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経済産業省独立行政法人評価委員会 

原子力安全基盤機構部会（第29回）議事録 

 

          日 時：平成24年７月11日（水）13:57～15:59 

          場 所：経済産業省別館 1115共用会議室 

 

１．開会 

 

２．議題 

 （１）諮問事項について（平成23年度原子力安全基盤機構財務諸表等） 

（２）財務状況及び保有資産の管理・運用について 

（３）業務実績の評価基準について 

（４）平成23年度及び第２期中期目標期間の業務実績の評価について 

（５）その他 

 

３．閉会 
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○吉野統括安全審査官 本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ちょっと

定刻よりも早いですけれども、お集まりいただいたものですから、開催させていただきた

いと思います。 

第29回の原子力安全基盤機構部会を始めます。 

まず、議事に入ります前に、事務局のほうで人事異動がございましたので、連絡させ

ていただきたいと思います。 

まず、７月１日付で統括安全審査官の長谷部が異動になりまして、後任として、私、

吉野が参りましたので、よろしくお願いいたします。 

また、機構班長の杉山が異動となりまして、後任が牟田なんですけれど、ちょっと現

在ほかの業務がございますので、ただいま欠席させていただいております。後ほど参りま

して、ごあいさつをさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日の議題でございますけれど、四つの議題を用意してございまして、一つ目の議題

が平成23年度原子力安全基盤機構財務諸表等でございます。二つ目の議題が財務状況及び

保有資産の管理・運営等についてでございます。３番目が業務実績の評価基準について、

４番目が平成23年度及び第２期中期目標期間の業務実績の評価についてでございます。 

それでは、遠藤部会長、よろしくお願いいたします。 

○遠藤部会長 こんにちは。今日も暑い中、委員の皆さん、御出席いただきましてありが

とうございます。 

当然、皆さん御承知のことと思いますけれども、原子力行政そのものは、大変難しい

立場に置かれております。その一翼を担うJNES様は、全く同じように難しい状況にあって、

我々評価するに当たっても、かなり難しい点が多々あると思います。そういう状況下では

あるものの、本日の評価部会では、念入りに御審議いただきたく、よろしくお願いいたし

ます。 

では、まず事務局から定足数の確認と配付資料の確認をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 本日、４名の部会委員のうち４名御出席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。 

続きまして、配付資料の確認でございますけれど、議事次第をめくっていただきまし

て、裏に配付資料が書いてございます。 

まず、資料１といたしまして、委員名簿でございます。資料２－１が平成23年度財務

諸表等の概要、資料２－２が平成23事業年度財務諸表等、資料２－３が平成23年度事業報

告書、資料３といたしまして、財務状況及び保有資産の管理・運用等についてという１枚

紙になってございます。資料４、資料５－１、５－２につきましては、後ほど配付させて

いただきたいと思います。 

参考資料でございますけれど、参考資料１としまして、独立行政法人通則法の抜粋で

ございます。参考資料２が財務諸表等の独法評価委員会への諮問文書。参考資料３が独立

行政法人の業務の実績に関する評価の視点。参考資料４が平成23年度業務実績評価の具体
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的取組について。参考資料５といたしまして、平成22年度における経済産業所管独立行政

法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見についての抜粋でございます。 

○遠藤部会長 資料のほうはよろしゅうございますでしょうか。 

では、早速議事に入りたいと思いますが、議題の１番、諮問事項について（平成23年

度原子力安全基盤機構財務諸表等）につきまして、事務局からの説明をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 まず議題１の財務諸表等の諮問につきましては、独立行政法人通

則法、参考資料１でございますけれど、そこに、主務大臣は財務諸表を承認しようとする

ときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないということになっておりま

して、参考資料２のとおり、７月６日付で諮問されましたので、当委員会へお諮りするも

のでございます。 

○遠藤部会長 では、JNESから、財務諸表等につきまして資料の説明、それから、あわせ

まして監事監査報告についてもお願いをいたしたいと思います。 

○村松総務部長 それでは、資料２－１を御覧ください。１枚めくっていただきまして、

まず、通則法に基づきます財務諸表、これは例年と全く変わっておりません。 

２ページ目、添付資料内訳がございますけれども、独立監査人の監査報告書、今年度

は、あずさ監査法人に監査をしていただいておりまして、内容については、すべて適正な

ものということで御意見をちょうだいしております。 

それから、３ページ目でございますけれども、当機構の会計方針、昨22事業年度に比

べまして、変更点が一番下の点でございます。昨年までは損益外減損損失累計額の科目と

して減損額を資本剰余金の控除項目として計上しておりました、Ｂ／Ｓ上で処理をしてい

たんですけれども、今年度からは、Ｐ／Ｌ上の、減損損失の科目で、臨時損失として計上

することで、これは独立行政法人会計基準の改定によりまして、この部分だけ変わってお

ります。 

それでは、４ページ目、決算のポイントのうち、まず、貸借対照表。平成22年度と23

年度を対比した数字を掲載しておりますので御覧ください。 

まず、１．資産の部でございますけれども、平成23年度末200億1,800万円ということ

で、対前年比で46億9,900万円の減になっております。大きな要因は、（１）にあります

現金及び預金でございまして、この部分が対前年度比で、マイナス58億4,700万円と、こ

の大きな部分は定期預金の減額80億円ということでございまして、普通預金が21億5,200

万円の増ということで、差し引きで60億円ほどの減額ということになっております。 

それから、固定資産の部分で、15億800万円ほどの増になっておりますけれども、この

部分につきましては、震災後の福島第一原発事故の対応の関係で、工具ですとか器具、そ

れから、備品などの購入を一部いたしました。代表的なものは、ゲルマニウム検出器20器

ほどでございまして、これは福島県その他に貸し出しを現在しておりますけれども、そう

いったものの取得費用で約21億1,000万円、それから、ソフトウエアの取得、これは解析

などに使うものと、当機構の中の情報ネットワークの関連でございますが、こういったも
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ので12億6,200万円ということで、そういったものから減価償却分を引きまして、固定資

産としては15億円強の増額ということになっております。 

それから、２．負債・純資産でございますけれども、（１）運営費交付金債務、平成

23年度のところで横棒を引っ張ってありますけれども、対前年比でマイナス91億5,000万

円、これは23年度が５カ年中期計画の最終年度でございますので、これは全額収益化をし

て、最終的に、後ほど御説明しますけれども、一部取りおきといった部分以外は国庫納付

させていただいております。 

それから、（２）の未払金でございますけれども、これは業者への未払金ということ

で、６億700万円ほど、大半のものは２月中に執行したわけでございますけれども、一部

残っておる分だけここに書いてございます。 

それから、（４）のその他流動負債、これは定期安全管理審査の前受金でございます

けれども、23年度は32億2,000万円ということで、前年比ほぼ横ばいでございますけれど

も、若干の減額ということになっております。 

それから、（６）資本剰余金でございますけれども、７億7,200万円ということで、対

前年で9,800万円ほど増額になっております。これは、福島のオフサイトセンターで機器

などが使えなくなった分の減損をここから外して、損益計算書の臨時損失へ振り替えをい

たしております。ゆえに、こちらでは、逆に増額になっております。 

それで、一番下、利益剰余金といたしましては、平成22年度末で７億9,300万円でござ

いましたところ、今年度中の増額は32億8,200万円で、都合、23年事業年度末では40億

7,500万円ということになっております。 

以上が簡単でございますけれども、貸借対照表でございます。 

それから、損益計算書、まず１．費用で申し上げますと、大きいところは業務費、こ

れは御案内のとおり、当機構は、自分では研究設備や試験設備を持たずに、外注をして、

そこで業者からデータをちょうだいして、そのデータを基に研究、解析を行うということ

でございまして、外注費として増額分が大体43億8,000万円ということで、福島第一の後、

いろいろな安全研究の予算の振り替えなどを行いまして、増額になったりしているものが

ございます。 

それから、（２）一般管理費、24億9,800万円ということで、対前年比で約５億円の増、

４億9,800万円の増ということになっておりますけれども、ここにつきましては、一部は

昨年９月から10月にかけまして事務所の引っ越しをしましたので、ビルの復旧費用ですと

か内装工事、それから、人件費としまして、やはり事故の対応の関係で非常勤の方に多く

働いていただいたり、一般職員の時間外手当が増えたりということで、人件費分が増えて

ございます。 

それから、運営費交付金収益273億9,900万円ということで、対前年比で89億5,500万円、

これは先ほど申し上げましたように、事業最終年度でございますので、最終的には全額収

益化をしている関係で、こういったような数字の増になってございます。 
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それから、（４）の財務収益、これは受取利息でございますけれども、平均利率が低

下をしております関係で300万円ほど減額になっております。 

それから、３．臨時損失、これは先ほど資本剰余金のところで御説明した分につきま

して、福島オフサイトセンターの減損損失をここに計上しておりまして、その分が１億

1,100万円ほどでございますので、その分昨年より増えたというところでございます。 

それで、当期総利益は32億8,200万ということになってございます。 

続きまして、６ページ目を御覧ください。 

一昨年度の22年度の終わりまでの積立金が、このＡの部分の一番下、７億9,300万円、

23年度中の総利益は32億8,200万円でございますので、23年度末は、この二つを足し算し

まして、40億7,500万円の利益剰余金が出ております。 

先般の、こちらの部会でお諮りをいたしました繰り越しの申請につきましては、その

すぐ右隣の繰越申請の分、12億700万円、これは全額６月29日付で財務大臣と経済産業大

臣から了解をいただいておりますので、これを平成24年事業年度に繰り越しをいたしてお

りまして、その右側、国庫納付分としましては、40億7,500万円から12億700万円を引きま

した28億6,700万円を昨日付で国庫にお返しをしてございます。 

駆け足でございますが、次、７ページ目と８ページ目、これは、23年度分の貸借対照

表と損益計算書を縦に並べて記載したものでございますので、説明は割愛をさせていただ

きます。 

９ページ目を御覧ください。 

セグメント情報、特筆すべき点だけ、３点ほど申し上げます。 

一番左の縦の欄、検査等、事業損益のところで３億1,100万円の損失が立っております。

これは検査手数料等収入が11億円に対しまして費用が14億円かかっておりまして、都合３

億円ほどの損失と。ただ、検査部門におきましては、累計で７億円ほど利益剰余金がござ

いましたので、差し引きで、現時点では４億円の黒字になってございますが、事故後、各

地の原発が停止をしておりますので、これが引き続き、今年度中も続きますと、検査の事

業部門では赤字になる可能性がございます。 

それから、左から三つ目の縦の列、原子力災害の予防等、こちらは36億200万円という

ことで、全国各地にありますオフサイトセンターの設備の関係で32億6,400万円ほど計上

されております。 

それから右から二つ目の縦の列、法人共通、これは管理部門の経費でございますけれ

ども、123億6,800万円と額は大きくなってございますが、このうち112億4,000万円ほどは、

現金及び預金でございます。その他、事務所の敷金として６億円、そういったところが多

いところでございます。 

それで、キャッシュ・フロー計算書、10ページ目を御覧ください。これは、当機構の

場合、民間企業とは事業内容が違うわけでございますけれど、擬制して計算すると、こう

いう形になるということでございまして、業務活動によるキャッシュ・フローはマイナス
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17億5,800万円。運営費交付金の収入が216億4,100万円ありまして、委託の研究データな

どをお願いをしている業者への支払いが185億6,500万円、それから、人件費への支払いで

58億8,900万円ということで、差し引きでフローで約18億円マイナス。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の減額、取り崩しで約

50億円と。それから、財務活動によりますキャッシュ・フローが、これは全国各地のオフ

サイトセンターですとか、あるいは本部事務所にありますパソコンなどのリース料の支払

いですけれども、10億8,500万円の減ということで、一番下、資金の期末残高は42億4,000

万円ということになっております。 

それから、11ページを御覧ください。 

行政サービス実施コスト、主要なところだけ申し上げますと、引当外退職給付増加見

積額で２億1,500万円、これは、プロパーの職員の方と、国からの出向の方、全部トータ

ルで差額として出てきますのが、こういった額になります。 

それで、機会費用は、これは国からお受けをしている資本剰余金を10年物の国債の利

率で運用した場合に700万円ほどになるので、その分は、国の資金をお預かりしている国

の機会を奪っているということで、機会費用として計上しております。 

都合、行政サービス実施コストは251億6,700万円ということでございます。 

最後になりますけれども、12ページ目、利益の処分でございますが、当期未処分利益

で32億7,000万円、当期総利益が32億8,200万円、先ほど申し上げましたとおりでございま

す。利益処分額としては、33億2,000万円ということで、これを積み立てということで考

えております。 

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す。監事の方のお話をお願いします。 

○三好監事 監事の三好でございます。それでは、引き続きまして、監事監査について御

報告申し上げます。 

監事監査は、常勤監事の私と非常勤監事の井口監事の２人で実施いたしまして、両監

事の監査意見に基づいて、監事としての意見形成をし、お手元の資料２－２の最後のペー

ジにございます６月26日付監査報告書にて業務の執行及び財務諸表等について監査結果を

取りまとめております。 

まず、監査の方法ですが、重要な会議への出席、重要文書の閲覧などに加えまして、

監事に対する毎月定例の月次報告会、それから、貸借対照表、損益計算書を含めた予算執

行状況及び試算表などの詳細説明を受けると共に、サンプリング方式により会計帳簿、伝

票及び会計証憑の内容のチェックと検討を日常監査として実施いたしました。 

年度末定期監事監査としては、平成23年度財務諸表など決算書類及び各種補助資料の

説明を受けまして、サンプリングでの内容確認を行いました。 

また、会計監査人からは、監査計画、監査中間報告、期末監査報告の説明を受け、内

容の検討と確認を行いました。 
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その結果といたしまして、監査の結果に記載のとおりでございますが、機構の業務執

行は、適法に行われており、事業報告書は、業務運営の状況を正しく示していると認めま

す。財務諸表は、独立行政法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠

して作成されて、適正に表示しております。決算報告書は、機構の予算の区分に従って決

算の状況を正しく表示していると認めます。 

また、会計監査人である、あずさ監査法人の監査の方法及び結果については、相当で

あると認められます。 

以上でございます。 

○遠藤部会長 ありがとうございました。では、ただいまいただきました御説明に基づき

まして、委員の皆様方、御審議、御意見いただきたいと思うのですが。 

 まずは、御専門の小笠原委員から口火を切っていただければ。 

○小笠原委員 御説明ありがとうございます。ちょっと、既に大きなポイントである国庫

納付、あるいは国庫納付前に繰越申請をされたということについては、もうこれは既に先

月末に申請の認可がおりていますし、今日ですか、昨日ですか、昨日にはもう国庫納付も

済んでいるということですから、この内容自体は、もう非常に厳正に、そういった審議を

経て、送金手続までやっていらっしゃると思うので、問題ないと思うのですが、ちょっと、

こことの絡みでお聞きしたい点が、二つありまして。 

 まず一つは、ここの６ページと９ページのセグメント情報の中の検査等に絡むところな

んですが、繰越申請をして、認可を受けた12億のうち、今、残高としては４億7,000万、

検査手数料というのがあるのですが、これ、セグメント情報の昨年の実績だと、事業損益

がマイナス３億になっており、聞くところによると、これは今期かなり検査が少ないとな

ると、かなり大きなマイナスが出てくるということになると、もう申請して認可を受けた

目的積立金は、もう今期中に、この辺はなくなってしまうという、そういうお話なのかと

いう確認が一つと。 

 あともう一つ、その下にある３次補正ですね、これはたしか未履行分のということだと

思いますが、これは、３次補正の絡みは、例の契約の中での随意契約に３次補正の契約件

数、結構あったと思うんですが、この７億の中にも、やっぱりそういう随意性のある契約

というのは当然あって、そういうものも含めて、こういう繰越申請を財務大臣、経産省大

臣は認可したのか。その未履行分というのは、いつごろ終わる予定なのか、その辺りをち

ょっと御説明いただければと思います。 

○機構 ３次補正の未履行分につきましては、平成25年３月末をもって３件ほど上がって

おります。それから、途中の９月ごろに終わる案件もございます。 

○小笠原委員 今年の９月ですね。 

○機構 そうです。 

○小笠原委員 それは、もう、紐付きになって、その合計が７億。 

○機構 そうです。 
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○小笠原委員 全くそこにはもう１円たりともずれはないという感じなんですか。 

○機構 はい。 

○小笠原委員 あと、随意契約って、やっぱりあるんですか。 

○機構 中には入っております。 

○小笠原委員 入っているんですね。なるほど。 

 そういったことも含めて、今回、申請認可されたと。 

○機構 はい。 

○小笠原委員 わかりました。 

○村松総務部長 検査のほうは、非常に難しい問題ではございます。検査がこれからどう

いうタイミングで再開してくるかというのは、いろいろ政治の情勢、自治体の同意などと

いった要素も絡みますので、なかなか再開は難しいわけでございますけど、ちょっとモデ

ル的に申し上げますと、平成23年の場合、大体コスト総額で11億円強あるんですけど、そ

のうち人件費が６億円強で、事務処理費で7,400万円、旅費が6,500万円、その他の費用で

8,300万円ということになっていまして、変動費というふうに見られるのが旅費ぐらいで

ございますので、大体８億円ぐらいがほぼ固定費ということになりますので、それに見合

う定期安全管理審査の収入が上がらないということになりますと、その分、赤字が立って

いくということでございますので、繰越申請をして、許可を受けた12億円の分と、それが

見合いで多いかどうかというのは、ちょっと予測は難しいんですけれども、一つの、そう

いうことで固定費分としては、８億ぐらいがかかっているということでございます。 

○小笠原委員 そうしますと、そうはいっても検査業務が激減しているわけですから、そ

れを主にこちらの、別のもの、調査とか、防災のほうに移行していくと、固定した８億分

をシフトして、もしかすると、今年度の終わりでも、特定目的積立金は残る可能性もない

わけではないと、そのような。 

○村松総務部長 検査員につきましては、例えば福島県の住民の方たちの帰宅の支援です

とか、あるいはうちの中のほかの部門への仕事へのシフトというようなことは、既にある

程度はやっております。検査のほうも、大きいものはございませんけれども、小さい工事

などに関する、溶接検査その他のものは、収入としてある程度立っておりますので、でき

る範囲のことは、そういうことで工夫をした中で、対処をしております。 

○遠藤部会長 よろしゅうございますか。ほかの委員の方々は。わかりやすさという観点

からいかがでしょうか。 

私から御質問させていただきますけれども、今年度、こういう状況の中で、業務が行

われ、その中で利益が32億出ましたということは、なかなか一般的にはわかりにくい話な

んですけれども、そのからくりは、例の積立金を取り崩してということですか。 

○村松総務部長 JNESの場合は、何か事業をして、その収入を得ているというよりは、運

営費交付金をちょうだいして、それを収益化するという形になりますので、収益利益が立

ったというよりは、運営費交付金の中で、所要の契約の節約額を立てつつ、事業を効率的
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にやれたのではないかというふうに自己評価をしております。 

○小笠原委員 恐らく、それは会計基準上、やむを得ない形で損益計算書がつくられちゃ

うんだと思うんですが、御説明いただいて思ったのは、この10ページにありますこのキャ

ッシュ・フロー計算書の業務活動によるキャッシュ・フローのマイナス18億のほうがよっ

ぽど実態をとらえているのではないかなと。それが、この中期計画期間の最終年度なので、

交付金債務を収益化しちゃったというところが損益計算書に載っちゃってるんで、むしろ

そちらのほうが見えにくいという結果になるのかなというふうに解釈してますけど。 

○遠藤部会長 ありがとうございます。では、ほかに御意見がなければ、この財務諸表に

つきましては、委員の皆様、御了解いただいたということでよろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

○遠藤部会長 ありがとうございます。 

では、続きまして議題２、財務状況及び保有資産の管理・運用等に入らせていただき

ます。まず、事務局から御説明をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 まず、議題２に入ります前に、背景等について説明させていただ

きたいと思います。 

参考資料３を御覧になっていただけますでしょうか。 

参考資料３は、総務省での二次評価における視点について示したものでございまして、

このうちの２ページ目を御覧になっていただけますでしょうか。 

財務状況というのがございまして、続きまして、３ページ目に保有資産の管理・運用

等についてというのがございます。 

これは議題１で御説明いただきました財務諸表の内容を踏まえて御審議いただきたい

と存じますけれど、まず、財務状況についてですが、（１）という形で、当期の総資産と

いうのがございます。これは、当期の総利益の発生要因を明らかにされているか、当該要

因が法人の業務運営に問題があるものかを評価していただくものでございまして、１億円

以上の当期総利益がある場合には、目的積立金を申請しなかった理由についても分析して

いただくという形になってございます。 

２番目、（２）でございます。利益剰余金というのがございまして、利益剰余金が計

上されている場合、法人の性格に照らして過大な利益となっていないか。 

続きまして、運営費交付金債務という形でございまして、これは運営費交付金の未執

行率とその理由について、こういう観点から御審議いただきたいと思っております。 

また、３ページ目の保有資産の管理・運用につきましては、JNESの場合、知的財産は

保有されていないのですけれど、実物の資産の運営とか管理、これが適切になされている

かどうかを御審議いただければというふうに思っております。 

なお、前回、報告のありました、前回というのは６月11日でございますけれど、内部

統制のほか、入札契約の適正化や人件費管理など、業務運営の効率化の向上に向けたJNES

の活動につきましては、監事の方より、その状況について監査等をいただいていると思い
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ますので、その監査の実施状況、所見等についても報告いただければと思います。 

○遠藤部会長 では、JNESの方から御説明をお願いします。 

○村松総務部長 では、資料３の１枚紙の表と裏を使いまして御説明申し上げます。 

「１．」と「２．」は先ほどと重複をいたしますけれども、本年度は、運営費交付金

の残額をすべて収益化いたしまして、35億9,300万円の当期総利益ということで計上して

おります。 

検査部門の検査手数料に基づきますところにつきましては、３億1,100万円の当期総損

失を計上しておりますので、当期総利益は32億8,200万円と。 

利益剰余金につきましては、平成22年の７億9,300万円のところに32億8,200万円を当

期総利益、足し算しますと、年度末で40億7,500万円と、このうち、12億700万円を繰り越

しをいたしまして、昨日付で28億6,700万円を国庫納付しております。 

繰越欠損金の解消につきましては、東北電力女川発電所のそばにありますオフサイト

センターのリース資産約800万円ほど、これは当期総利益により損失として解消をしてお

ります。 

それから、３．運営費交付金の執行率につきましては、平成23年度に執行しました金

額は、23年度に交付された純粋な額よりも、上回る額を執行しております。それから、運

営費交付金の未執行残高につきましては、先ほどと重複しますが、12億円だけを繰り越し

をしております。 

保有資産、私どもは会議所、研修施設、分室などの資産を保有しておりません。資産

はオフサイトセンターの設備ですとか、試験研究設備だけでございます。 

裏返していただきまして、賃貸している建物、その他①から⑥に書いておりますもの

です。２カ所の事務所を１カ所にまとめました。それから、出先が２カ所、②と③がござ

います。それから米国ワシントンＤ．Ｃ．に事務所がございまして、新潟工科大学の中に

柏崎耐震安全センター、それから、職員の宿舎ということで、合計40戸借上げをしており

ます。 

立地する場所の必要性につきましては、昨年と同様の理由でございます。 

賃借の面積及び金額の妥当性につきましては、本部事務所の執務者一人当たりの床面

積といいますのは、日本ビルヂング協会連合会が継続的に行っております調査の中で、東

京都のオフィスワーカーが平均的に占める面積よりも若干狭目でございます。 

平成22年12月の閣議決定に基づきまして、本部事務所を統合して、全体として賃借料

や清掃料、光熱費についてコスト削減を行っております。 

茨城県の勝田にあります原子力安全研修センターの活用状況でございますけれども、

22事業年度は大体稼働率53％でございますけれども、若干低下しておりまして、約５割と

いうことでございます。多少なりとも事故の影響が出ているかと思います。 

知的財産につきまして、特許権等は保有してございません。 

簡単ではございますけれども、以上です。 
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○遠藤部会長 ありがとうございました。では、続いて監事さんのほうから、御説明をお

願いします。 

○三好監事 それでは、ただいま御指摘がございました業務運営の効率化に向けた活動と

しての人件費管理、それから契約の適正化及び内部統制に関する監事所見について御報告

いたします。 

この順番でお話しさせていただきます。 

まず、人件費管理に関してですが、人事委員会などでの慎重な検討を重ね、機構とし

ての専門性の進化・継承に向けて、人件費に配慮しつつ、新規学卒者及び中途採用を行い、

人員構成の適正化が図られております。 

平成23年度は福島事故対応で時間外労働の増加などがあったものの、平成17年と18年

の閣議決定に基づく総人件費の平成17年度比６％の削減目標に対して、中期目標期間最後

の今年度は6.3％の削減を達成いたしております。 

中期計画における総人件費の削減計画は、５年間で平成19年度比４％の削減に対して

実績は9.4％と、この計画も達成できております。 

また、平成23年度のラスパイレス指数は120.2でございますが、地域・学歴勘案指数は

102.4となっております。当機構は大学卒以上が85.7％と高学歴かつ大多数の職員が首都

圏勤務でございますので、地域・学歴勘案指数での比較では、概ね妥当な水準であると判

断されます。 

引き続き、評価の一層の厳格化等により改善を図る方針が出されておりますので、全

体として適切にコントロールされていると判断されます。 

次に、契約の締結状況ですが、平成23年度の随意契約は96件で、前年度49件と比較し

増加いたしました。増加原因は、福島事故への緊急対応案件及び事務所移転案件が合計51

件あったためですが、この要因を除く残りの45件の随意契約につきましては、契約内容及

び方法は適切であったと判断されます。 

一方、一般競争入札262件のうち、一者応札案件は150件で、前年度141件から増加して

おり、かつ一般競争入札に占める比率も57.3％で、前年度43％から増加しております。 

福島事故により、多くの業者が事故緊急対応で応札余力が限定的となったことも一因

でございますが、日常監査においても、一者応札案件についての改善すべき箇所が散見さ

れました。 

そのため、平成23年度契約監視委員会として、担当部署に対する３回の直接ヒアリン

グを含め、計５回の委員会を開催し、点検結果の報告書を取りまとめ、理事長あてに提出

いたしました。 

これに対して、機構としての対応策が策定され、幹部会や各種会議で説明・徹底する

とともに、機構ホームページでも公開し、改善への迅速な取組が行われております。 

機構は、平成21年以来、継続的に改善への取組をしてきておりまして、手続ルール、

チェックポイント及び各部審査委員会体制など、整備面での完成度はかなり高いと判断さ
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れます。しかしながら、経年劣化による手続の形式化・形骸化の兆しも見られるため、運

用面での意識改革と意欲的な取組等により、一層の適正化へ向けてのたゆまぬ取組努力が

引き続き期待されるところであります。 

最後に、内部統制の整備・運用状況についてです。 

監事としまして、重要会議への出席、重要文書の閲覧などにより、内部統制状況のチ

ェックと把握を行いまして、毎月定例の理事長－監事面談での報告や意見交換、あるいは

会議や個別面談において助言・提言を行っております。 

機構の内部統制状況についてですが、規則や規程類は整備されて、都度見直しがなさ

れ、イントラに掲載されて役職員に周知徹底されています。機構の意思決定のための稟議

手続などは適時適切に実施されています。理事長及び理事は、幹部職員との協議や、毎月

の幹部会、各部署との定例会議、四半期ごとの理事長ヒアリング等の情報及び意見交換を

通して状況を的確に把握するとともに、節目及び必要に応じて理事長メッセージを役職員

に発して、方針やミッションの徹底と浸透を図って、良好な統制環境の整備に努力が払わ

れております。 

また、緊急時技術支援室の設置、常時遠隔監視体制の構築、入札手続の厳格化など、

リスクへの対応も適切になされ、モニタリングについても、監査室や品質管理推進室によ

る内部監査、外部委員を交えた各種委員会によるチェック等により、不備の早期発見と適

時対応への機能が整備されて運用されています。 

コンプライアンスについては、役職員倫理規程が整備され、コンプライアンス研修、

ｅ－ラーニング倫理研修等も実施して、コンプライアンスの重要性の周知徹底がなされて

います。 

結論といたしまして、機構の内部統制は、業務の適正化・効率化に向けての運用面で

の徹底及び縦横のコミュニケーションの一層の円滑化など、さらなる改善努力が期待され

る部分がありますが、全体として概ね良好で有効であると判断されます。 

以上でございます。 

○遠藤部会長 ありがとうございました。では、ただいまいただきました御説明及び所見

に関連しまして、委員の方から御質問、御意見をいただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 では、小笠原委員、お願いします。 

○小笠原委員 ２点だけ、お聞きしたいと思います。 

 一つ目は、村松部長から御説明いただいた、資産の有効活用というと、当然、保有資産

の有効活用とか、その辺りになるんですが、御社のものではないですから、賃借物件で、

現在は、ちょっと万が一に備えてとか、そういうようなこともあって、あるんだけれども、

遊休であると。つまり、稼働していない物件などがもしあれば、それを教えていただきた

いなというのが一つ目です。 

あと、もう一つ目は、ただいま監事さんのほうから御説明いただいた、内部統制のと
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ころなんですけれども、高経年化している中で、形式的・形骸化しているというようなと

ころで、いろんな見直しをされたと。昨年、こういう事態もあったので、より新たな規定

をつくったりとか、新たなルールをつくったりとかというものがあったかと思うんですが、

その形式・形骸化した業務を見直した、部門というか、どこが特に、そういうところを強

化、こういう今日の環境の中でやられたか、ちょっとその辺りを少し、かみ砕いて御説明

いただければということであります。 

○村松総務部長 貸借物件でございますけれども、基本的には、ここに書いてありますも

のすべて稼働といいますか、使用されております。核燃料サイクル施設検査本部はもちろ

ん、業務としては、減っておりますけれども、ここにいる検査員はすべて勤務をしており

ますし、それから宿舎、青森の検査施設本部の職員用、それから福井の事務所用の、それ

ぞれ10戸と17戸ですけれども、これは埋まっておりますし、それから福島は、これ１戸だ

けでございまして、福島の第二のほうに今詰めております職員がそこに住んでおります。

それから、東京の者は地方から戻ってきてすぐの職員と、それから、新卒で採用した若手

の職員用でございまして、これすべて、今、人が入っております。 

○三好監事 内部統制の契約のところでございますね。 

○遠藤部会長 ではなくて、業務全般、内部統制、プロセスですね。 

○三好監事 今、経年劣化による形式化というお話は、契約の締結のところで、お話しさ

せていただいたんですが、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、機構の契約手続と

か入札手続は、かなりしっかりできております。 

要するに整備状況というのは非常によくて、問題はそれがそのとおり運用されている

かというところですが、運用もほぼできております。ただ、それでは、そのとおり手続に

沿った運用をするだけでいいのかということなのです。例えば意識の問題なのですが、予

算を取って購入するという手続なものですから、予算内であれば、いいだろうとお考えに

なる方もいらっしゃるわけです。 

競争入札する場合、やはり少しでも安く、いい物をというところに、もう１回立ち返

ってやっていただく必要があります。もう一つは、各部署で契約審査会を持っておりまし

て、自分たちでチェック・アンド・コントロールをきかせていますが、例えば、落札価格

の詳細とか、なかなか機構内でもオープンにできない部分がございます。 

したがいまして、契約窓口と実際に入札を必要とする原部署、担当部署との間のコミ

ュニケーションやフィードバック情報をもう少し整理して、なるべく情報を密にする手順

などを、今回の点検により実施していただいているということであります。 

○小笠原委員 ちょっと、僕が聞き違えたので、ちょっとあれだったんですが、本当は、

お聞きしたかったのは契約のほうではむしろなくて、内部統制のプロセスの中で、もしそ

ういった、ちょっと見直すべきものがあるとすれば、どんなことがあって、それは部門と

してはどういうところが大きく、例えば、こういった震災を受けて、ここのところは、要

は内部統制というよりミッションが大事で、そのミッションのもとにどういう業務刷新で
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きるプロセスをつくり上げるかというところなので。まさに今年などは、そういったお取

組をされており、その整備かつ運用がどうだったかというのが、何か非常に私としては、

お聞かせいただきたい部分かなと思いまして、そこはどうですか。 

○遠藤部会長 その点に関しては、実行部隊の側から御説明いただくのが良いかと思いま

すね。 

○野口企画部長 例えば、今年度から品質管理推進室を設けました。これは、これまでも

QMSのシステムを導入して、品質の向上を図ってきたわけですけれども、昨年、検査業務

等の問題等もあったということもありまして、さらに品質管理を向上させるということで、

これは理事長直下の形で、品質管理推進室を設けて、そこでしっかりと品質管理を行って

いくという体制を整えたということがございます。 

さらに、そういった品質管理の中で内部監査をやってございましたけれども、これは

それぞれの部署がセルフ・アセスメントということで、自分でチェックをする形でやって

ございました。やはり外部の目も入れる必要があるということで、他部門の人によってチ

ェックをすることにいたしましたし、それから、こういった品質管理全体を外部の方から

もいろいろな御意見をいただいて改善をしていく必要があるということで、外部の委員会

も設けることをいたしました。こういった形で品質管理の向上に努めているというのが一

例でございます。 

○遠藤部会長 よろしいでしょうか。ほかに御質問は。 

 山本先生、お願いします。 

○山本委員 保有資産の管理の件ですが、これは実物資産のほかにソフトウエアのような、

無形の資産があると思います。これ、かなりの額になっているのですが、こちらの活用状

況について、少し御説明いただければと思います。 

○佐藤理事 当然、私どもは、さまざまな解析コードを保有し、また、その解析コードの

改良を常に行ってきております。それで、今回、特に福島第一の事故等におきまして、シ

ビアアクシデント時の炉心の解析、それから、地震時におけます建屋の健全性の計算、そ

ういったもの、それから、あと防災絡みの挙動解析、こういったさまざまな分野において、

こういったソフトを活用して、それぞれ成果を上げてきているという状況でございます。 

○山本委員 今回の1Fの事故対応で、JNESさんの解析に非常に頼るところが大きかったと

いうことは、私も十分認識しております。このソフトウエアが結構、費用対効果を評価す

るのはなかなか難しい面もあるので、そういう成果が出ているということ、これちょっと

難しいのかもしれませんけど、何らか定量的に、もう少しわかりやすい形で評価できる手

法、方法があれば、何か、いいなと思うんですけど、今後御検討いただければと思います。 

○蛯澤理事 私たちの保有するソフトウエアは、国の審査、クロスチェックと言うんです

けど、今、理事の佐藤が申し上げたような形で、国内の審査に活用すると同時に、実は海

外IAEAの活動で、耐震関係ですと、スマトラ津波以来、津波関係のコードを、IAEA、JNES

のプロジェクトで、JNESが行っている個別審査とほぼ近い機能をIAEAに提供し、海外にお
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ける津波解析コードの普及を促しています。今回の3.11も含めまして、JNESがいろんなコ

ードを持っていて、また普及活動もしていますので、そういう面では、海外から非常に高

い評価を受けています。まさしく今回の3.11を契機に、国内、それから海外からもひっき

りなしに問い合わせが来ているという形で、これも、費用対効果の一例でございます。 

○佐藤理事 もうちょっと状況を突っ込んで説明する、我々今ちょっと、非常に大事なこ

とだと思っているのは、我が国独自で解析コードを開発して、それを自分のものにしてい

くということ。これが、これまではどちらかというと、アメリカで開発したコードを借り

てきて、それを改良して使っているという、こういう実態だったわけですけれども、やは

り我々独自の解析コードを開発していくことが、我が国のポテンシャルを高める上でも大

事だろうということで、特に熱流動解析だとか、シビアアクシデント解析コードの日本版

独自ソフトウエアを、今開発すべくプロジェクトを組んで取り組んでいるというのが今の

状況でございます。 

○遠藤部会長 よろしゅうございますか。 

○小笠原委員 そうすると、ソフトウエアで二十二、三億上がってますけれども、そうい

った意味では、なかなか民間だと収益獲得に結びついてると、そういう話あるんですけど、

どうしても性格上、そういうことはもちろん、ないものねだりなので、そうすると、それ

は実利用をしている、実利用した結果、一定のそういったアウトプットが出ていると。な

おかつ、それについては一定の御評価というか、アウトカムも存在していると。そういっ

たもので精査したときに、全く利用していない、アウトプットも出していない、アウトカ

ムもないという、そういうようなソフトウエアは今のところないですよという、そういう

理解でよろしいんですよね。 

○佐藤理事 私ども、かなりのソフトをそういう意味では持っております。したがって、

じゃあ、全部毎年使っているかというと、それはそうでもなくて、使うタイミングという

ものがあります。それはまさに解析のニーズに応じてやっていくわけですけれども、ただ

一方では、そういった解析コードというのは、新たな知見というのが常に入ってきますの

で、使わないからといって、何もメンテナンスをしないというわけにもいかない。そうい

った意味で、我々持っているコードについては、直接成果が出るものもかなりありますけ

れども、メンテナンスをしているコードというのも現実には存在しているのではないかと

いうふうに思っております。 

ただ、それをいつか、当然使うためにやっているわけであって、それはしかるべく使

う時期に適切な評価ができるようなメンテナンスは継続的に行っているという状況でござ

います。 

○小笠原委員 そういう意味では、先ほどにつけ加えて、メンテナンスもしていない、つ

まりほうったままになっているものはないということですか。 

○蛯澤理事 実は、コードの使用と私たちコードを整備する、二つの役割があります。例

えば、今回のようなトラブルとかがあった場合には、やっぱり最新の知見を入れなきゃい



 

 15 

けませんので、そういう意味では、最新の知見を入れるような開発性の高いコードの整備

と、それから、定常業務で、クロスチェックとかいう、設置許可とか、工認という、そち

らは別に高度な技術なしで、定常のルーチンやっていますから、そういう面では、皆さん

方、コードというと、最新知見を入れなきゃいけないという、ところが定常の場合には、

安くて簡単に効率よくやれればいいですから、そちらの場合には、別に整備せずにやると。

ですから、コード開発というのは、前者のほうをみんな言うんですけれども、高くて、時

間かかるものは、あんまりよくありませんので、それは定常ルーチンについては、品質を

ある程度確保した形で簡単に簡易なほう、それではあんまりそんなにメンテナンスしてい

ない場合もありますけれども。ですから、意味が二つありますという形で、そういう意識

をしながら、私たちは、業務の内容に従って、整理、それからメンテナンスしているとい

うふうな内容でございます。 

ですから、使われていないからといって、それはほったらかしているということじゃ

なくて、業務に従ってそういうことをやっているということです。 

○遠藤部会長 財務諸表上、資産の管理をする上において、使われていないやつは資産か

ら落として、資産をスリム化するという考え方も大切ですので、本当に使われなくなった

やつで、例えば１億円の価値がありますと、こういったものがあるかないかをお気をつけ

いただきたいということだと思いますけれども。 

東嶋先生、いかがですか。 

○東嶋委員 ありがとうございます。今のお話は、何か、前の、今ちょっと説明資料を見

ていたのですけど、前の説明資料が机にないので、わからないのですけど、例えば今の話

も、ソフトウエア、どんなものが具体的にあるとかという資料があれば、わかりやすかっ

たかなと思ったんですけど。まあ、いいです。資料にありましたっけ、前の資料に。 

○吉野統括安全審査官 資産のリストに。 

○東嶋委員 資産のリストにあったのですね、はい、わかりました。 

それと、でしたら、一つだけお伺いしたいんですけど、競争入札の件で、一者応札の

案件が、昨年度は、福島の影響もあったということでしたけれども、割と件数的には多か

ったということで、これは、一者入札の数字がどうとかというのも、この資料にありまし

たですよね。何ページでしたっけ。先ほど、口頭でおっしゃったものをメモしただけだっ

たんですけれども、口頭でおっしゃったのを伺った限りでは、96件という…。 

○村松総務部長 66ページです。 

○東嶋委員 66ページ。御説明と、それから、この字面から福島の影響で、一者入札、応

札が多かったというのはわかるんですけど、例えば、どんな分野のものについて、随意契

約とか、一者応札の状態が多いのか、そして改善への取組をなさって、具体的に何か変わ

ってきたことがあるのか、お伺いできればと思います。 

それから、もう１点、先ほど監査の方から入札価格、落札価格などが機構内でもオー

プンにできない場合もあるというようなお話もあったんですが、それは具体的にどんなケ
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ースが考えられるのか、機構内だったらオープンにできるのではないかと思うんですが、

教えてください。 

○遠藤部会長 具体的に一者応札がどんなもので、今後どうなるのかということを。 

○機構 最初の随契ですけれど、随契に関しては、うちの場合は発電所の執務室の借料と

か、それから、検査員が、発電所の検査に出向くときに、執務室を発電所側から借りてい

るという、その契約があります。それが、かなり多くて、そのほか、あとは職員住宅の随

意契約という件数が上がってきているのが、ほぼ、ほとんどでございます。 

それから、一者応札の内容ですけれども、機構の業務の中には、原子力分野という限

られた分野でもあるので、かなりエリアの狭い企業の中で競争入札をしなければいけない

ということ、それから、内容によっては解析業務ということもあって、得意とする事業者

が限られているとかという、要件がかなり狭まっている…。 

○東嶋委員 それは前々からの説明でわかっているので、もう少し具体的に、どんな分野

が何％とかを知りたいんです。 

○機構 今、手持ちにはないですけれども、その分野のお話をしたほうがよろしいでしょ

うか。 

○遠藤部会長 今回、一者応札等が増えた理由が事故対応ですと。その事故対応に絡んで、

そういうことをせざるを得なかったものは、具体的にどんなものでしょうかという御質問

だと思うんですが。 

○機構 そういうことですか。 

○遠藤部会長 今お話しいただいたのは、今までも恐らく…。 

○東嶋委員 ええ、今までの、抽象的なことはわかっていますけれども、内容は具体的に

どんなことかと。 

○機構 内容的には、ほとんど、多くは解析業務でございまして、解析業務は、うちの機

構の業務を入札で応札してくる業者は、ほかの原子力関係の機関にも、かなり幅広くやっ

ておられていまして、そちらの業務もかなりやっておられました。 

 それで、その件に関しては、私どもからは、入札のたびに聞き取りをしまして、業者さ

んに今の状況を確認しているところだと。そうしましたら、業者さんは、今、原子力の関

係の事故対応で、かなり一杯一杯だということで、JNESの業務に関しては、手を挙げるこ

とは、なかなかしづらい状況にありますというような話も伺っているところです。 

それで、そのために、私のほうからも確認をさせていただいているところですけれど

も、返ってくることは、もうJNESの中でも、10件ほど手を挙げるのを手控えたというよう

な話も伺っているところもあります。 

ほとんどが解析業務、今年度は、かなり解析業務が多かったように見受けられます。 

○片山企画調整課長 若干、私のほうから補足しますと、福島第一原発事故対応そのもの

でも、先ほど取得資産のところでゲルマニウム半導体検出器の話がありましたが、あれは

恐らく随契で調達をしていただいています。 
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 それから、例えば、避難された住民の方々の一時帰宅のオペレーション、これは現地対

策本部がやったんですけれども、そこでさまざまな、いろんな附帯サービス業務なんかの

契約も、たしかJNESにお願いしていたんじゃないかと思いますけれども、これも入札では

なくて、多分、随契ですか。指定だったと思うんですけれども、恐らく、そういう事故対

応そのものに関わるようなものというのは…、ああ、そうか、失礼、これは一者応札でな

くて随契か、随契の中では、緊急でお願いをするというようなこともやっていたのはあり

ます。 

ですから、そういう意味で一者応札のところの要因というのは、これは、JNESだけで

はなくて、結構、解析関係を中心に、特にストレステストなんかで、いわゆる原子力関係

の解析業務をやるところが、かなり手一杯になっていたというのは、容易に想像できる、

周辺状況としては想像できるかと思いますので、恐らくそういう要因が背景にあるんじゃ

ないかと思います。 

○東嶋委員 すみません。91ページに。随意契約によらざるを得ない契約の内訳というの

では、具体的な内容が何件と書いてありましたので、わかりました。ありがとうございま

す。 

それから、一者応札の件では、これは今までの抽象的な背景論が書いてあるんですけ

れども、これに関して、今の御説明ですと、一者応札の案件の大部分は解析業務であって、

解析に応じられる業者が、昨年は少なかったからということが理由だっていうことですね。

○片山企画調整課長 そうです。 

○東嶋委員 はい、承知いたしました。 

○遠藤部会長 よろしゅうございますか。 

ありがとうございました。ほかに御質問ございませんでしょうか。 

よろしければ、これは御了承いただくというカテゴリーのものではなくて、これを含

めて評価をしていただくということでよろしいわけですね。 

では、本件につきましての審議を終了しまして、続いて、実際評価に移るわけですけ

れども、冒頭、事務局から御説明いただきましたように、JNESの方々には御退席いただく

ということになります。 

ただ、せっかくでございますので、前回の説明を含めまして、委員の方々の中で、何

かJNESの皆様方がおられるうちに、ここだけは確かめておきたいというような項目があれ

ば、今のうちであります。お願いしたいと思うんですが。 

よろしいですか。では、次の議題に移りたいと思いますので、大変失礼ながら、御退

席をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（原子力安全基盤機構関係者退室） 

○遠藤部会長 では、次の議題３、業績評価の評価基準についてに入らせていただきます。 

まず、事務局から御説明をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 それでは、御説明させていただきたいと思います。 
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まず、本日お配りしました資料の確認をさせていただければと思います。 

独立行政法人原子力安全基盤機構の業務実績の評価基準案が資料４でございます。 

続きまして、23年度の業務実績評価案、これが資料５－１でございます。 

第２期中期目標期間におけます業務実績評価、これが資料の５－２でございます。 

それでは、説明させていただきたいと思います。 

まず、資料４でございますけれど、この背景といたしましては、本日お配りしました

参考資料の５というのがございまして、これは総務省のほうの政策評価、独立行政法人の

委員会のほうで、平成22年度の評価結果等について、意見が出てございます。 

これは資料５の次、１枚めくっていただきますと、別紙の１というのがございまして、

そこから３枚ほどめくっていただきますと、ちょっとページが書いていなくて申し訳ござ

いませんが、原子力安全基盤機構という項目がございます。 

これの二つ目のポツでございます。「東北地方太平洋沖地震に起因する」という記載

がございまして、次のページに移っていただきまして、上のほうに、「総合評価へのウエ

イト付けについても、５パーセントとして取り扱われており、福島原発事故の対応という

重大性を踏まえた評価が行われていない。今後の評価に当たっては、福島原発事故の対応

について、その重大性を踏まえたウエイト付けを行った上で厳格な評価を行う」というふ

うな意見が出てございまして、これを踏まえまして、資料４ということで用意してござい

まして、一番最後のページ、３枚目でございますけれど、ページ５というものがございま

す。改訂案を用意させていただいてございます。 

上が改訂前ということでございまして、防災関連業務につきましては５％でございま

した。これを改訂後ということで、防災関連業務につきましては、10％にさせていただき

まして、ただ、国民に対して提供するサービスの向上に関する事項、これ全体が60％でご

ざいますので、検査等業務を20％から15％に減らしたというふうな提案をさせていただき

たいと思います。 

説明は以上でございます。 

○遠藤部会長 ありがとうございます。では、ただいまいただいた説明に関しまして、御

質問、御意見等ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

○小笠原委員 たまたま見ていたら思ったんですけど、今のお話の、下に、これ、JNESの

該当部分のページをめくった次のポツのところに、前年度の評価結果で検査等業務のとこ

ろがあって、何か、原因や対応策に関する評価が行われずに、何か、ただＣ評価としたと

いうようなニュアンスが、ちょっと、あったんで、これは、何か評価のときに気をつけな

きゃいけないのかなという、何かあまり、ちょっと、僕もこれは気がついていなかったも

のですから。この辺り、どういうふうに考えるんですか。 

○吉野統括安全審査官 まず、すみません、この、今ここに書いてございますように、検

査等業務につきましては、Ｃ評価としているだけで、その原因・対策に関して評価が行わ

れていないということでございますが、これは22年度の評価に対しましての件でございま
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して、これを踏まえて23年度の評価につきましては、こういうものを反映した評価を、実

施したところでございます。 

○遠藤部会長 よろしゅうございますか。今年、ですから、この書きぶりも、私から見れ

ば、原因及び対策を含む厳格な評価を行うべきであると、それはもっともではございます

けれども、そこまでこの評価委員会でできるかどうかというところは、若干疑問を持って

います。ただ、こう書かれましたから、それに準ずるようなやり方を今回の評価でいたし

ますということでよろしいんじゃないかと思いますが。よろしいですか。 

○片山企画調整課長 平成22年度については、たしか、あれは大飯での抽気管の検査漏れ

の話というのが出てきて、それで、評価をされたということだと思います。その後、さら

に、いろいろと検査漏れの話があって、それでJNESで第三者委員会をつくっていただいて、

提言を受けて、それを実現するためのロードマップをつくってもらって、23年度中には、

それを仕上げて、24年度の検査からは、そういう新しいやり方にのっとってやるという改

善は、23年度中に一応完結した形になっていようかと思いますので、そういうことも含め

て、評価をしていただければというふうに思います。 

ただ、そういう事象が、現に、ずっと22年度、23年度と発生をしていって、ある意味

で思い切ったメスを入れたのは23年度だったんですけれども、23年度も、引き続き、そう

いうのが続いていたという事実は厳然と受けなきゃいけないとは思っております。 

それから、ウエイト付けにつきましては、検査等業務のウエイトを削って、23年度に

ついて検査を削って防災を増やしたというのは、先ほどの財務の面での説明でもありまし

たように、実際、検査部門というのが、なかなか今、活動できていないという現実もござ

いますので、それも踏まえて、検査を落とさせていただいて防災を増やしていただいたと

いうことでございます。 

○遠藤部会長 どうぞ。 

○東嶋委員 私も小笠原さんがおしゃべりになっていたときに、ちょうど、そこを見てい

て。私は、配点の割合の変更については全く同意するんですけれども、そのほかの、例え

ばポツの２番目とポツの４番目に、これを23年度の評価でやれという意味で読ませていた

だくと、例えば、ポツの２番目、何ページだかわからないけれども、上から６行目辺り、

東電の検証委員会の結果を踏まえ、「客観的で明確な目標と的確な評価指標の設定を行っ

た上で、厳格な評価をしろ」というのが、全く同じコメントがポツ４番目のところに、

「客観的で明確な目標と的確な評価指標を設定しろ」と書いてあるけど、これは誰が目標

と評価指標を。目標と評価指標の設定というのは、私たちに求められたミッションではな

いと思うんですけど。どうやってとらえるんですか、これ。 

○片山企画調整課長 いわゆる23年度は、もう過去のものになってしまっているんですが、

もともとは、中期目標で、中期計画があって、毎年度の事業計画があって、実績を毎年度

評価をするというのが、この評価制度の建てつけですので、本来であれば、今はもう第３

期に入っていますけれども、23年度は第２期の、したがって、第２期の中期目標というも
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のがあって、その目標に照らして、23年度の業務実績はどうであったかというのを評価を

していただくと。 

○東嶋委員 それは実行していますよね。 

○片山企画調整課長 したがって、要は、その中期目標をつくるときに、できるだけ客観

的で定量的に、事後から検証できる目標を立てて、それとその業務実績を照らし合わせて

評価をするというのが制度の趣旨だと思います。 

 したがって、ちょっと、今の時点で反映といっても、したがって、24年度は新たな中期

目標期間に入ってございますので、要するに、この指摘を反映しようと思うと、ちょっと

時世のずれがどうしても出てしまうものですから、むしろ、こういう指摘を受けて、第３

期の中期目標を議論していただいて決めたということでございますので、そういう意味で

いきますと、次の24年度の業績評価のプロセスから、これはちょっと反映するというふう

に、ずれていかざるを得なくて、23年度はもう既にあるもので、やっていただくしかない

んじゃないかというふうに思います。 

○東嶋委員 それは、おっしゃっていることはわかりましたけれども、これを読みますと、

その評価の委員会が、まず明確な目標をつくるのはJNESさんであって、評価指標というの

は、もう決まったものだから、ここでは、誰がこれ、評価指標の設定まで私たちがしてよ

ろしいんですか。だったら、もっと真剣に考えて、24年度からまともな評価指標をつくり

ますけど。 

 ここの意味はどうやってとらえるんですか。評価指標を与えられているから、それに対

してＢだのＡだのつけていたんですよね、私たち。 

○吉野統括安全審査官 これにつきましては、まず、客観的な目標については、今、課長

が言いましたように、中期の目標でございまして、評価指標の設定を行ったといった上で

ということで、これは、既に評価指標につきましては、経産省全体の独立行政法人のほう

で、こういう指標だというのが決まっているものですから、これは逆に変えることはでき

ないんでしょうけれど、ただ、こういう観点で、見なさいという意見が出ているものです

から、今後、24年度の評価に当たって、評価指標の設定、これについて何らか、経産省全

体としての扱いをどうするか、そこの議論をしていくという形になるかと思います。 

○東嶋委員 私たちの委員会じゃなくて、経産省全体として的確な評価指標の設定を、こ

れから行うということなんですか。 

○吉野統括安全審査官 これはJNESのほうの評価指標に出ているものですから、JNESの評

価に当たって、経産省全体としての評価指標というのは確定していますけれど、JNES特有

の評価指標を、新たなものをつけ加えるか、または修正するかということについて、これ

は経産省に対して意見が出ているものですから、経産省全体として、JNES部分だけは別に

するかどうかという提案かというふうに理解してございます。 

○東嶋委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

○遠藤部会長 よろしいですか。読みようによっては、我々が何やっているんだと、こう
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いう読み方になるんですけれども。 

○東嶋委員 何か、みんなで決めた評価の基準でやっていて、私たちだって疑問を感じな

がらやっているのに、新しく決めろっていったら、決めますよっていう、すみません。 

○遠藤部会長 そういうことになりますよね。これは総務省ですか、総務省が経済産業省

に対して書いた紙だと基本的には考えていまして、こういうコメントが出てくる、もとも

とにつきましては、やはり、大変申し訳ないんですけれども、経済産業省として取りまと

めた紙の書き方に若干工夫が必要であったのかなという気がいたします。 

ですから、今回出す紙については、くどくこの辺をやったとか、定められた目標で評

価したとか、きっちり書いていただくようにお願いをしておきたいと思っています。 

よろしいですか。 

ということで、この５％を10％にするという点が今回の大きな変更点だと思いますの

で、この点につきましては、御了解いただいたということでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○遠藤部会長 ありがとうございます。 

では、続いて、議題の４につきまして、事務局から御説明をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 まず、議題４、23年度と第２期中期目標でございますけれど、23

年度の評価のほうについて説明させていただきます。 

まず、その前に評価の行い方なんですけれども、もう皆さん御存じかとは思うんです

けど、ちょっと繰り返させていただきますと、資料４の２ページ目を御覧になっていただ

けますでしょうか。 

３．評価の基準及び方法という記載がございまして、年度評価を行うに当たっては、

５段階の評価で行うということが書いてございまして、評価に当たっては、標準的に達成

された場合をＢとしまして、評価項目ごとに、Ｂを基準としまして、すぐれている場合に

はＡとか、AA、または劣っている場合については、Ｃ、Ｄという評価を実施してございま

す。 

総合的評価の基準及び方法ということで、ウエイト付け、先ほど御了解いただきまし

たウエイト付けになってございます。 

そして、評価の点数につきましては、AAの場合には５点、Ｂの場合には３点、Ｄの場

合には１点というような評価にしてございまして、これらをウエイトを付けた加重平均で

算出しまして、4.5を上回って５までの場合にはAA、こういうような評価を実施していく

という形になってございます。 

それでは、資料の５－１でございます。まず、１ページ目に総合評価というのが書い

てございまして、続きまして、４ページ以降は、各項目ごとの評価が記載されてございま

す。 

まず、４ページは検査等業務につきまして、この中で評価のポイントということで、

この検査等業務の中で、皆様方からいただきました内容を基にして、評価のポイントをま
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とめてございます。この評価のポイントが先ほどの総合評価の１ページ目の検査の項目に

反映されてございます。 

それでは、検査等業務の評価のポイントはどういう形でまとめたかといいますと、６

ページ目に委員の評価という形で記載がございまして、この内容をまとめてございます。 

６ページ目の委員の評価を見ていただきますと、この検査等業務につきましてですけ

れど、平成23年度に必要な検査等業務は確実に実施されている。２番目のポツにつきまし

ても、年度計画は達成されていると判断するというような評価をいただいてございます。 

ただし、１ページ目のポツの２行目の後半のところなんですけれど、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、強い意志を持って定着に努める必要がある。２

番目のポツの、今後というところでございますけれど、検査業務に関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が求められると。 

３番目のポツのところでございますけれど、２行目の後半でございますが、以前は検

査の結果、問題が顕在化する前に未然に防ぐことのできる検査事項案があったが、今年度

はそういう事案が特段なかったというような意見をいただいてございます。 

これらをまとめまして、評価のポイントということで、先ほどの４ページ目でござい

ますけれど、原子炉等規制法及び電事法に基づく検査等を実施するとともに、1F事故を踏

まえた緊急安全対策の実施状況確認等に関わる立入検査への協力を行うなど、年度計画を

達成したとしてございます。 

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組を行わ

れたところであるが、適切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

資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、今後とも引き続

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

ととするということで評価をまとめてございます。 

ちょっと飛ばせていただきまして、防災に関しましての御意見でございますけれど、

防災の項目につきましては、10ページから防災関連業務になってございます。 

この防災関連業務の委員の意見としましては、12ページでございます。 

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という

ような意見もいただいてございまして、あと、２番目のポツでございますが、事故後の1F

における中長期の安全性確保について、適正な安全審査基準を提案しており、これらを実

際に活用されているというような意見等もいただいてございます。 

これらをまとめまして、10ページの防災関連業務ということで、1F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く。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も図られたが、オフサイトセンターが具備すべきハ
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ード面での要件についても明確化し、充実に向けた取組を行っていくことが必要であると

いうふうに評価のポイントをまとめてございます。 

以上、各項目ごとに、こういう形で皆様方の意見を取りまとめて評価のポイントにし

まして、それで、１ページに移らせていただきますと、１ページ目のところに、その内容

を記載してございまして、総合評価ということで、23年度においては、1F事故への対応を

最優先課題として、原子力安全の専門機関として、また機動性を有する独立行政法人とし

て、事故対応に万全を期するよう、安全審査等関連業務と保安院への支援を実施したとい

うふうに書いてございます。 

また、検査未実施の事例を踏まえて設置しました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というふうに書いてございまして、皆様方からいただきまし

た評価の点を左の上のほうにまとめてございます。 

これらを先ほどのウエイト案分をしますと、右の上のほうに書いてございます各事項

の評定から算定される総合評定ということで、23年度の評価につきましてはＢ評価とさせ

ていただいてございます。 

説明は、雑駁でございますが、以上でございます。 

○遠藤部会長 ありがとうございました。概要をただいま御説明いただいたわけですけれ

ども、これは事前に配付していただいているということで、それにお目通しをされた点も

含めまして、御意見、御質問等あればお願いしたいと思います。 

山本先生、どうぞ。 

○山本委員 おまとめいただきましてありがとうございます。この平成23年度の業務実績

につきましては、基本的には、ほとんどの項目がＢで、国際業務、広報業務、これがＡに

なっていると、そういうことだと思います。 

一方で、平成23年度は福島第一の事故の対応で、この原子力安全基盤機構が非常に重

要な役割を果たしたというのは、もうこれ皆さん御存じのとおりだと思います。 

そういう意味では、安全審査関連業務、またはだと思うんですけれども、防災関連業

務、これ評点はＢになっているんですけれども、これ、私自身の個人的な意見としては、

もう少し評価は高くてもいいのかなという感想を抱いております。 

こういう事故対応、その後の規制のいろいろな改革等につきまして、JNESのサポート

がないと、恐らくこれだけ、いろいろな物事が前に進まなかったと思いますので、そうい

うところは加味されてしかるべきかなという印象は持っております。 

以上です。 

○遠藤部会長 防災関連と審査関連、もう少しやったのではないかということですね。 

ほかに御意見ございませんでしょうか。 

○小笠原委員 その辺りが、例えば、業務実績を書かれている自己評価というか、こうい

うところに、あまり慎み深さでくるまずに、もう少し、山本先生がおっしゃったような形
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で、むしろやって、評価をしてもらうような形でいけば、恐らくＢからＡにするときとい

うのは、中期計画を達成したんじゃなくて、大きく超えたと、非常に、ただ計画どおりだ

ったというんじゃなくて、計画をオーバーしたんだというようなことになるかと思います

し、もし、そこの部分が質・量の両面において極めてすぐれたパフォーマンスだと言える

場合には、やはりもう一段高くという形になるかと思いますので。 

 その辺が、どうも私もこの分野の専門じゃないものですから、そこが山本先生のほうで、

そういった御評価があるということであれば、やはりそういったものを反映した形で全体

として、評価をやや上向きのほうに持っていくというか、必要なような感じはいたします

けれども。 

○遠藤部会長 東嶋先生、いかがでしょうか。 

○東嶋委員 私も山本先生と同じようなことは評価をするときに考えたんですけれども、

まさに先ほどの評価の、評価手法、評価の尺度とも関係するんですけど、この23年度計画

というものの字面と実績を並べ比べると、例えば計画が、今ちょっと具体的にページが見

つからないですが、何々が行われる、安全性を確保するみたいな、量的なものじゃなくて、

割とJNESさんの場合は質的な、定性的な言葉が書かれていて、だから、それに対して、は

い、その定性的なことに対しては実施はされましたねということは言えるんだけど、質が

すごくすぐれているとか、量がすごくすぐれているというのが言いにくくて、なのでＢの

評価になっちゃったので、それは多分、この評価の基準を見ますと、質の点で、今、山本

先生がおっしゃったような、JNESの働きがなかったら、このような迅速な対応はできなか

ったというような評価を書いて、少し上に評価するということはできるのかなと思いまし

たけれども。 

○山本委員 恐らく、防災と安全審査の二つあるとすると、私自身の感じでは、安全審査

関係の寄与はかなり高かったかなと、非常に高い評点を付けているんですけれども。そう

いうところ、質の観点で少し活躍を加味してあげてもいいのかなという、そういう印象で

す。 

○遠藤部会長 私も委員の立場としてコメントさせていただくとしますと、確かに、おっ

しゃられるとおり、陰でいろいろ工夫をされて、質の高い仕事をなされたということは事

実だろうというふうに考えるんですけれども、それが実際に国の中で、国民とか、メディ

アとか、どれだけ、どう受け取られて、質の高いことをしたと評価されているかというこ

とを、ちょっと横から見て考えると、どうも、なかなか進展していない。 

 そういう状況は、何もこのJNESの責任でそうなっているということじゃないと思うんで

すけれども、全体の原子力行政を見たときに、大変すばらしいことが行われたというのが、

若干難しいかなと思って、私は３ということにさせていただきました。その辺を打ち破れ

るような実績とか、こういう影響があって、こうなったといったようなことがあれば、も

う少し強目に言ってもいいかなというふうに思いますけれども。 

○東嶋委員 山本先生が安全評価の、防災のところでコメントしていらっしゃったという



 

 25 

のは、具体的に、ここがよかったというのは書いてありますか。どれでしょうか。 

○山本委員 例えば、防災のところに書いてあるんですけれども、防災のところの12ペー

ジに書いてあるんですけれども、ここのポツの二つ目は、これは私が書いたかと思うんで

すね。 

確かに、そういう意味では、私こういう案件にかなり、私自身が深く関わっています

ので、一般の目線とはちょっと、かなり乖離しているというのはチェックされるんですけ

れども、1Fの事故の後の、ここに書いてあるような、いろいろな安全確保であるとか、規

制の活動ですね、これに関しては、ほとんどの点でJNESさんは関与されていまして、ここ

に書いてある、非常に的確なサポートを行っていただいているというのが私の、これは率

直な感想でございます。そういうところを、私としては推したいという、そういう意見で

す。 

○片山企画調整課長 ちょっと、防災のところで若干補足をさせていただきたいんですが、

この防災のカテゴリーで、福島第一の事故対応の話と、全国のオフサイトセンターですと

か、ERSSの話が、これ両方入ってしまっているので、ちょっと難しいんですが、若干、こ

の中でERSSなんかにつきまして、24時間の監視体制ですとか、異常確認モード通報体制の

整備と書いてあるんですけれども、実はこれはできていなくて、保安院のほうから指示を

して、実は、これをやれということでやってもらったというところがあって。若干、我々

支援してもらう側から見ると、今までできてなかったのかというのが実はここのところだ

ったんです。 

最近では、ERSSのシステムが何らかのトラブルで止まったときというのは、みんなプ

レスにオープンにするようにしているんですけれども、実はそれが昨年度、実は、ある時

点で判明をして、そこからちょっと、JNES側の体制も強化をするように、むしろこちら側

から指導する形でやったというのがあります。 

ですから、山本委員がおっしゃった、非常に1Fの事故対応で、いろんなJNESのサポー

トを受けてやっているところもあれば、もう少ししっかりしてくれよというところもある

というのが、実は防災のところは混在をしているというのが、担当課長としての認識でご

ざいます。 

安全審査関連のところは、山本委員御指摘のように、確かに23年度の年度計画では皆

さらっと書いてありますけれども、結構やると大変な業務をみんなちゃんとやっていただ

いたというところで、東嶋委員御指摘のように、質的に、どう高いんだと、なかなか表現

しづらくて、それを客観的に評価をしてくださる方というのも、なかなかいるわけではな

い世界なものですから、難しいんですけれども、そこは割としっかりとやっていただいた

というところではないかと思ってございます。 

○遠藤部会長 ありがとうございます。 

時間も押し迫っているので…。どうぞ。 

 平均が3.5というのは、Ｂの一番上だから、１人が４にすると、もうＡになっちゃうん
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ですよね。じゃあ…。 

○小笠原委員 誰かをＡにするということじゃなくて、こういう協議によって最終的にＡ

ということはあり得るわけです。 

○東嶋委員 ああ、そうなんですか。 

○吉野統括安全審査官 この中で議論していただいたということで、最終的にここで。 

○遠藤部会長 土台が平均点で。 

○東嶋委員 わかりました。平均点が3.5で、そして、今のお話を伺うと、23年度計画が、

ちょっと質・量ともに定性的な表現になっているので、今年度の、とりわけ福島関連など

の実績を、質の点でかなりよかったということで評価して、Ａにされたらいかがなんでし

ょうか。 

○遠藤部会長 いかがでしょうか。 

○小笠原委員 恐らく、この安全審査のところで、計画外のところも非常にあって、その

計画外をどうとらえるかが、ちょっと、私もわからなかったんですけれども、要は、それ

は明らかに量的には、いわゆる中期目標を超えて達成したと、これは言えると思うので、

あと何か、ちょっと定性的な部分を、うまく総括して、自己評価で書いていただいて、そ

れを受けて、今、東嶋委員のほうからもお話がありましたように、総合的には、これは４

なんだと、Ａだというのは、いいんではないかなと思いますね。 

○遠藤部会長 皆さん、意見が終局しつつありますので、特段私も反対するものではござ

いませんで、やはり評価というのは、めり張りをつけて、やったところはやったように、

もうちょっとのところはもうちょっとというところがあるほうが、かえって組織に対する

影響は大きいと思いますので、この場では、安全審査関連業務につきましては、評定をＡ

ということにしたいと思いますが、よろしいですよね。 

（「はい」と声あり） 

○遠藤部会長 では、これをＡとしていただきたいと思います。 

○吉野統括安全審査官 そうしましたら、７ページ目の安全審査業務につきましては、Ａ

という形にさせていただきますけれど、あと評価のポイントにつきましては、若干先ほど

までの議論にありましたように、事業者が行ったストレステスト等の妥当性確認、これは

23年度の評価、計画の中には入ってございませんでしたので、23年度の計画になく、急遽

入った業務であるストレステスト等についても、積極的に支援を行ったというような内容

のものを、ちょっと文章を修正させていただいて、Ａという形に変えたいと思います。 

○片山企画調整課長 ストレステストは入っています。５行ぐらいですけれども、さらっ

と書いてあります。ですから、すごい業務量があったんですけれども、16ページですかね、

23年度業務実績表、前回の資料ですけれども、それの16ページのところに、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というので、ここでストレステスト、

これ、いわゆるストレステストですけれども、それについては、実施をしたということが

書いてあるということでございます。 
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○東嶋委員 緊急安全対策の妥当性確認というのは、計画外ですよね。それと、災害現地

対策本部からの依頼事項対応。 

○遠藤部会長 それは防災の部分でしたっけ。 

○片山企画調整課長 恐らく、計画外でやっていただいたのは、むしろ技術的知見の意見

聴取会を保安院がやっていましたけれども、そこら辺もJNESに非常に協力をしていただい

て、そこから新しい規制基準の基になる30項目というものを意見聴取会をベースに保安院

としてまとめさせていただいたんですけれども、そこにJNESはかなり貢献をしていただい

たということではないかと思っております。 

そういう意味で、安全審査業務分野で、一番計画外でやっていただいたのは、そこの

分野かなというふうに思っております。 

したがって、ちょっとそういうところをしっかりと評価のポイントとして書かせてい

ただいた上で、委員の皆さんの御意見を踏まえてＡということに改定をしたいと思います。 

○遠藤部会長 では、審査業務につきましてはＡにするということで、そのほかの点では

いかがでしょうか。 

Ａに変えると、変えてもというか、総合評価としては、今は3.05ですから、なかなか

3.5を超えるところまではいかない。 

もし、ほかになければ、23年度の業績評価としては、大枠はＢとさせていただくと。

内訳につきましては、ただいま御議論いただいたとおりということにしたいと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○遠藤部会長 ありがとうございました。 

では、引き続きまして第２期中期目標期間の業務実績評価の説明をお願いします。 

○吉野統括安全審査官 資料の５－２でございます。まず、総合評価というのがございま

して、先ほど議論いただきました安全審査のところをＡ評価にしましても、総合評価は変

わりございませんので、１ページ目のところにつきましては、大きな変更はないかと思い

ます。 

まず、１ページ目の総合評価のポイントでございますけれど、３点、記載してござい

ます。これは19年度から23年度までの内容をここに記載してございまして、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

び情報収集などの各分野、記載してございまして、これらに対しまして、新検査制度の導

入とか、中越沖地震を踏まえた耐震安全性の充実・強化、または高経年化などの、新たな

規制課題に対しましても、保安院への多種多様な規制活動を一元的に支援しているという

ふうに記載してございます。 

あと、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を推進している。 

一方ということで、23年度に発生しました1Fでの事故を踏まえまして、各地区、検討
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が進められておりまして、今後は安全規制制度の整備とか、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、さら

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というふうに結んでございます。 

２ページ以降につきましては、検査等業務、審査関連業務等の各項目ごとに、その内

容を評価のポイントという形で記載してございます。 

また、評定結果ということで、各年度ごとの評定結果を基にしまして、これらを５年

間の案分平均で計算しまして、各項目ごとに評価をいたしてございます。 

各項目ごとの評価結果が１ページ目の左上のほうにございまして、検査等業務につき

ましては、５年間の平均でＢ評価、安全審査等の関連業務につきましては、５年間の平均

でＡ評価という形になります。これらの評価結果を先ほどのウエイトで分析しますと、

3.35点という形になりまして、Ｂ評価という形になります。 

評定結果、19年度から21年度まではＡ評価になりまして、22、23年度はＢ評価でござ

いまして、５年間の平均を、Ｂ評価ではございますけれども、3.35という、Ｂ評価の中で

も高い評価になってございます。 

説明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、ただいまいただいた御説明に対して、御

質問、御意見ございましたらお願いします。 

中期ですから、長い、５年間で見て、実際どうであったかと。例の３月11日の事件が

あったということではございますけれども、3.35というところまで、実態としてはよくや

ってきていただいたと。ただし、評価のランクの値を見ますとＢですよという結論だろう

と思いますが。よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○遠藤部会長 では、部会といたしましては、第２期中期目標期間の業務実績評価をＢと

させていただくことにしたいと思います。どうもありがとうございます。 

では、最後に、議題、その他という項目があるんですが、事務局から御説明をお願い

します。 

○吉野統括安全審査官 今後のスケジュールでございますけれど、親委員会、経済産業省

のほうの独立行政法人の委員会が７月26日にございまして、遠藤部会長から本日の結果に

つきまして御報告をお願いしたいと思っております。最終的に経済産業省としての評価が

まとまる形になってございます。 

それからまた、本日の議事概要につきましては、事務局で案を作成いたしまして、後

日皆様方に御確認をいただきたいと存じます。その後、当省のホームページで公開をする

予定にしてございますので、よろしくお願いいたします。 

また、冒頭で申し上げました機構班の班長が変ったと、ちょうど今参りましたので、
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一言ごあいさつをお願いしたいと思います。 

○牟田機構業務班長 大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。国会の対応をして

おりましたので、遅くなりまして申し訳ございません。機構班長に６月18日付で着任いた

しました牟田と申します。 

 今度の規制委員会の移行など、そういった業務を担当しておりますので、御指導のほど、

よろしくお願いいたします。 

○吉野統括安全審査官 以上でございます。 

○遠藤部会長 では、牟田さん、頑張ってやっていただくよう、よろしくお願いいたしま

す。 

今日は、これで終わりということですが。 

○山本委員 この部会、今後開かれるかどうか、ちょっとわからないんですけれども、先

ほど、原子力安全規制庁への移行に伴って、このJNESというのは、少し組織の形が変わる

というふうに聞いております。 

 そのときに、人材の話なんですけれども、今、JNES、年齢層が高い方がたくさんおられ

まして、その方が、例えば公務員とかの形に移行になったときに、そろって退職されると

いうようなことに、もしもなると、これは非常に戦力ダウンになって、それは原子力安全

規制に非常に悪い影響を及ぼすのではないかということを私自身、大変懸念しております。

そういうことがないように、ぜひお願いしたいというふうには思っております。 

 ちょっと、この部会の所掌ではないのかもしれませんけれども、可能な限り、そういう

手だてを尽くして、そういうシニアの方のノウハウをきちんと継承できるように、ぜひお

願いしたいと思います。 

○片山企画調整課長 原子力規制委員会設置法の中で、JNESについては、別に法律の定め

るところにより原子力規制庁と一体化するというふうになっていまして、まさしく別に法

律で定めるというところで、具体的にどういう工夫ができるのかと。もちろん、国家公務

員制度というのが現にございますので、その中でどういう工夫ができるのか、山本委員が

御指摘されたような点にも留意しながら、やっていくということだと思っております。 

○遠藤部会長 規制庁関連、世の中の動きについて。もう部会はこれで終了ということで

す。有難うございました。 

 


