業務における指揮命令系統及び責任の所在を明確にするとともに、高度な専

門性技術の維持・向上等を図るため、専門性調書及び希望調書を活用した適材適所の配置等を

行っている。

④保安院と機構幹部との連絡会にて情報共有を図るとともに、現場レベルでの懸案事項の説明や十

分な意見交換等を行うことでコミュニケーションを密にしている。特に平成 23 年度は東京電力

株式会社福島第一原子力発電所事故対応では現場レベルでの十分な連携を図り、保安院のニー

ズに適切に対応した。

また、機構が収集した安全情報については保安院に設置した安全情報検討会において、我が

国の規制への反映の可否を検討する等、原子力安全規制の向上に寄与している。

⑤業務の品質確保のために QMS を推進し、規程類の見直し、体制強化等を実施するとともに、セル

フアセスメントやプロセス分析等を通じて、業務の継続的改善につなげている。

特に「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、不適合事象の判断基準

の見直し、QMS 内部監査及び外部監査の見直しを図り、QM 規程を改訂するとともに、組織全体

の QMS の強化・充実を図るため、機構内の品質保証の専門家を集め、品質管理推進室を新設し、

平成 24 年度より活動を開始させた。

更に、指示事項を理事長が各部室長に通知・議論する理事長ヒアリングを年 3回程度(年初、

期中、年度末) 実施し、各部室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。この達成状況

を踏まえ、次年度の指示事項を制定するなど継続的改善を図り、業務の品質を高めるよう努め

ている。なお、第二期中期目標期間内の理事長ヒアリングの開催回数は 18 回であった。

リスクマネジメントシステムについては、首都圏地震対応、新型インフルエンザ等の危機

管理に関する規程類を整備した他、理事長ヒアリングにおいて各部の潜在的リスクを明確にす

るとともに、その対応状況を確認した。

（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施

安全研究業務については、第三者評価機関による

評価を受け、達成状況や政策的ニーズの変化に伴う

見直しを適切に行う。

原子力安全研究評価委員会（平成19～21年度は試験研究等外部評価委員会）において、機構が行

った試験研究等の事業を対象として、本委員会及び分科会を開催し、第三者評価機関による評価を

受け、達成状況や政策的ニーズの変化に伴う改善や見直しを適切に行っている。第二期中期目標期

間内に原子力安全研究評価委員会等を開催した回数は委員会で11回、分科会では54回であった。
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また、適正な業務執行を確保するため、業務執行

部門から独立した組織による内部監査を確実に行

う。

一方、内部監査については、年度当初に策定する内部監査計画に従い、規程類の遵守状況、物品

調達、旅費に関する事務処理、個人情報保護、情報セキュリティ体制などについて、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、年度を通じ実施し、指摘された事項については、

対応状況をフォローアップすることにより、確実に改善を行っている。

また、QMS内部監査については、各部室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し、平成23年3月1日付でQMS内

部監査員を任命し、同月に内部監査を実施した。

更に、検査等業務、防災関連業務を含む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。

（３）中立・公正な業務執行

検査等業務、クロスチェック解析及び高経年化技

術評価等の直接的に原子力安全規制行政の一部を担

う業務に携わる職員については、電気事業者等から

の出向者を充てないこととし、業務の中立・公正な

実施に努める。

検査等業務、クロスチェック解析及び高経年化技術評価等の直接的に原子力安全規制行政の一部

を担う業務に携わる職員については、機構のプロパー職員又は国からの出向者で実施し、業務の中

立・公正な実施に努めている。

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施

検査等業務、安全審査等関連業務等の原子力安全

規制の基盤的業務の実施に当たり科学的・合理的な

判断の下に行うとともに、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

ことを定めた行動規範を引き続き機構内に周知・徹

底するとともに、タイムリーな報告書の作成、ホー

ムページ、学会発表等による公開、発信を促進する。

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。

検査等業務、安全審査関連業務等の安全規制業務を科学的・合理的に進めるため、安全研究事業を

実施している。

この安全研究事業については、規制機関として適切なニーズの展開、優先度の設定、研究の重複

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、安全研究計画に反映する等、

科学的・合理的な判断の下に業務を実施している。

判断根拠の透明性の確保のため必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを定めた行動規範を

引き続き機構内で周知・徹底するとともに、学会発表、論文発表を積極的に行うよう努めており、

年間100件以上、第二期中期目標期間内では合計1144件の発表を行った。

各年度の学会発表、論文発表件数

年 度 19 20 21 22 23 合 計

件 数 205 241 262 233 203 1144

５．業務・システムの最適化

（１）外部能力の活用

試験研究の実施に当たっては、必要となる施設

試験研究の実施に当たっては、機構が固定的経費を負担することがないよう、既存の国内外の施設

を活用し効率的実施に努めるとともに、調査、試験関連業務等におけるデータ入力などの単純作業

は業務の効率化の観点から、外部に発注している。
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は、機構が固定的経費を負担することがないよ

う、既存の国内外の施設を活用するよう努めると

ともに、必要な人的資源についても、機構におけ

る人材育成、ポテンシャルの維持等の要請とのバ

ランスを考慮しつつ、外部の専門家を積極的に活

用することとする。

一方で一定の専門性が求められる給与関連業務及び機構内情報システム運用管理業務等につい

ても、外部に発注しコストダウンに努めるなど、外部専門家を積極的に活用している。

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、外部の専門

家からなる検討会等を開催・活用し、業務の客観性を高め、的確な実施に努めた。第二期中期目標

期間内の外部専門家を活用した検討会等の開催回数の合計は 535 回であった。

（２）情報化の推進

情報技術高度化の動向を把握し、情報技術を活

用した事務処理の効率化・迅速化を推進するとと

もに、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、ネットワーク体系の

見直し、サーバ体系の見直し、ファイアーウォー

ルの強化等十分な対策を講じる。また、「独立行

政法人等の業務・システム最適化実現方策」を踏

まえ、内部管理業務に引き続き、原子力防災情報

システムに関連する業務の最適化計画を整備す

るとともに、整備が完了したものから実行に移

す。

勤怠システムの改良や予算執行管理・財務会計・旅費・経費精算の各業務システムの連携機能強

化による新システムの構築と導入を行うとともに、グループウエアの更新を実施し、情報技術を活

用した事務処理の効率化・迅速化を推進している。

更に、「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」を踏まえ、内部関連業務の最適化計

画の実施及び原子力防災情報システムに関連する業務・システムの最適化計画を策定し、実行に移

すとともに、サーバーシステムの統合化等により、ITコスト低減を念頭においたシステム最適化の

検討を行い、平成23年度にＩＴ総コストを平成22年度比で約32％の削減を達成した。

また、基幹ネットワーク系システムにおいてファイアーウォール及びメール中継サーバの二重化

による可用性の向上を図るとともに、スパム対策サーバを適切に管理した。

全役職員を対象とした eラーニングによる情報セキュリティ研修を実施し、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の対策を講じている。第二期中期目標期間内の情

報セキュリティ研修受講率の平均は 97.6%である。

しかしながら、「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に行う。

６．内部統制

（１）経営機能の強化

経営陣が業務の状況を迅速かつ的確に把握し、

組織全体を見渡して最適な意思決定を行うため

の、情報共有等の仕組みを適宜改良する。

○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。

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。

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

ヒアリングを年 3回(年初、期中、年度末)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
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（２）内部監査等の確実な実施

適正な業務執行を確保するため、業務執行部門か

ら独立した組織による内部監査を確実に行う。

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東京電力株式会社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。

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。

(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

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。

(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。

○内部監査等の確実な実施

(1)法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施

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。

(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：
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・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。

(3)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。

(4)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。

７．業務経費等の削減

（１）運営費交付金による業務については、効率的

遂行に努め、一般管理費は毎年度平均で前年度

比 3%以上を削減、事業費（Ⅲ１．にいう検査等

に係るものを除く。）については、毎年度平均

で前年度比 1%以上の削減を行う。

①運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、一般管理費は毎年度平均で前年度比3%

以上を削減し、事業費 （検査等に係るものを除く。）については、毎年度平均で前年度比1%

以上の削減を行った。

各年度の一般管理費及び事業費の期間平均増減比

年 度 19 20 21 22 23

一般管理費の
期間平均増減比(%)

-5.5 -8.5 -6.8 -5.5 -5.1

事業費の
期間平均増減比(%)

-2.5 -1.2 -1.2 -2.8 -2.7

各年度の期間平均減少率は平成18年度予算を基準として算出。事業費は検査等を除く。

（２）総人件費については、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）等に基づき、5 年間

で 5%以上を基本とする削減（平成 19 年度予算

における人件費を基準とし、23 年度までの 4年

間で 4%以上の削減）の着実な実施を図るととも

に、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造

改革を踏まえた見直しを実施する。更に、「経

総人件費については、平成17年度が基準年度の場合、削減率は6.3％と5年間で5％以上の削減目標

を達成した。また、平成19年度が基準年度の場合、削減率は5.4％と平成23年度までに4％以上、

削減するという目標も達成した。

各年度の総人件費と人件費削減率
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済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」

（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づき、国

家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23

年度まで継続する。

年 度
基準年度

(17)
18 19 20 21 22 23

総人件費(億円) 46.9 46.7 46.7 47.2 44.1 39.9 42.3

人件費削減率(%) － -0.5 -0.3 0.6 -5.9 -14.9 -9.7

人件費削減率(%)
（補正値）

－ -0.5 -1.0 -0.1 -4.2 -11.7 -6.3

注：｢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。

また、ラスパイレス指数も在勤地域、学歴を勘案した場合、平成23年度は102.4であり、国家公

務員と比較しても適正な水準となっている。

各年度のラスパイレス指数

年 度 19 20 21 22 23

ラスパイレス指数 103.5 103.9 101.5 102.2 102.4
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（３）業務内容に応じ、外部機関を活用するとと

もに、競争的な調達を行う。なお、随意契約に

より委託等を行う場合には、国における見直し

の取組（「公共調達の適正化について」（平成 18

年 8 月 25 日付け財計第 2017 号。財務大臣から

各省各庁の長あて。））等を踏まえ、関連公益法

人を始め特定の団体との契約の在り方の見直

しなど不断の見直しを行うこととし、一般競争

入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じ

た業務運営の一層の効率化を図る。

契約監視委員会では、契約の点検・見直しを行い、同委員会の検討結果を受けて、契約の適正化

に関する理事長通知を発出するとともに、「随意契約等見直し計画」を策定した。

また、一者応札等に対する改善策として、「公告期間の延長」、「入札説明会の開催」等、15項目

を見直し、契約の適正化を更に推進した。

以上により競争入札への移行に伴い、競争性のない随意契約の件数比率・金額比率ともに減少し、

契約ベースで経費が削減されるとともに、一般競争入札における一者応札の件数比率は減少し、競

争性が高まった。これら一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じ、業務運営の一層

の効率化を図っている。しかしながら、平成23年度においては、東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故対応及び事務所移転関連の対応で、随意契約比率が増加したが、これらを除いた随意

契約件数は、前年度を下回っている。

随意契約比率（件数比）

年 度 19 20 21 22 23

随意契約比率(%) 36.4 16.4 12.6 8.1
*1

9.3
*2

随意契約比率（金額比）

年 度 19 20 21 22 23

随意契約比率(%) 17.4 12.8 3.3 2.1*1 1.9*2

＊1：事務所移転関連の対応を除いた場合。除かなければ件数比で9.0％、金額比で14.1％

＊2：東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故対応及び事務所移転関連の対応を除いた場合。除か

なければ件数比で19.9％、金額比で25.1％

また、一者応札比率についても増加しているが、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。

一者応札比率（件数比）

年 度 19 20 21 22 23
一者応札比率(%) 73.0 68.0 46.9 43.0 57.3

一者応札比率（金額比）

年 度 19 20 21 22 23
一者応札比率(%) 73.4 86.2 80.8 55.5 69.4
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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目標を達成）
１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ｂ

各年度の評定から算出される
総合評定

（３点＋３点＋３点＋３点＋３点）×１／５＝３．０ 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
当該期間の評定がＢとなる基準

中期目標期間の実績及び評価（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。

○一般競争入札の範囲の拡大による費用低減、月次予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、又は担保しようとする事態及び法人として欠

損金の発生が無い。

○財務諸表のセグメント情報において人件費を明示する等、公表の充実等を図った。また、毎年度

の決算にあたっては会計監査人の監査を受けている。

１．予算《別表１》

２．収支計画《別表２》

３．資金計画《別表３》
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予算書（総括表） （別表1）
（単位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
収入

運営費交付金 110,284 87,521 22,763 0
施設整備費補助金 0 0 0 0
受託収入 0 0 0 0

うち国からの受託収入 0 0 0 0
うちその他からの受託収入 0 0 0 0

手数料収入 7,892 0 0 7,892
その他収入 12 7 4 0
繰越金 0 0 0 0

118,190 87,528 22,768 7,892
支出

業務経費 102,982 78,471 17,958 6,553
施設整備費 0 0 0 0
受託経費 0 0 0 0
一般管理費 15,207 9,057 4,810 1,339

118,190 87,528 22,768 7,892

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

計

計

区分

決算書（総括表）
（単位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
収入

運営費交付金 109,910 82,801 25,809 1,299
施設整備費補助金 0 0 0 0
受託収入 339 42 296 0

うち国からの受託収入 339 42 296 0
うちその他からの受託収入 0 0 0 0

手数料収入 6,902 0 0 6,902
その他収入 134 101 19 13
繰越金 0 0 0 0

117,287 82,946 26,125 8,215
支出

業務経費 101,812 75,187 20,828 5,796
施設整備費 0 0 0 0
受託経費 339 42 296 0
一般管理費 10,487 6,424 2,938 1,125

112,639 81,654 24,063 6,921

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分

計

計
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収支計画（総括表） （別表2）
（単位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
費用の部 118,190 87,528 22,768 7,892

経常費用 118,190 87,528 22,768 7,892
業務経費 102,982 78,471 17,958 6,553
一般管理費 15,207 9,057 4,810 1,339
受託経費 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0

財務費用（利息） 0 0 0 0
臨時損失 0 0 0 0

収益の部 118,190 87,528 22,768 7,892
運営費交付金収益 110,284 87,521 22,763 0
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 7,892 0 0 7,892
資産見返負債戻入 0 0 0 0
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 0 0 0 0
その他の収入 12 7 4 0

純利益 0 0 0 0
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分

収支実績（総括表）
（単位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
費用の部 111,267 80,494 23,633 7,139

経常費用 110,599 79,839 23,623 7,136
業務経費 91,787 67,067 19,809 4,910
一般管理費 9,607 5,908 2,746 953
受託経費 339 42 296 0
減価償却費 8,864 6,820 771 1,272

財務費用（利息） 443 430 9 2
臨時損失 225 223 0 1

収益の部 115,296 81,406 25,604 8,284
運営費交付金収益 103,781 78,202 24,655 923
受託収入 339 42 296 0
手数料収入 5,795 0 0 5,795
資産見返負債戻入 5,236 3,052 633 1,551
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 8 7 0 1
財務収益等 134 101 19 13

純利益 4,028 912 1,971 1,145
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 4,028 912 1,971 1,145

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分
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資金計画（総括表） （別表3）

区分 合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
資金支出 118,190 87,528 22,768 7,892

業務活動による支出 118,190 87,528 22,768 7,892
投資活動による支出 0 0 0 0
財務活動による支出 0 0 0 0
翌年度への繰越金 0 0 0 0

資金収入 118,190 87,528 22,768 7,892
業務活動による収入 118,190 87,528 22,768 7,892

運営費交付金 110,284 87,521 22,763 0
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 7,892 0 0 7,892
その他の収入 12 7 4 0

投資活動による収入 0 0 0 0
施設費による収入 0 0 0 0
その他の収入 0 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0 0
前年度よりの繰越金 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

（単位：百万円）

資金実績（総括表）
（単位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
資金支出 123,236 86,380 27,576 9,280

業務活動による支出 102,891 73,395 23,535 5,961
投資活動による支出 11,604 6,751 2,756 2,097
財務活動による支出 4,499 4,309 157 32
翌年度への繰越金 4,240 1,924 1,126 1,189

資金収入 123,236 86,380 27,576 9,280
業務活動による収入 117,585 82,871 26,511 8,202

運営費交付金 109,910 82,801 25,809 1,299
受託収入 771 69 702 0
手数料収入 6,902 0 0 6,902
その他の収入 0 0 0 0

投資活動による収入 847 508 308 30
施設費による収入 0 0 0 0
その他の収入 847 508 308 30

財務活動による収入 133 100 19 12
前年度よりの繰越金 4,670 2,899 736 1,034

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分


