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２．議題

（１）部会長の退任について

（２）業務実績報告（平成23年度及び第２期中期目標期間）について

（３）積立金の繰り越しについて

（４）評価の進め方について

（５）その他

３．閉会
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○長谷部統括安全審査官 それでは、定刻になりましたので、第28回原子力安全基盤機構

部会を始めさせていただきたいと思います。

まず、初めに、事務局よりお知らせでございますけれども、長いこと当部会の部会長

を務めていただきました大橋先生におかれましては、任期満了に伴いまして当部会を退任

されることになりました。したがいまして、資料１のとおり、当部会のメンバーは４名と

いうことになってございます。このため、まず、部会審議に当たりまして、部会長選出を

させていただきたいと思います。

部会長は、経済産業省独立行政法人評価委員会令第６条第３項によりまして、互選に

より選出することになってございます。委員の皆様から御推薦がありましたらお願いした

いと思いますが、いかがでございましょうか。

○小笠原委員 今のお話の中で、ぜひ、遠藤委員に就任していただければと思います。遠

藤委員は、経験も長いですし、各会での委員会での御発言も非常に的確なお話が多々あり

ましたので、ぜひ、遠藤委員にお願いしたいと思っております。

○長谷部統括安全審査官 ありがとうございます。小笠原委員から、遠藤委員の御推薦が

ございましたけれども、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。

それでは、遠藤委員に部会長をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

遠藤部会長には、御挨拶をいただきまして、以後の議事進行につきましては、遠藤部

会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○遠藤部会長 皆さん、今日も本当に忙しい中、貴重なお時間を割いて御参集いただきま

してありがとうございます。

ただいま小笠原委員から過分なお話をいただき、部会長にということでございますの

で、大橋先生の能力に到底及ばないところではありますけれども、国民の生活の安定のた

めにということを目的に、この評価部会を進めさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

一番わかりにくいのは、政府でも、規制の仕組みについて、混乱の中、といっていい

のかどうかわかりませんが、混乱の中で仕組みの変更がなされていて、JNESについても、

その役割が、また再定義されるようなこと、そういうフェーズでございますけれども、先

ほどちょっと申し上げました、原子力の基盤を整備して国民の安定に資するというJNESの

目標は変わらないと思いますので、そういう視点から評価をさせていただきたいと思いま

す。皆様方の貴重な御意見、ぜひよろしくお願いいたします。

それでは、進行を進めさせていただきます。

本日の議事の前に、恒例によりまして、事務局から定員数の確認と本日の議題及び配

付資料の確認をしていただきます。よろしくお願いします。

○長谷部統括安全審査官 それでは、まず定員数の確認でございますが、本日は４名の部

会委員のうち４名の方、全員に御出席をいただいておりますので、議事を進めるに当たっ

ての定足数は満たしてございます。
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それから、本日の議題でございますが、資料の一番上に議事次第、１枚紙を載せてご

ざいますけれども、議題２のところですが、業務実績報告ということで、平成23年度、さ

らには、今回は第２期中期目標期間の業務実績につきましても報告をさせていただきたい

と思ってございます。

それから、二つ目ですが、積立金の繰り越しについてということでございまして、第

２期中期目標期間から第３期中期目標期間への積立金の繰り越しについての御説明をさせ

ていただきたいと思っております。

それから、三つ目ですが、評価の進め方ということで、業務実績に対する評価、どの

ように進めていくかについて御説明をし、御審議いただければと思ってございます。なお、

評価の進め方の議題におきましては、被評価者のJNESの皆様には御退席をいただくという

ことにしてございますので、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、配付資料の確認でございますが、議事次第の裏側に配付資料の一覧が載

ってございます。盛りだくさんの資料がございますけれども、資料１から資料５まででご

ざいます。資料２の次に、補足資料１、補足資料２が入ってございます。御確認いただけ

ればと思います。

それから、参考資料でございますが、参考資料につきましては、参考資料１から参考

資料11まで配付させていただいてございます。最後にJNESの最新のパンフレットをお配り

してございます。

よろしいでしょうか。不足がございましたらお申しつけいただければと思います。

○遠藤部会長 どうもありがとうございました。資料はおそろいということで議事を進め

させていただきたいと思いますが、早速、それでは、議題２番、平成23年度及び第２期中

期目標期間の業務実績報告について、JNESさんから説明をお願いいたします。

○中込理事長 担当者から説明をする前に、規制当局の技術支援機関でありますJNESの理

事長としまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。

昨年度は、皆さん御承知のように、福島第一原子力発電所の事故等ございました。そ

れから、また、検査等業務につきましても、我々の機構のほうで、いろいろなことがござ

いまして、JNESにとって非常につらい年でありました。

この反省をもとにしまして、我々のほうで品質管理の体制を見直すとか、それから、

検査業務の見直しとか、それから、非常に大切であります人材育成のこと、それから、情

報管理のことにつきまして、組織の改正を行いました。そういったこと、それから、本年

度、平成24年度からは、第３期の中期目標がスタートしたわけでございます。それらを含

めまして、詳細につきましては、各担当、組織改正を含めまして、理事、それから各部長

から説明させていただくことにいたしますが、そういったことを含めて、よろしく御審議

のほどをお願いいたしたいと思います。

甚だ簡単ではございますが、一言御挨拶申し上げました。

○遠藤部会長 ありがとうございます。では、お願いいたします。
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○野口企画部長 それでは、まず最初に、平成23年度の主要な業務成果について御説明さ

せていただきたいと思います。資料はお手元の資料2-1を使わせていただきます。2-2のほ

うには実績表ということで詳細にまとめてございますけれども、今日の御説明は資料2-1

を使って御説明させていただきたいと思います。

それでは、開いていただきますと全体の目次がございます。総合評価、それから、２

番目に、サービスの質の向上として６項目。３番目に、業務運営の効率化として５項目、

最後に自己評価でございます。

２ページから８ページまで、総合評価として成果の概要をまとめてございますけれど

も、それぞれの項目の冒頭にポイントをまとめてございますので、そちらを中心に御説明

をさせていただくということにしたいと思います。

９ページをお開きいただきたいと思います。まず、サービスの質の向上の中で、福島

第一原子力発電所事故への対応でございます。この背景が薄い青のところで２枚ほどでポ

イントをまとめてございます。

まず、事故収束への取組でございますけれども、福島第一原子力発電所の中期的な安

全確保に対する支援、機器設備の地震時の影響の評価、さらに余震時の原子炉建屋の耐震

安全の評価などを実施いたしました。

（２）事故の教訓を踏まえた取組でございます。まず、安全対策への取組といたしま

して、緊急時安全対策の実施状況につきましての立入検査を実施いたしました。さらに、

ストレステストの実施に係ります技術的な支援、シビアアクシデント対策など、安全基準

等の策定の支援を実施してございます。

それから、ｂの安全研究の見直しでございますけれども、事故を踏まえまして、緊急

７項目、追加の15項目を実施するとともに、緊急性の低い研究を凍結するなどいたしまし

た。

10ページにまいりまして、情報発信及び情報の収集でございます。まず、国内外への

情報の発信につきましては、NISAの海外発信活動についての支援を行ってございます。ま

た、海外の技術支援機関との情報共有を推進いたしました。さらに、事故対応といたしま

して、NISAのコールセンターへの専門家の派遣、それから、事故へのJNESの取組につきま

しては、昨年の12月にシンポジウムを開催いたしました。

ｂの情報収集につきましては、海外の規制制度全般につきまして調査を行いました。

また、欧州のストレステスト、アメリカのNRCの動向などについても調査を行いました。

４番目の福島現地におけます取組でございますけれども、原子力災害現地対策本部へ

の支援、さらに住民の一次立ち入りへの支援、本部からの要請によりまして、災害廃棄物

の放射能濃度の調査などを実施してございます。

11ページから少し詳細に、この背景が黄色のところに入ってございます。今、御説明

をしましたものの詳細でございます。

少し飛んでいただきまして、次の13ページをごらんいただきますと、具体的な例とし
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てストレステストの事例を載せてございます。JNESといたしましては、技術的な支援とし

て、例えば、審査の視点の案を作成するなど、さらには、事業者の報告書の審査の支援、

海外動向の調査、こういったものを行ってまいりました。

それから、14ページからは安全研究の見直しということで、緊急の７項目、15ページ、

16ページが追加の15項目について載せてございます。

17ページが凍結・廃止した項目でございます。

18ページが国内への情報発信ということで、国内外への情報発信について記載をして

ございます。

具体的な事例として、19ページをごらんいただきますと、これは６月にIAEAに提出し

ました日本国政府の報告書でございますけれども、目次でございますが、赤字の部分が

JNESが執筆した箇所やJNESがいろいろ調査・解析を行った結果、評価の結果が記載されて

おります章でございます。かなりの部分についてJNESが執筆をしてございます。

20ページは情報収集ということで、海外の規制制度、欧州のストレステストなどの情

報収集をしてございます。

21ページからは福島現地におけます取組についてまとめてございます。職員を現地対

策本部に派遣をいたしまして運営を支援してございますし、住民の方々の一時立ち入りに

つきましても職員を派遣して支援を行ってございます。これらにつきましては現在でも継

続して実施をしてございます。

22ページからは現地におけます対策本部からの要請によりまして、さまざまな調査を

JNESで実施をしてございます。報告書にまとめて現地本部に報告をしてございます。例え

ば、災害廃棄物の放射能濃度の調査などを実施してございます。

22ページ、23ページが続けて調査の概要を載せてございます。

24ページからは安全研究、安全情報関連の業務でございます。

まず、安全研究のマネジメントの強化ということでございますけれども、これにつき

ましては、先ほど御説明をいたしました福島第一の事故の関連の研究への重点化を、まず

行いました。さらに評価に当たりましては、評価の指標を見直したり、さらに今年度から

でございますけれども、安全研究部門を横断的かつ戦略的にするためのポスト、企画戦略

役の設置を行いました。

（２）といたしまして、提言などへの取組でございます。安全研究、それから、さま

ざまな情報収集から得られた知見、これらを評価・分析いたしまして、安全研究制度にお

いて優先的に取り組むべき課題であるとか、その解決策について規制当局に提案をいたし

ました。

（３）が安全研究の規制ツールとしての主な活用の事例でございます。例えば、福島

第一につきましては、中期的安全確保の考え方について提案をいたしましたし、シビアア

クシデントの規制要件化についての提案をいたしました、また、③で防災の関係の提案を

いたしました。こういった形で７項目、主なものとして載せてございます。
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次に25ページをごらんいただきますと、今、御説明をいたしました研究安全マネジメ

ントの強化策ということで４点ほど書いてございます。専門スタッフとして企画戦略役を

新たに設けたり、企画部に新たに次長職を設けたりということで対応してございます。

26ページが提言などの取組ということでございます。

27ページ以降、具体的な事例を、27、28、それから、29ページ、30ページ、31ページ、

32ページと、それぞれの活動事例について記載してございます。33ページまででございま

す。

その次は、34ページでございますが、安全審査等の関連業務、それから、検査等の業

務でございます。

まず、安全審査等の関連の業務でございますけれども、例えば①でございますけれど

も、福島第一の事故の対応といたしまして、地震・津波の原因の究明、設計基準値などの

策定、これらに資する知見の整理をいたしました。ここには①から④まで書いてございま

すけれども、これらの評価結果につきましては、国の安全規制活動に活用されてございま

す。

４番目の検査等の業務でございます。検査の信頼性に疑念を持たれるような検査の未

実施などの問題がございました。改善すべき点を明らかにするために、第三者の調査委員

会を設置いたしまして、検討いただいて、１月に提言をいただきました。これを受けまし

て機構全体として改善に取り組んでおりますけれども、例えば、検査三部門のＱＭマニュ

アル一元化であるとか、マネジメントレベルの改編の強化であるとか、あるいは検査員の

行動の規範など、主体性・独立性を確保した検査体制の構築をすることで改善に取り組ん

でまいりました。

次の35ページからは審査等業務に関連する主な事例を述べてございます。35、36、そ

れから、37ページ、38ページでございます。

39ページからが検査等業務の関係でございます。第三者委員会を受けた取組について、

39ページ、それから40ページで記載をしてございます。これらの取組につきましては、こ

の２月に外部有識者による品質管理評価委員会を新たに設置いたしまして、そこで検査等

業務に対する改善措置の実施状況について評価をいただいてございます。

41ページ目には検査等業務改善の実績の行程表を、少し細かくなりますけれども、記

載をしてございます。３月までにさまざまな検討を行い、規定の改正を行いまして、この

４月から新しい体制での検査ができるようにということで行ってございます。

それから、42ページからは国際の業務でございます。事故を踏まえた国際的な活動と

いうことで、NISAの情報発信を技術的に支援しますとともに、海外の技術支援機関との技

術的な情報交換を行ってございます。

それから、新規の導入国の支援ということで、ベトナムから職員を受け入れまして研

修を行いますとともに、新規の原子力発電所の導入を計画しておりますアジアの諸国の耐

震安全の専門家についての研修も実施してございます。
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（３）でIAEAの関係でございますけれども、IAEAも福島の事故を踏まえて安全基準の

見直し、強化を行うこととしておりますので、これについての活動も行ってございます。

さらに（４）でございますが、IAEAの国際耐震安全センターの、特別拠出金プロジェ

クトでございますけれども、これにつきましても福島第一の事故によります津波に係りま

す情報など、国際的に発信をして、貢献をしてきてございます。

43ページからは、今申し上げました国際的な活動、さらに44ページは新興国の支援の

活動でございます。

45ページがIAEAの安全基準の強化について、46ページは同じIAEAの国際耐震安全セン

ターの特別事業について述べてございます。

47ページをごらんいただきたいと思います。広報業務でございます。

（１）が事故に関します情報の発信でございます。これにつきましては、コールセン

ターへの専門家の派遣、それから、シンポジウムの開催などを実施いたしましたし、

（２）でございますが、安全研究の年報を取りまとめて発行をしてございます。48ページ

にはシンポジウムの情況などを載せてございます。

49ページ、ここからが業務の運営の効率化でございます。まず、最初に人材確保、育

成活用ということでございます。人材の確保、それから、評価、活用、育成につきまして

は、昨年度に引き続きまして人材の確保に努めますとともに、人事評価制度につきまして

は、抜本的に改正をいたしました。コンピテンシー評価を基礎といたしました能力評価、

それから、業績評価を行うことといたしました。

それから、（２）でございますけれども、JNES職員のOBの有効活用ということで、人

材バンクという制度を設けてございます。現在約50名が登録をされてございまして、今回

の福島第一の事故につきましても、技術者を派遣したり、あるいは技術情報についての英

文の翻訳を行ったり査読を行ったりということで、有効に働いていただいたということで

ございます。

それから、人材の育成ということにつきましては、研修の充実強化、それから、新卒

の採用職員につきまして、キャリアアップの制度につきまして組織的に支援をしてまいり

ました。さらに外部の機関への研修の派遣ということで、アメリカのNRCであるとか、東

大の大学院など、外部の機関への派遣を行ってまいりました。

50ページ、51ページにつきましては、今申し上げたところの詳細な状況などが述べて

ございます。

52ページをごらんいただきますと、効率的・機動的な組織運営ということでございま

して、まず、防災体制の構築強化ということで、今回の事故を踏まえまして、緊急時の体

制の整備を行ってございます。

それから、品質管理の強化ということで、検査等業務についての第三者調査委員会の

提言も踏まえまして、検査を行う三部門の品質管理を一括して行うことといたしました。

業務の質の向上ということで、QM規程の改定、それから、外部有識者によります品質管理
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評価委員会を設置したり、リスクマネジメントの実施などを行いました。

（３）第三者の評価でございますけれども、23年度にJNESが行いました試験研究の成

果及び24年度に行います試験研究等の計画を対象といたしまして、原子力安全研究評価委

員会を開催いたしました。外部の先生方に評価をいただきました。その結果、概ね計画ど

おりの成果を上げながら業務が進められているという評価をいただいてございます。

53ページ、ここに少し詳しく防災体制の強化について記載してございます。防災体制

の強化のために組織の改編を行いました。原子力災害等の緊急事態に際しまして、迅速か

つ的確な技術支援が行えるように、緊急時技術支援室を設置いたしました。

この支援室の室員につきましては、JNESから30分圏内の宿舎に常時６名が宿泊をして

待機をし、緊急時に参集が可能な体制を構築してございます。これはこの４月からこのよ

うな体制をとってございます。さらに、伝送ネットワークの状態を24時間常時監視ができ

ます緊急時ネットワーク監視センターも設置をいたしました。防災対策部につきましては、

４月から名称も変更いたしまして、緊急事態対策部と名称を変更してございます。

54ページは品質管理の強化ということで、検査の三部門について業務品質管理を一括

して行うということと、理事長の直下に機構全体の品質管理を行うために品質管理推進室

を設置してございます。これは４月１日から設置をしてございます。

55ページ、56ページは、品質マネジメント改善の状況、それから安全研究の外部評価

の状況について記載をしてございます。

次の57ページでございますけれども、科学的・合理的判断に基づく業務の実施でござ

います。まず、安全研究につきましては66事業、実施をしてございます。さらに学会発表、

論文発表につきましては、目標は100件でございますけれども、203件の発表を行ってござ

います。

58ページは今のものを少し詳細に記載してございます。

次の59ページから業務の効率化でございます。業務の効率化、59ページ、60ページに

記載をしてございますが、図表を見ていただいたほうがわかりやすいかと思いますので、

次の61ページをごらんいただきたいと思います。

まず、一般管理費、事業費でございますけれども、一般管理費につきましては、毎年

度平均３％減を達成してございます。事業費につきましても毎年度平均１％減を達成して

ございます。また、ワシントン事務所につきましても、22年度比で30％減、それからJNES

の本部の事務所を統合したことによりまして、経費を削減してございますし、ITコスト、

総コストにつきまして22年度比で30％以上の削減をしてございます。

62ページでございますが、総人件費でございます。グラフを見ていただきますと23年

度は少し増加をしてございます。これは福島第一事故の対応の業務によりまして、時間外

の労働が増加をしたということでございます。全体として目標は達成をしてございます。

それから、63ページからが契約の適正化でございます。契約の適正化につきましては、

今年の２月、さらに３月には３回、契約監視委員会が開催されました。複数年一者応札・



8

応募になっている案件のヒアリングなどが行われてございます。そこでの指摘事項として

４項目指摘がございました。①として役職員の意識改革と意欲的な取組に関すること。②

として、候補先の調査・開拓及び複数の応札を促す条件など、きめ細かな検討など、これ

ら４項目が指摘をされてございます。

これらの指摘を踏まえまして、64ページでございますけれども、改善策をまとめてご

ざいます。

意識改革のところにつきましては、例えば、理事長が業務運営上の重点事項として、

契約適正化の推進について定めて取り組んでいくということにしてございます。それから、

（２）関係部署における対応、連携の強化につきましては、担当部署に対して応札結果に

対する情報提供を行い、改善策などの対応を検討させることとしてございます。それから、

（３）審査の一層の適正化と反映ということにつきましては、審査員の構成について担当

部署以外から２名を充てるということとして、一者応札低減への対応の状況であるとか、

仕様書の記載の方法等の審査確認をすることとしてございます。

これら契約監視委員会の指摘事項、さらに、これにつきましての改善策については、

先週の金曜日に取りまとめてホームページに公表をしてございます。

次に、65ページが随意契約の状況でございます。随意契約の件数、金額の割合は、震

災の影響及び本部事務所の移転に伴い、ともに増加をしてございますけれども、この震災

の影響、それから、本部事務所の移転の契約を除きますと、昨年並みに推移をしてござい

ます。

66ページが一者応札の状況でございます。件数の割合は増加をしてございます。これ

につきましては、増加理由としまして、主な発注先であります原子力関係の企業が、福島

第一の事故の対応によって、事業に応札する業務上の余裕がなかったということも聞き取

りの調査などから聞いてございまして、こういったことが要因ではなかったかと考えてご

ざいます。このように、前年度に比べまして一者応札の割合などは増加をしたわけでござ

いますけれども、23年度全体の契約請求額に対しまして契約ベースでは約15億円の節約が

できたということでございます。

67ページは事業所の見直しということで、本部事務所の統合、さらにワシントン事務

所の見直しということで経費の節減が図れてございます。

68ページから外部能力の活用ということで、データ入力などの単純作業につきまして

は、業務の効率化の点からアウトソーシングを実施してございますし、情報化の推進、IT

コストの削減ということにつきましては、全体といたしまして、22年度比で30％以上の削

減を達成するという目標でございましたけれども、サーバーの統合化などによりまして、

32％削減を達成してございます。

次、69ページ、内部統制でございます。これにつきましては、経営機能ということで、

理事長ヒアリングを昨年度３回実施をいたしまして、理事長がリーダーシップを発揮でき

る環境の整備を行ってございます。また、理事長の訓示であるとか行動規範につきまして
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も周知をするなど、法人のミッションにつきましても役職員の周知徹底などを図ってござ

います。

監査機能につきましても、理事長のマネジメントが適切に行われているかということ

を把握して評価をしてございますし、監事監査で把握した改善点などにつきましては、理

事長が直接報告がなされてございます。契約の適正化、それから情報セキュリティという

ことで記載をしてございます。

最後、73ページに情報セキュリティの件がございますのでごらんいただきたいと思い

ます。情報セキュリティにつきましては、ｅラーニングなどによって情報セキュリティの

研修を実施したり、自己点検を実施したりということで徹底を図ってきておりますけれど

も、（３）に書いてございますように、JNES内のパーソナルコンピューターがマルウェア

に感染していたことが判明をいたしました。５月２日にプレス発表をしてございます。本

日、補足の資料を御用意してございまして、この続報についてプレスの発表をしてござい

ますので、後ほど御紹介をしたいと思います。

74ページ以降は自己の評価をしてございますので、これは説明を省略させていただき

ます。

次に、補足資料１というのが資料２－２の、実績表の次に入っているかと思います。

補足資料１では、この４月に組織の改編を行ってございます。福島の事故の教訓、さらに

は検査等業務におけます第三者調査委員会の提言等を踏まえまして、組織の改編を行って

ございます。

既に御説明の中でも出てきたところも多くございますけれども、（１）として、機構

全体の品質管理の強化をするという観点から、品質管理推進室を新たに設けました。

（２）といたしまして、人材の育成を推進するということと、ベテランの職員が有し

ます知識、情報、ノウハウ、こういったものを組織として有効活用、技術伝承を円滑に行

っていくというための仕組みを構築していこうということで、人材開発・知識管理推進室

を新たに設けてございます。

それから、この資料を開いていただきますと、次の２ページ目に、検査の関係ですと

三部門を検査評価部に統合・一元管理をすることといたしました。

また、（４）で、緊急事態への対応ということで組織の改編を行いまして、防災対策

部を緊急事態対策部に名称を変更し、組織の強化を図ってございます。

（５）で、規制提言の機能強化ということで、企画提言を行うための専門ポストを設

けました。さらに企画部に次長職を設置して、提言機能の強化ということを図ってござい

ます。

それから、もう１枚、補足資料の２がその次に入っているかと思います。先ほど少し

お話をいたしました機構内のパーソナルコンピューターのマルウェア（不正プログラム）

でございますけれども、これの感染の可能性、さらに外部サイトへの意図しない通信につ

いてでございます。
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５月１日に、外部機関からの連絡によりまして、５台のパーソナルコンピューターが

マルウェアに感染をした可能性があって、これらが外部のサイトと意図しない通信を行っ

ているということが判明をいたしました。

その後、外部の専門業者とともに詳細な調査を進めてまいりました。（１）から

（３）まで書いてございますが、以下のことが判明をしてまいりました。

一つは、ウイルスに感染している疑いのあった５台のパソコンにつきましては、すべ

て新種のマルウェアにより感染をしているということが判明をいたしました。

また、この感染したPCを介しまして、機構のファイルサーバーに格納されておりまし

た電子ファイル、これは紙の媒体をPDF化したものでございますけれども、この電子ファ

イルが、昨年の３月から７月の間にかけまして、外部に送信され流出をしていたと、そう

いった可能性が高いということが確認されてございます。

また、これらのファイルにおきましては、一部に個人情報が含まれていることも確認

をしてございますけれども、流出した可能性の高い情報には、核物質防護情報等、機微な

情報は含まれておりません。

それから、三つ目でございますけれども、機構のそのほかのPCにつきましても調査を

行いました。その結果、新種のマルウェアによりまして、合計で19台、最初に判明いたし

ました５台を含んでございますけれども、合計で19台が意図しない通信を行っているとい

うことがわかりました。これらのPCにつきましては、直ちにネットワークから切り離しを

行ってございます。

機構では、今回の事案を踏まえまして、次のような再発防止策を実施することといた

しました。

一つは、機構から外部に発信をされる通信につきまして、24時間365日の監視・運用の

体制を構築いたしました。これによりまして、何らかの外部への不正な通信が行われてい

るということが判明した段階で、直ちに私どもは外部の機関から連絡を受けて対応ができ

るという状況にすることにいたしました。５月31日に既に実施をいたしてございます。

それから、複数のウイルス対策用のソフトを用いまして定期的なスキャンを実施して

いくということにいたしました。これまでは、今回のような標的型のウイルスに対応した

ウイルス対策のソフトを用いたスキャンというのは実施をしておりませんでしたけれども、

これからは標的型のウイルスにも対応できるようなソフトを用いまして、すべてのPCにつ

いてスキャンを行っていくことといたしてございます。既に５月31日には１回目を実施し

てございます。

まだ５台の調査が終わった段階でございまして、残りの、全部で19台の調査につきま

しては、引き続き調査を進めることとしてございます。「３．」で述べました対策を含め

まして、情報セキュリティの対策について一層の強化に取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。これが補足資料の２の御説明でございます。

それから、もう一つ御説明をいたします。今度は資料の2-3でございます。第２期の中
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期目標期間におけます機構の主要な業務成果についてということでございます。こちらも

資料2-4のほうに詳細、実績がまとめてございますので、ポイントのみ、ここで御紹介を

させていただきたいと思います。

また、内容的には先ほどの23年度とかなりダブるところがございますので、この５年

間でどのような業務成果があったのかというのを簡単に御説明させていただきたいと思い

ます。

開いていただきますと１ページ目が全体の構成になってございます。２ページ目から

ポイントを４枚ほどにまとめてございます。

まず、サービスの質の向上につきましては、法定検査等５年間での実績延べ５万人／

日を超えるというものでございます。19年度、20年度には、新潟県の中越沖地震によりま

す柏崎刈羽原子力発電所の設備の点検の妥当性のための立入検査を実施をいたしました。

また、19年度、20年度には新検査制度の導入に向けたＮＩＳＡの技術的な支援を実施いた

しております。23年度には第三者調査委員会を設置して、組織全体の問題として総力を挙

げて改善に取り組んでまいりました。

２．安全審査等の関連の業務でございますけれども、５年間で19件のクロスチェック

の解析、14件の高経年化技術評価を実施してまいりました。中越沖地震での発電所の地震

動の分析、建屋・機器設備の健全性の評価等を実施してございます。福島第一の事故の対

応としましては、耐震の安全性の確認であるとか、ストレステストの結果についての評価

を実施してございます。

次の３ページでございますが、防災関連業務につきましては、福島第一の事故につき

まして、発生当初から技術的な支援のため、専門技術者の派遣であるとか、各種の解析・

評価、緊急の役務・資機材の提供などを行ってまいりました。23年度教訓を踏まえまして、

緊急時の活動レベルの整備の検討などを行ってまいりました。

４．安全研究・安全情報関連の業務につきましては、22年度に見直しを実施しました

安全研究評価委員会におきまして評価を受け、その評価結果を踏まえて迅速な見直しを実

施してございます。研究の成果につきましては、審査のマニュアルなどの策定であるとか、

解析コードの整備に活用されてございます。23年度には福島第一の事故の対応といたしま

して、海外のストレステストに係る情報の収集や各国の規制機関の体制等の調査を実施し

てございます。

５．国際・広報業務でございますけれども、二国間・多国間の協力枠組によります海

外安全情報の収集、情報発信を実施してございます。近隣アジア諸国を対象とした研修を

実施したり、マスコミへの情報発信、シンポジウムの開催など、さらに23年度には「安全

研究年報」を作成して公開してございます。

４ページ、業務運営の効率化でございますけれども、人材の確保・育成・活用につき

ましては、総人件費削減に考慮しながら、技術力の維持・向上を図るために、新規、さら

に中途の採用を実施してございます。専門的知識の維持・向上を図るためのキャリアパス
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の策定、適材適所の人材配置を実施してまいりました。

２．業務運営に関わる知的基盤の確立につきましては、データベースの構築、さらに

は技術情報のポータルシステムを21年度に構築してございます。

３．効率的・機動的な組織運営につきましては、各種の監査結果の報告、理事長ヒア

リングなどを通じまして、理事長が内部統制の状況を的確に把握できる環境整備をいたし

てございます。さらに機動的に組織の改編を実施してまいりましたし、23年度には第三者

調査委員会の提言を踏まえて強化を行ってまいりました。

最後、５ページ目でございますけれども、４．科学的・合理的判断に基づく業務の実

施ということで、学会発表、論文発表は５年間で1,144件に上りました。

５．業務の効率化につきましては、一般管理費、事業費、総人件費の削減目標を達成

いたしました。23年度には予算執行管理のシステム等、新たなシステムを導入いたしまし

たし、サーバーシステムの統合化によりましてITコストの低減をいたしました。21年度に

設置をいたしました契約監視委員会の取組によりまして、着実に契約適正化を図ってまい

りました。

以上が前期、第２期の中期目標期間における業務の成果でございます。

ポイントだけ、非常に駆け足の説明で恐縮でございましたけれども、以上で説明を終

わらせていただきます。

○遠藤部会長 ありがとうございました。盛りだくさんのお話をいただきました。

それでは早速、委員の方々から御質問あるいは御意見をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

では、山本先生、お願いいたします。

○山本委員 では、何点かお伺いしたいと思います。資料2-1のまずは24ページですが、

ここの（２）で規制制度への提言などの取組という項目があります。

この規制制度への提言につきましては、基本的なスキームとしては、例えば学協会等で

つくられるロードマップを入力条件の一つとして、こういう情報収集を行っていくという

ことがあったと思うのですけれども、現時点でも、そのスキームが変わっていないかどう

かということと、そのほかに入力している情報源というのは、どういうところにあるのか

ということを教えていただきたいと思います。

質問だけ最初に申し上げますと、次が48ページです。こちらに情報発信が書いてあり

ます。JNESさんにおかれましては、特に、この福島第一原子力発電所の事故の対応に関し

まして、非常に技術的にいろんなことをやられていて、皆さん非常に助かったというのは

事実だと思っております。

その過程で、さまざまな検討をなされてきたわけだと思うのですけれども、その情報

発信について、どういう考え方、もしくはコンセプトで情報発信を行ってきたのか。つま

り、内部で行ってきた検討をすべて情報発信するわけではないと思うのですけれども、ど

ういう形で、発進する情報と、そうでないものを、選別して情報発信してきたか。その選
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別の過程に時間がかかったということはないかということを教えていただきたいと思いま

す。

次が、50ページです。こちらは人材の確保がありまして、特に、ここの規制機関に優

秀な方を採用するというのは非常に重要なことだと思っております。

ここでリクルートの話が出てきておられるのですけれども、具体的には、この活動は

どういうものであったのかということを教えていただきたいと思います。もしも、その中

で反省点等があって、今後こういうふうにしたいというようなことが何かあれば教えてい

ただきたいと思います。

次、58ページなのですけれども、こちらは学会活動等、研究発表の実績を報告してい

ただいています。これに関しまして、例えば、招待講演であるとか、学会賞等の受賞とい

うのが別の目安になると思うのですけれども、これについておわかりの範囲で教えていた

だきたいと思います。

以上です。

○遠藤部会長 ありがとうございました。では、全部で四つあったと思いますが。

○野口企画部長 最初の提言の情報源でございますけれども、まず、我々の安全研究、こ

ういった中から、規制当局に対してどういったことを提言すべきかというのを検討してま

いりました。安全研究の成果というのが一つございます。

それから、あとは外からの情報収集でございます。先ほど、委員がお話しされました、

さまざまな学会での活動、その中でもロードマップなども作成されてございますので、そ

ういった情報。それから、海外のさまざまな情報もございます。それから、例えば事故の

情報も大きな情報源になるわけでして、過去どのような事故が発生をしているのか。これ

は国内、それから国外、これらは安全情報として我々常時収集をしてございまして、そう

いう中から規制の中に反映すべきものはないかどうかという検討を行っているという状況

でございます。

それから、２番目の情報発信でございます。今回の福島の事故以降、我々として、さ

まざまな分析であるとか、それから、評価を行ってまいりました。それにつきましては、

報告書としてまとめた段階で公表をしてございます。さらには、保安院で行われておりま

す意見聴取会、そういった公開の場で、我々の行った分析や評価の結果についての発表を

行っているということでございます。発表のタイミングなどにつきましては、さまざまな

調査・検討が行われてございますので、保安院ともよく調整をしながら、発表のタイミン

グを考えながら公表しているという状況でございます。

人材確保のリクルート、お願いします。

○村松総務部長 リクルートにつきましては、平成22年度は、まさにここにおります蛯澤

理事がチームリーダーとなりまして、日本全国原子力関係の学科のある大学、大学院を順

番に回りまして説明会をやりまして、それから、東京ですとか大阪にあります原産セミナ

ーなどでブースを設けて説明する、そういった活動をやっております。それから、もちろ
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んホームページなどでもやっていますし、先輩・後輩の絆を通じたリクルート活動もやり

ました。

ただ、23年度は、御案内のとおり、事故が起きてから、どうしても若手職員といいま

すのは、安全解析ですとか、研究ですとか、あるいは、ストレステストの主力部隊として

取り組まざるを得ませんでしたので、リクルートにかける人員は、どうしても最小限にせ

ざるを得なかったために、22年度に比べますと、実際に学生の応募のあった大学ですとか、

そういったセミナーに重点化を図ってやらざるを得ませんでしたので、来年度以降、もう

少し、私どもJNESの業務が少し落ちついて、若手をリクルート活動にもう少し動員できる

ようになれば、もう少し重点的にやりたいなというふうには考えております。

実際、25年度の採用枠20に対して46の応募があったわけですけれども、24年度、すな

わち今年の春の応募は83だったかと思いますけれども、応募がありましたので、半減とい

うことで、これはリクルート活動そのものが原因というよりは、いろいろ原子力そのもの

をめぐる情勢といいますか、人気といったものが大きく影響しているのではないかなとい

うふうに考えております。

以上です。

○野口企画部長 最後の４番目の学会発表など、賞などをもらったことがあるのかという

ことでございますけれども、22年度は原子力学会の学会賞をいただいてございます。

ただ、23年度は、そういった賞をいただいたということはございませんでした。これは

福島の事故の対応で、職員もかなり精一杯だったところがあるのではないかというふうに

思ってございます。

以上でございます。

○遠藤部会長 ありがとうございました。先ほど情報発信、どのようなコンセプトで選別

して情報発信されましたかという御質問の趣旨もあったかと思うのですが、その情報発信

の中身の選別について、例えば、事故対応を中心に行ったとか、そういった考え方という

のはあるのですか。

○野口企画部長 事故の分析評価を、その当時行ってございましたので、それらについて

できる限りタイムリーな形で、まとめて発表していくということが基本的な考え方でござ

いました。そういったところに集中をしていたということだと思います。

ただ、実際に発表のタイミングについては、保安院ともよく相談をしながら発表して

いったということでございます。

○佐藤理事 ちょっと補足いたしますと、福島の事故に関連しまして、我々JNESの中の委

員会として、福島事故解明調査委員会というのを内部のグループでつくりまして、その中

で、今回の教訓は一体何なのか、それを今後、具体的な規制にどう生かしていったらいい

のかということを検討いたしました。

実質的な内容については、これは基本的に、国の委員会ですね。技術基準の委員会だと

か、それから、さまざまなところで技術的な情報を求められるケースについては、その場
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に対応して出してきておりますけれども、基本的に、私どもの委員会の中で議論している

中身については、そういった国の委員会等々で公開されているというふうに認識しており

まして、何か、これは出してこれは出さないとか、そういったような選別を意図的に行っ

てやっているということはございません。

○遠藤部会長 よろしゅうございますか。

それでは、ほかの御意見。東嶋先生、お願いします。

○東嶋委員 御説明ありがとうございました。補足資料の１でお示しいただいた組織改編

のところが、24年度からということなのでしょうけれども、23年度の成果というか、一番

事故に対応していったり、動いてきていらっしゃったところかなと思ったのですけれども、

（４）のところでちょっとお伺いしたいのですが、原子力災害と緊急事態への対応強化の

ための組織改編ということで、こういった対応をされたのは非常によいことだと思いまし

た。

伝送ネットワークの状況を24時間監視するというのは、JNESの中で、各プラントの、ど

ういう状態を監視していらっしゃるのでしょうか。

それと、この緊急時技術支援室、６人の方が常時近くに滞在していらっしゃるというこ

とだったのですが、これとオフサイトセンターとの連携というのはどのようにお考えなの

でしょうか。

といいますのは、事故の後、オフサイトセンターのあり方がかなり問題になって、JNES

さんとしても、ただオフサイトセンターの、例えば、機器を整備するということでなく、

全体の緊急時対策の中で、オフサイトセンターのあり方もお考えになっていると思います

ので、そういった連携体制を、ちょっとどのようなお考えかお聞かせください。

○福島理事長代理 お答えいたします。

この24時間常時伝送状態を監視しているという、その内容はERSSといいまして、常時、

各プラントのデータ、炉の状態ですとか、そういったものを24時間で常にとれるようにな

っています。これが実は、今回の事故のときに、通信が、その地震・余震でもって遮断さ

れてしまったとか、そういう状態で連絡が取れなかったということもございました。

その後、各プラントの状況によって、メンテナンスをやるときにデータがとれないと

か、意図せず通信が遮断されてしまうというようなこともありましたので、そういうこと

がないようにということで、特に職員を追加的に雇用いたしまして、非常勤の職員ですけ

れども、24時間ずっと監視をするという体制を講じました。

これは一つ目の答えでございまして、それから、二つ目の緊急事態支援室でございま

すが、これは主として原子力システム安全部のシビアアクシデントですとか、放射能の評

価をする専門の職員ですとか、そういった職員を併任をいたしまして、そして、もし万一

の緊急時の際に迅速な対応ができるように。

したがって、６人というのは、常にいる職員が６人ということでありまして、ほかに

は全部で、シフトを組んでいますので、今、60名近い人間を併任をかけているという状況
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です。その人間が週２泊３日の交代でシフトを組んでおりまして、そしてその緊急に対応

できるようにという体制です。

したがって、この緊急時技術支援室の主たる目的は、オフサイトというよりはオンサ

イト、要するに事故があった場合に、その炉の状況がどういうことになるのか。万一シビ

アアクシデントまでに拡大した場合に、放射能がどのように拡散をして、どういった被ば

く影響があるのかというようなことを直ちに対応ができるような、そういう観点でチーム

を組んでいるというのが目的であります。

オフサイトセンターとの関係については、現在、そもそもオフサイトセンターそのも

のの機能をどうあるべきかとか、場所の問題もどうあるべきかといったところが、今、保

安院で検討を開始をされているところで、私ども緊急事態対策部としては、実際に福島第

一発電所の事故の際に、オフサイトセンターがどのような機能をしたのか、しなかったの

かというようなことも含めて調査も行って、それをその場で公開もしましたし、御説明も

しているという状況でありまして、実際、オフサイトセンターとの関係において、どのよ

うな機能を発揮していくべきかということについては、まだ、今、議論の途上にあるとい

う状況でございます。

○東嶋委員 ありがとうございました。

○遠藤部会長 どうぞ。

○小笠原委員 それでは、ちょっと手短に三つほどですけれども、まず一つは、15ページ

から16ページの間に、福島第一原子力発電所事故への対応ということで、安全研究で追加

の15項目とありますが、その次のページにある９項目を執行停止にした上で15を新たにと

いうことなので、相当な負荷がかかる、二、三年かけてということですけれども、これの

基本的な考え方というのは、いわゆる全く今まで想定していなくて、考えもしなかったよ

うなものを今回、テーマ出しとして15項目挙げるくらい新規性が強いものなのか、それと

も、以前から安全研究については、いろいろな角度からプロジェクトを走らせていらっし

ゃったと思うので、いや、実は、これらはもう想定していたので、こういうことはずっと

やってきたのだけれども、さらに大きなものがあったので上乗せしてやっていますという

ものが、ここの中には含まれているのですとか。

こういったところを、もう少し、その辺を詳しく、私でもわかる形で説明していただき

たいなというのが一つであります。

それと、あと、もう一つが、これも重要なコア業務だと思いますが、39ページの検査業

務の中で、確かに、前期とかは検査未実施の問題等があって、そういったところについて、

いろいろ問題点などをというふうな話で、一連の委員会の設置とかといったガバナンス面、

この辺のいろいろな活動というのは、やられていたと思うのですが、そういったところに

ついても十分理解できるのですけれども。

以前ですと、年間の検査の中で、いや、実は、ちょっとこういうヒヤッとするようなこ

とを検査の過程の中で見つけて、それで対応したために、こういうようなことが未然に回
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避できたというような事案が、以前はあったかと思います。私は、そういうことは、現段

階でも、有事対応だけではなくて、平時においても、そういった検査の中で、今、段階的

にちょっとフェードアウトしている中でも、あったのではないかなと思いますので、もし

あれば、そういったことを、過去の評価と同様な形で見ていきたいと思いますので、あれ

ば御指摘いただきたいと思います。それが２点目です。

それと、３点目が、62ページの、ちょっとここは私の理解が足りないのかもしれません

が、総人件費というところで、過去の７年間の給与総額の表とともに、左側のほうで要因

について御説明があって、私は、こういう状況ですので、第一原発の対応業務だけで時間

外労働が飛躍的に増えているのだろうなと、あるいは15項目新設しているということです

から、安全研究についても相当な時間がかかっているだろうなと。

ちょっとあれですけれども、その割には前年度比6.1％増であるし、この表を見ると、

47億ぐらいあった水準に対して２億ぐらいは増えたのだけれども42億ぐらいの水準でおさ

まっていると。ちょっと表現が、左側では常勤職員の計画的な採用を進めてきたことから

達成、達成となっているのですが、その意味が、どうも腹に落ちないというか。そこには、

もっとほかにいろいろな要因があって、これだけの削減ができたのだろうなと。あるいは、

削減ということではなくて、本当は人をもっと調達したかったのだけれども、集め切れな

いために意図せざる形で低くなっているのか、そのあたりを少し詳しく御説明をいただけ

ればと思います。

以上３点です。

○佐藤理事 まず、第１点目の15、16ページで追加15項目のそれぞれの項目について、全

く新しく検討したのか、従来の継続を発展させたのか、ここら辺なのですけれども、一つ

一つ言っていくと、①については、これは格納容器の封じ込め機能というのは一体どうあ

るべきかという議論は前からやっている話で、今回の事故を踏まえた延長線の話です。

それから、②も同様でございます。

それから、③の津波についての検討は、これまでずっとやってきましたけれども、今回

の巨大津波を踏まえて、どう評価を見直すかということでございます。

それから、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検討、これは福島の

事故に関する調査でございますので、どちらかというと新しい規制への対応ということで

ございます。

それから、⑤、⑥、⑦、これは防災という大きな枠組みの中で検討してきましたけれど

も、今回の経験を踏まえて、どう見直していくかという議論だと思います。

それから、新たに必要な評価手法の整備として、⑧の事故時の対応評価手法の整備です

が、今回、放射性物質を大量に海に放出したということがあって、その拡散をどうやって

評価していくのかという意味で、我々が新たに取り組むテーマというふうに考えてござい

ます。

それから、⑨番目の非常用のDGの耐震性評価ですが、DGの耐震性評価というのは、これ
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までもやってきておるのですけれども、今回新たに追加して空冷のDGを設置しようという

ものの耐震性評価という意味では新規ということになろうかと思います。

それから、事態収束作業の妥当性確認ですが、これは基本的に福島事故を踏まえた検討

でございますので新規ということでございます。

それから、他プラントへの水平展開という中で、新規というのは、⑬のシビアアクシデ

ント事故時の原子炉建屋内の水素爆発リスクの検討、これは従来、格納容器内の爆発リス

クの検討というのはやっておったのですけれども、建屋において、こういった水素爆発が

発生するというリスクは、ある意味では今回の知見を踏まえて新たに検討するテーマとい

うことでございます。

それから、２点目の検査でございます。検査をやって、未実施等の問題はあったけれど

も、むしろプラス側の事故の回避につながったようなものがあるのではないかという御指

摘でございます。

これは、私ども、定期安全管理審査なり定期検査というところで、いろいろな検査に立

ち会ったり記録確認を行ってございます。そういった中で、例えば、定期事業者検査の中

で、事業者の記録なり試験の実施の不具合等を指摘して、それについては、私どもの報告

書の中でその指摘部分を書いて、定期的にというか結果をすべて報告・公表しております。

ただ、こういった内容はなかなか社会的に取り上げてくれるケースはございませんけれど

も、定期事業者検査とか定期検査の実施に当たっての問題点等の指摘というのは、ここで、

具体的にと言われると記憶がないのですけれども、指摘して改善を指導するような形で行

ってきてございます。

○村松総務部長 人件費等の問題でございますけれども、おっしゃるとおり、このパワー

ポイントですと舌足らずな表現でございますので、わかりにくい点がございましたかと思

います。

御案内のとおり、当機構は非常に年齢層が高い組織というのが従前から問題になってお

りまして、中途採用で技術系、それから事務系で、グループ長などの管理職を担える人材

を過去８年間の間に徐々に採用いたしまして、従前ですと56から59歳ぐらいにいたグルー

プ長を、若手、若手にはならないのですけれども、50代の前半ないしは40代の後半ぐらい

の人を登用することによって、管理職の年齢を多少下げることができましたので、そうい

う意味で人件費の中では削減の要因になっております。

ラスパイレス、地域と学歴を勘案したものが102.4というのは、これは前の年が102.2で

ございますので、0.2の微増におさまっているのは、そういったところに要因がございま

す。

それから、小笠原先生の指摘がありました総労働時間で見ますと、実は、平成23年度は

22年度に比べますと一人頭で大体年間で100時間近くプラスになっておりまして。

○小笠原委員 １人当たりでですか。

○村松総務部長 １人当たり100時間、平均でです。多い人は、もっと多いです。そうい
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うことでございますので、総残業代ということでいいますと、これはかなり増加の要因に

なっておりました。

簡単でございますけれども、以上でございます。

○遠藤部会長 ありがとうございます。

ほかになければ、私から概括的な質問を一つお伺いしたいのですけれども、先ほど東嶋

先生からもお話がありました、オフサイトセンターに対して、どのような取組をなされま

したかという御質問をいただいたのですけれども、同じ話で、今日、御報告いただいた内

容を聞かせていただくと、相当一生懸命やっておられると。閑もなくやってきたというよ

うな印象を受けるのですけれども、実際のメディアでの報道を拝見すると、原子力行政あ

るいは原子力全体に対して国民の信頼が得られているかというと、なかなか得られていな

いという報道がすごく多いのです。

オフサイトセンターもないのに再稼働していいのかとか、そういう意見が相当大勢を占

めていると思うのですけれども、そういうような状況に対して、JNESさんがやってきたこ

とと比較して、どのような考えをお持ちなのか、これからどうしたらいいのかといったと

ころがあれば、お話を聞かせていただけるとありがたいのですけれども。

○福島理事長代理 我々がやったことに対して、ちょっと言葉の使い方は難しいかもしれ

ませんけれども、それなりの評価がされていないのではないかということに対して、どの

ように考えるかという御質問だと思うのですけれども。

私どもとしては、やはり基本的に、緊急事態に対して、新しいIAEAなどの防災の考え方、

それを踏まえて見直されようとしている防災の指針など、そういったものを踏まえますと、

やはり基本的な緊急時対策というのは、プラントの状況に応じて、あらかじめ定めておい

たプロセスといいますか対策アクションに応じて避難を行うということが必要であって、

その場合に大事なことは、先ほども言いましたように、私どもが適切に炉の状態を把握し

て、その状態に合った、あらかじめ決めておいた避難とか、そういったものを適切にリコ

メンデーションして対策を講じてもらうということが非常に大事だと考えています。

一方、これまでの対策というのは、事態の進展に応じて、その状態を見ながら避難をす

る、しないということを現地で判断をして現地で決めてアクションを起こすということが、

今、防災の考え方になっておりまして、そういう新しい、国際的にも基準となっているよ

うな考え方と、従来、私どもが日本で行っている対策に、若干の齟齬があるという現状が

あるということであります。

したがって、我々としては、今後とるべき対策ということで、前者のような対策を講じ

ていくべきということで体制も講じ、それに見合った研究なども行っていくと、調査など

も行っていくということを、今現在、進めているところであります。

したがって、そういう状況にあるがゆえに、外部から一般的に見られたときに、本来あ

るべき体制が整っていないにもかかわらず、というような御批判もあるのだろうというふ

うには思います。
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しかし、私どもとしてやるべきものというのは、今後とるべき対応に応じた体制の構築

とか、そういったことを進めていくことによって、皆様方の御理解も得ていかなければい

けないのではないかというふうに考えます。

私どもが行っていることに対する評価がどうかということについては、我々自らがどう

というよりは、客観的に見ていただき、いろいろな御指摘をいただいて、それを踏まえて

対応していきたいというふうに思っております。

○遠藤部会長 ありがとうございました。

ほかに御質問はございませんでしょうか。

○蛯澤理事 先ほどの山本委員からご質問のあった情報発信について、一つだけ補足させ

ていただきます。今回の福島の事故で、JNESは福島発電所の情報は色々工夫をしながら発

信をしました。一方、同等の津波が来た女川発電所は一部、浸水したところはありました

が、基本的にはきちんと対応できており、そういう、きちんと対応できた発電所の情報を

６月ごろから発信していました。

事故当時は福島の情報だけで、なかなか女川の情報がなかったもので、海外からきちん

と対応したプラントの情報提供の要望があったことから、女川の情報を発信しました。

そういう観点でも、事故のプラントと、きちんと対応したプラントの両方の情報をJNES

が早い時期から発信したということは、特徴ある情報発信だと思っており、海外からも評

価されている次第です。

○遠藤部会長 ありがとうございました。

では、ほかに御質問がなければ、次の議題に移りたいと思います。

議題３、積立金の繰り越しについて、事務局から説明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 それでは、資料３でございますけれども、クリップどめにして

ございますが、本件について当部会で御審議いただく根拠となるところの御説明を前段に

させていただければと思いますが、クリップを取っていただきまして、第２期中期目標期

間終了時の積立金の処分（案）というA4、３枚物の資料でございますけれども、お開きい

ただければと思います。

資料の３ページ目でございますけれども、原子力安全基盤機構法というものがございま

して、積立金の処分というものがございます。第15条でございますけれども、第15条の第

１項で、機構は中期目標の期間の最後の事業年度に積立金があるときは、その額に相当す

る金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を次の中期目標の期間における業務の財源

に充てることができるというのが第１項でございます。

第２項で、経済産業大臣は、承認をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評価

委員会の意見を聞くとともに財務大臣に協議しなければならないということになってござ

いまして、本日、意見をお聞きするために議題となっているものでございます。

第３項でございますけれども、機構は積立金の額に相当する額から承認を受けた金額を

控除して、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならないという
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項建てになってございます。

ということでございまして、JNESでは第２期中期目標期間を終了し第３期中期目標期間

に移行するに当たりまして、当該条文に基づいて対応するということにしてございますの

で、本日、御審議をお願いしたいということでございます。

それでは、御説明をお願いします。

○村松総務部長 それでは、お手元の資料の資料３、A4の１枚紙で図式化されております

ので、これを使いまして説明いたします。

まず、①、左の部分でございますけれども、平成23年度の当期未処分利益、これが32億

7,300万円ございます。この内訳は、運営費交付金債務の残余、すなわち国からいただい

た交付金の余りです、これが35億8,400万円ございます。

それから、福島第一の事故の後、定期安全管理審査が、非常に後ろのほうにスケジュー

ルが倒れて、とまったりしておりましたので、検査手数料というのが平成23年度はマイナ

スになっておりまして、このマイナスが３億1,100万円ほどございます。

ですから、35億8,400万円から３億1,100万円を引いた残余ということで32億7,300万円。

それから、その下の四角にありますけれども、前の中期目標期間からの繰越積立金が

4,600万円ございまして、これを足しますと、④のところにあります当期増加額というこ

とで33億2,200万円と。

これに、この中期計画の前の４カ年度、すなわち平成19年度から22年度までに積み上が

りました積立金が全部で７億5,500万円ございます。

ですから、④と⑤、これを足しますと、積立金としましては40億7,500万円、この金額

が手元にあるということになります。

その一部分を繰越積立金とさせていただいて、残りを国庫納付にさせていただきたいと

いうのが私どもの案でございまして、積み立ての繰越金の内訳が⑥のところに「１．」

「２．」「３．」「４．」というふうにございます。

「１．」は、まず自己財源で取得した固定資産の未償却分ということで１億6,400万円。

これは、茨城県の勝田にあります検査員などの研修をやっております研修センターの設備、

モックアップの模型だとか、いろいろ研修に使います教材に使われるような機器のたぐい

で１億2,700万円ほど。それから、昨年、引っ越しをいたしましたので、本部事務所の中

でレイアウト変更のためなどに内装工事をしておりますので、その内装工事費用として

2,100万円。それから、会計システムなどの変更を行いましたので、その関係で1,500万円

と。これが「１．」の内訳でございます。

それから、２番目の未払費用、これは一言で申し上げますと、今年度の４月分の事務所

の共益費ですとか家賃、そういったものを３月分に支払ったものでございます。それで、

本部の事務所の共益費が約1,400万円、それから、青森県の三沢にあります核燃料サイク

ル本部の事務所の家賃が100万円、福井の事務所の家賃が100万円、こういったものが前払

い費用として合計1,700万円ほどになりますので、この分の繰越積立金の計上をお願いし
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たいと。

３番目は棚卸資産ということで、検査手数料に係ります未成検査支出金ということで、

第３期の中期目標期間において費用計上されるものが３億500万円ほどと。これは、そっ

くりそのまま全額でございます。

それから、４番目は東日本大震災に伴う契約未履行分ということで、これは第３次の補

正予算としていただいたお金で、全部執行できずに次年度に繰り越す分が約７億1,800万

円ということでございまして、当機構の担当の部で申し上げますと、ほとんどが緊急時対

策部の担当のお金でございまして、例えば、衛星電話の設置に係りますお金として４億

6,000万円ほど、テレビ会議システムの改良のために１億3,900万円と、それから電源車の

配備のために１億1,900万円といった、第３次補正予算を年度内に執行できなかった分の

繰り越しということで合計７億1,800万円。ですから、12億700万円のうちのほとんどの部

分が、この第３次の補正予算のお金ということになります。

今日、委員の皆様から御了解をいただけましたら、この案でもって、これから財務省と

の折衝、協議に入らせていただきたいと思います。それで、財務省から了解がとれました

ら、最終的には経済産業大臣からの承認ということをいただくことにしております。

以上でございます。

○遠藤部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明につきまして、御質問等がございましたらお願いします。

小笠原先生、いかがですか。

○小笠原委員 今、説明いただいたとおりに関しては問題ないのかと思うのですが、一応、

念のためにお聞きしますと、そうすると、「１．」から「３．」までの部分と「４．」と

いうのはちょっと意味が違っていて、それで「１．」から「３．」までの間は、要は、こ

れは将来というか近い将来に必ず費用化されるもので、今は利益の留保分ということで剰

余金で袋取りするけれども、近い将来には、それを見合いで費用計上しなければいけない、

それに対して備えるものだと。ですから、それに関しては新たに充当される性格のものが

今後ないので、今のうちにプールしなければいけないということですよね。

○村松総務部長 はい。

○小笠原委員 わかりました。であれば、「１．」から「３．」までは基本的に個別に紐

をつけることで問題がないのではないかと。

あと、４番の部分は、これは、もうかなり718という数字は固い数字だと見てよろしい

ですか。

○村松総務部長 既に契約済みの案件でございます。

○小笠原委員 なるほど。では、これも、性格は違うけれども、本当に近い将来に割り当

てられるという性格のものだという理解ですね。わかりました。

であれば、問題は。むしろ、これを返納してしまうと、その分だけ足りなくなるという

論理だから、それは当然にプールしなくてはいけないということだと思いますので、それ
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を主張していただければと思います。

○遠藤部会長 ありがとうございます。

ほかに、御質問はございませんでしょうか。

(なし)

○遠藤部会長 では、本件も部会としては了解ということにさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。

続きまして、議題４、評価の進め方に入りたいと思いますけれども、冒頭、事務局から

御説明いただきましたとおり、被評価者の方には御退席いただくことになっていますので、

JNESの方におかれましては御退席いただきますようお願いいたします。どうもありがとう

ございました。お疲れさまでした。

(被評価者退席)

○遠藤部会長 では、御退席いただきましたので、事務局から資料の説明をお願いします。

○長谷部統括安全審査官 それでは、評価の進め方につきまして、御説明をさせていただ

きます。

例年どおりの評価のやり方でお願いしたいと思っておりますけれども、基本的には、評

価は中期計画または年度計画に照らして、その達成状況で判断いただくことになりますけ

れども、加えて近年の取り巻くさまざまな状況を踏まえて、総務省から毎年示される評価

の視点というものがございます。その評価の視点も加味しながら全体評価を行っていただ

くことになりますので、本日は総務省から示された23年度の評価の視点といったところを

御説明させていただいて、その後、評価シートの御記入の仕方等について御説明させてい

ただければと思っております。

総務省から示された評価の視点につきましては、お配りしております参考資料の５から

11までが関係資料になるわけでございまして、本日、一つ一つの資料を全て御説明するに

は時間もないものですから、全体のポイントをまとめた説明資料を御用意させていただき

ました。

資料の一番左側の参考資料５と書いたところですが、これは既に平成21年に総務省から

示されている独法の業務の実績に関する評価の視点ということで、ベースになるものでご

ざいます。

内容的には、基本的な視点と個別的な視点ということになってございまして、特に個別

的な視点では、政府の方針に対する取組の状況だとか財務状況、それから、保有資産の関

係、人件費管理、契約、内部統制等々からなっているわけでございますけれども、それを

ベースにして、平成23年度についての具体的な取組についてということで本年５月21日に

総務省から示されておりまして、これが今年の評価をいただく一つのポイントになろうか

と思います。

基本的な視点のところでは、過去の実績等も踏まえた的確な業務水準で判断をしてくだ

さいということとか、福島事故との絡みで法人のミッションとの関係、さらには法人の業
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績低下等々と震災との関係を精査しなさい。例えば、先ほど随契が増えているということ

がありましたけれども、その随契が増えていることと震災との絡みが妥当なものなのかど

うなのかというところをしっかり見ていただきたいということかと思います。

それから、政府方針等ということでございますけれども、ここにはＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅと書

いてございますが、それが隣の枠から右に四つほどありまして、参考資料の７、８、９、

10と。これでございますけれども、一つは平成22年12月に閣議決定されました事務事業の

見直しの基本方針に対しての23年度の取組状況。

それから二つ目、Ｃですけれども、これは昨年の12月に取りまとめられました勧告の方

向性、中期目標を作成するに当たって、22年度以前のものを総合的に評価をされたわけで

すけれども、そこで指摘された勧告の方向性に対する取組の状況。

それから、Ｄでございますが、参考資料９でございますけれども、昨年、22年度におけ

る業務の実績に関する当省の評価に対して、総務省が二次評価した結果の意見でございま

す。

それから、Ｅでございますけれども、参考資料10ですが、今年の３月に出されたもので

ございますけれども、会費の見直しについてということで、独法から公益法人等に対して、

いろいろ会費が払われているわけですけれども、24年度以降、それらについては必要最小

限のものを除いて支払わないという基本方針が示されています。それについても、取組状

況がどうなのかを評価してくださいということでございます。

続きまして、Ａのところに戻っていただきまして、３．保有資産の管理・運用等という

ところでございますが、Ｆと書いてございます。この参考資料11は職員宿舎の見直し計画

ということでございまして、今年の４月３日に決定したものでございますけれども、福利

厚生の目的での使用はしないと。必要最小限のものに限定して宿舎を確保し使用するとい

うことが示されています。その他、宿舎使用料や計画の公表についても取組状況について

評価をしていただくということでございます。

次に、６．内部統制についてですが、ここ数年、非常に注目して要求しているわけです

けれども、充実・強化に向けた法人の長の取組に留意しなさいとか、監事の監査結果も踏

まえて評価をしてくださいというようなことが言われております。

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というところでは、今

年は自然災害等に関するリスクへの対応ということで、例えば、都心に地震が発生した場

合に、業務に対するリスクの対応についてどのように取り組んでいるかといったようなこ

とについても評価をお願いすることが平成23年度の業務実績評価の具体的な取組というこ

とで、総務省から示されております。

次に、参考資料７から９につきまして、ご説明させていただきますが、まず、参考資料

７でございますけれども、事務事業の見直しにつきまして、ポイント的なところを簡単に

御説明させていただきますと、防災業務の重点化、それから、調査、試験、研究等におけ

る外部評価の充実、情報の収集・整理等業務の重点化といったようなところが指摘されて
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おります。また、ワシントン事務所の経費の節減、本部事務所の早期統合、契約の適正化、

ITコストの削減といったようなことに23年度は取り組むことになっておりまして、これら

の状況について評価をしていただくということでございます。

参考資料８ですが、勧告の方向性の内容につきましては、検査ミス等があったことから、

検査業務については、QMSの抜本的な見直しを含めて、ここに７項目書いてございますが、

こういったことについての取組状況について確認をしていただくということでございます。

防災関係につきましても、福島事故を踏まえて、その後、オフサイトセンターの見直しだ

とか防災訓練の計画の抜本的な見直し、ERSSの機能改善だとかオフサイトセンターの管理

運営方法の抜本的な見直しに対して、どのように取り組んでいるのかといったようなとこ

ろを評価いただくことになろうかと思います。

それから、調査・研究等につきましては、事故対応に重点化すると。そのためのリソー

スをそこに集中することによって、緊急性の求められないプロジェクト等の対応について、

凍結をするなり見直しをするなりという取組がどうなのか、そういった全体的なプロジェ

クトのマネジメントをどのようにやろうとしているのか、その新たなマネジメントシステ

ムの構築状況についても評価いただくことかと思います。

参考資料９でございますが、これは22年度の当省が評価をした結果に対する総務省の二

次評価の結果についての意見でございますけれども、全法人共通的な内容としては、内部

統制の充実・強化、それから、基本方針への対応、震災関連ということになってございま

すけれども、JNESにつきましては、検査ミス等の発覚があったことから、内部統制につい

て、もう一度しっかりと見直すといったようなことを促すような評価をしてくださいとい

うこと。

それから、防災関係につきましては、①の総合評価へのウエートづけの見直しとありま

すが、実は、総合評価をするときに、防災業務につきましては全体60％のうちの５％とい

うことだったのですけれども、その内容からして、もう少しウエートを上げるべきではな

いかというようなことでございます。本件につきましては、次回の部会で事務局のほうで

案をつくらせていただいて御議論いただければと思いますけれども。

それから、②につきましては、今後、取りまとめられる事故調査・検証委員会の検討結

果を踏まえてのことで、厳格な評価をしてくださいと。

検査等業務につきましては、検査ミス等の業務改善を求めるべき事象が発生した場合に

は、その原因及び対応策を含めた厳格な評価をしてくださいということで、今現在、発生

していませんので、ここは必要ないかと思いますけれども。

安全研究業務につきましては、先ほど申し上げました、研究マネジメントシステムがし

っかりと再構築されているのかどうか、その辺について評価をいただくということになろ

うかと思います。

以上が23年度の評価に当たって加味すべき視点ということで、総務省から示されている

ものでございます。
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こういったことも踏まえながら評価をしていただくことになりますけれども、評価シー

トでございますが、昨年とちょっと様式が変わっていますけれども、資料4-1が平成23年

度の実績に対する評価シートでございます。左の評価事項及び実績というところで、例え

ば、検査等業務については、本日お配りしている資料2-2の９ページから13ページをごら

んいただくと、そこに実績が載ってございます。

これについて、Ｂとなる基準というものを真ん中に記載しておりますけれども、これは

年度計画の内容をここに抜粋してございます。ですから、このとおりやられていればＢと

いう評価になるわけでございます。

さらに、点線で囲ってある中ですが、これは、ただいま、御説明をさせていただきまし

た視点をここに書いてございます。したがいまして、検査等業務につきましては、年度計

画の内容と点線で囲ってある内容の視点、両方を加味していただいて評価をいただくとい

うことでございます。

評定につきましては、ＡＡからＤのいずれかを、かぎ括弧の中に御記入いただいて、そ

れに対するコメントをいただくということでございます。

以下、２ページは安全審査等関連業務についてでございます。

それで、８ページをごらんいただきたいのですけれども、８ページからは安全研究・安

全情報関連業務でございまして、例年、安全研究等については、発電炉・新型炉分野、さ

らには９ページでいくと核燃料サイクル・廃棄物分野での評価ということで、黒丸がつい

ている単位で評価をお願いしたいと思っております。

それから、資料4-2でございますけれども、資料4-2は第２期中期目標期間評価でござい

ます。これも同様に、評価事項及び実績のところは、今日お配りしました資料2-4のペー

ジをごらんいただいて、真ん中のＢとなる基準ですが、これは中期計画で定められている

内容でございますが、これに対してどうなのかということで評定をいただくということで

ございます。

評定のところは、中期目標期間につきましては、それぞれの年度で既に決まっているも

のでございますので、ここに書いてございますが、例えば、検査業務ですと、19年度、20

年度、21年度がＡ評価で22年度はＣ評価でした。23年度の分は先ほどの4-1に評価してい

ただきますので、それをここに転記していただくということでございまして、全体を見て

いただいてコメントをいただくというふうにしていただければと思います。

簡単でございますが、以上でございます。

○遠藤部会長 ありがとうございました。

ただいま御説明いただきました内容について、評価する立場として、わからないところ

とか御意見をお願いします。

○東嶋委員 自己評価の資料2-1の74ページ以降のところが、資料4-1の評価シートのどこ

にどう対応しているのですか。
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○遠藤部会長 これは混乱の源で、私も最初混乱したのですけれども、サービスの提供と

いうのと効率化と大きく二つに分かれているのですけれども、その順番が、なぜか入れか

わっているのです。

○東嶋委員 入れかわっているけれども、対応はしているわけですか。

○遠藤部会長 ひっくり返すと大体対応するように。なぜ入れかわっているのかというの

は、私、把握していないのですけれども。そこで、まず混乱が始まってしまうのです。申

し訳ないです。

○東嶋委員 わかりました。

○長谷部統括安全審査官 それは、前回の親委員会で、まず独法の業績評価の最初に来る

のは、独法のミッションに対するところの評価結果とすべきで、業務の効率化というのは、

その次ではないでしょうかという指摘があって、順番が入れかわったものです。

○遠藤部会長 では、大昔からの考え方が変わったのですね。独法の評価制度ができた時

点では、恐らく、こういう順番だったのですね。お金の話が優先していた。

○長谷部統括安全審査官 ええ。まず、効率化をするということを目的に。昨年度の親委

員会で、そういうふうに変わったのです。

○片山企画調整課長 そういう意味でいきますと、JNESの資料2-1の79ページ、ここがサ

ービスの向上についての自己評価になっていますので、資料4-1の一番初めに対応するの

は、まず79ページと対比していただければ。検査業務、安全審査。ただ、ちょっと安全審

査の中がブレイクダウンされていないですけれども。

それから、防災、安全研究。それから、評価シートのほうの13ページに当たるのが、最

後の81ページに国際・広報。

○山本委員 恐らく、今日、御説明いただいた資料がありますね、この資料の切り口が、

これに沿っていないのです。多分、1Fの事故というのを一つの主軸にしてまとめているの

で、それが混乱というか。

例えば、資料で大きな２の１が福島第一原子力発電所事故への対応というふうになって

いて、この中に防災であるとか安全研究であるとか複数のカテゴリーが入っているのです。

これは確かに、私自身は見ればわかるのですけれども、なかなかちょっと判別は難しいと

ころがありますね。という気はしました。 あと、もう一つ確認なのですけれども、評定

でAA、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという、これのつけ方です。これは、どういうふうにやるのでした

っけ。

○長谷部統括安全審査官 参考資料の４をごらんいただければと思いますけれども、参考

資料の４の２ページを見ていただきますと、AA、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとございまして、機構の

実績について、質、量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実

現していたらAAですと。逆に、Ｄが、両面において大幅に未達もしくは法人の業務にとっ

て重大な問題となる事象が発生したのはＤですということで、Ｂが中心になってございま

すけれども、それでつけていただくと。
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○山本委員 わかりました。

○遠藤部会長 私も今年の評価についてちょっと考えたのですけれども、今年はいろいろ

なものが動いています。したがって、今、長谷部さんから御説明いただいたように、計画

に対してどうであったかということだけで評価し切れないような気がするのです。

計画自体も、もちろん3.11の事故が起きた後につくっていますけれども、その後にいろ

いろな要件がぼろぼろと出されてきていて、それも含めてやりなさいというのが総務省の、

かなり厳しい、要求のようなので、それを織り込みながら23年度の実績はこうでしたよと

いうのが、なかなか実は難しいのではないかなというふうに思っています。

○山本委員 今日、御説明していただいたJNESさんの業務でも、大分、世の中に出てきて

いない仕事が実はいっぱいあって、かなり重要なことをいろいろやられているのですけれ

ども、そこを評価できないというのがちょっと無念というか、何とかならないのかなとは

思います。

○東嶋委員 計画外のことでやって、とても重要なことということですね。

○山本委員 ここに書いていないことでも、結構重要なことをやられているのです。

○東嶋委員 それは、どうなのですか。

○山本委員 これは、いかんともしがたいあれですよね。

○東嶋委員 そういうものは、どこに入れるのですか。計画になかったけれども、とても

……。

○長谷部統括安全審査官 実績表の2-2の中には「計画外」という言葉が入って。例えば、

27ページをお開きいただくと、27ページの安全研究のところにアンダーラインが引いてあ

るところがあるのですけれども、これは計画外、当初計画にはなくて23年度に取り組んだ

内容ということでございます。こういったアンダーラインを引いたところが2-2の中には

出てきますので、それは要するに計画外でやられた点です。

○山本委員 そういう計画外のことを評価するに当たっては、純粋に加点として考えたほ

うがいいのか、それはどういう考え方でいけばいいのですか。

○長谷部統括安全審査官 例えば、本来取り組むべきだったことを取り組んでいなくて計

画外でやったということは、プラスになるかというと、それは恐らくゼロになるでしょう

し、もともとそうじゃない、さらにいいことをやっている、より一層前向きにやっている

ということの計画外であれば、それは、もちろんプラスになると思います。そこは一概に、

どれがどれかというのは。

○山本委員 わかりました。

○長谷部統括安全審査官 例えば、勧告の方向性において検査ミスが頻発したことを捉え

て、QMSに問題があったのでQMSを抜本的に見直しなさいというのが総務省から示されてい

て、QMSの体制を見直しましたといったことはプラスかというと、それはプラスではなく

て、恐らく、そういったことがあったので一生懸命取り組んだと。それは、委員の皆さん

がどう評価するかということはありますけれども、ゼロなのか、ゼロ以上に一生懸命やっ
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ているからプラスと評定するのか、そこは皆さんのほうで。

○東嶋委員 今おっしゃった計画外のことについては、自己評価を見るだけではなくて、

こちらの資料2-2をやはり精査してみて、大体のところを見つけなくてはいけないという

ことですよね。それを何かJNESさんから特記事項とかとしてまとめて、ここは今年度の変

化する状況の中で売りポイントですよみたいなものを言っていただけないでしょうか。

つまり、年度計画に対しての成果というのは自己評価に書いてあるけれども、年度計画

以外のことについての自己評価というのを、ちょっと書いていただくとありがたいと思う

のですけれども。

○遠藤部会長 わかりました。それは喜んでやって頂けますよね。やり過ぎになっても困

るのですけれども。

○東嶋委員 いや、多分、事故の前だったら、こういうやり方でやっても評価できたのだ

ろうけれども、特に、今年の評価に当たっては、今の御説明だけでは本当にあまり内容が

わからないというか。それで評価するのはなかなか難しいですね。頑張ります。

○長谷部統括安全審査官 わかりました。評価しやすいような形で、少しポイントを挙げ

させていただきます。今週中には、少なくとも。

○遠藤部会長 お時間も押してきましたので、そろそろということですけれども、今回の

評価は、やはり、おっしゃられるとおり大変難しいし、根拠もなかなか定めがたいところ

があるのですけれども、考え方としては、私の開き直りとしては、JNESがこれからどんど

んよくなっていくために、どういう評価をしてあげたらいいのかという観点から評価して

いこうかなというふうに思っています。

べた褒めするのがいいのか、全然だめだというのがいいのか、あるいは、どこかこの辺

にあるのか。これに目を通しながらやっていきたいと思いますけれども、委員の皆さん、

忙しい中、貴重な時間を割いてやっていただいているので、JNESに御助力いただくところ

は御助力していただいて。場合によって、どうしてもわけがわからないということがあれ

ば、改めて、それぞれ、またお時間をとるのは大変なのですけれども、御説明に行ってい

ただくということも多分可能だと思いますので、御協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。

では、その他で一つ。

○長谷部統括安全審査官 それでは、今後のスケジュールでございますけれども、今ほど

いろいろコメントをいただきました評価シートにつきまして、できましたら６月25日まで

にお返しいただきたいなというふうに思っております。

○東嶋委員 ６月ですか。

○長谷部統括安全審査官 ６月25日です。とりあえず２週間を目途で考えさせていただき

たいと思います。

○山本委員 資料のファイルは、メールで例えば送っていただくことは可能ですか。

○長谷部統括安全審査官 今、お渡しいたしますので、お使いいただければと思います。
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それで、いただきましたコメントを踏まえて事務局のほうで取りまとめをさせていただ

いて、７月11日に本件についての２回目の御審議をいただく部会を開催したいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。６月末までに財務諸表について提出されますの

で、次回の部会では財務諸表の内容についても御審議をいただくということでございまし

て、それもあわせて全体評価をしていただきたいというふうに思っております。

いつものことでございますが、本日の議事録につきましては、事務局側で案を作成して、

後日、御確認をさせていただき、その後、ホームページでの公表を予定しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

○遠藤部会長 ありがとうございました。

では、本日の経済産業省独立行政法人評価委員会、第28回原子力安全基盤機構部会を終

了いたします。どうもありがとうございました。


