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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 26 回 ）  

議 事 次 第  

 

 

        日  時：平成 24 年２月 17 日（金）10:00～12:05 

        場  所：経済産業省別館５階 526 共用会議室 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 （１）JNES を巡る 近の動きについて 

（２）次期中期目標（案）について 

（３）次期中期目標（案）について 

（４）その他 

 

３．閉会 



1 

 

○長谷部統括安全審査官 おはようございます。 

 それでは、小笠原委員がまだ見えませんが、３人おそろいでございますので、始めさせ

ていただければと思います。 

 本日は第 26 回 JNES 部会でございます。お忙しい中、お集まりいただきましてありがと

うございました。 

 本日の議題といたしましては議事次第に書いてございますとおり、前回部会で御審議い

ただきました第二期中期目標期間が終了することに伴いまして、組織業務全般の見直し方

針を踏まえて作成しました次期中期目標案につきまして、御審議をいただきたいと考えて

おるところでございます。 

 また、これと同時並行いたしまして、JNES においては中期目標を達成するための次期中

期計画案について検討が行われ、とりまとめられておりますので、本計画案につきまして

も御審議をお願いしたいと考えてございます。 

 なお、審議に先立ちまして、前回部会開催以降の JNES をめぐる動きといたしまして、検

査等業務における第三者調査委員会の報告を踏まえた対応状況、独法制度見直しに係る閣

議決定、本年４月以降の新たな規制体制や、規制制度の見直しに係る法改正の動きといっ

たものにつきまして、御報告をさせていただきたいと考えております。 

 それでは、大橋部会長に以降の御進行をお願い申し上げます。 

○大橋部会長 おはようございます。ちょうど委員もおそろいいただきまして、早朝から

御足労ありがとうございます。 

 本日の議事は今、御紹介いただいた３点が主ですけれども、まず事務局から定足数の確

認と配付資料の御説明をお願いします。 

○長谷部統括安全審査官 山本先生は御都合で御欠席でございますけれども、本日は４名

の委員の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。 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第をごらんいただ

きたいと思いますが、配付資料一覧ということで、資料につきましては資料１として第三

期の中期目標（案）。 

 資料２といたしましては、第三期の中期計画（案）を御用意させていただいております。 

 更に、参考資料といたしまして参考資料１～９がございます。 

 不足等ごさいましたら、事務局の方に申し付けていただければと思います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思いますけれども、御紹介がありましたように議題１とし

て中期目標、中期計画の前に、JNES をめぐる 近の動きについてということで、JNES 殿と

事務局から御説明をお願いすることになっております。よろしくお願いします。 

○佐藤（均）理事 それでは、私の方から昨年末に御審議いただき、今年初めに御報告い

ただきました第三者委員会の報告書の内容、現在までの業務の処理状況について御報告さ
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せていただきたいと思います。資料は参考資料６－１と参考資料６－２について説明させ

ていただきます。 

 まず参考資料６－１でございますけれども、これが１月 12 日に報告いただきました第三

者調査委員会の報告書でございます。 

 ページをめくっていただきますと目次がございます。１ページでございますけれども、

非常に大部で限られた時間で御説明すると言ってもなかなか難しい状況でございますが、

ポイントを絞ってどういった提言をいただいたかということについて、御説明させていた

だきたいと思います。 

 目次の１ページは、この報告書の構成でございますけれども、まずどういった体制で、

どういった調査を行ったかということ。 

 事実認定及び QM システムの現状ということで、検査等業務の規定、プロセス等について

検証をいただきました。 

 また、今回検討いただきました不適合業務事案ということで、３点ここに事案を書いて

ございます。燃料体検査の要領書誤記の問題でございますけれども、これは私どもの検査

する要領書の原本、データを事業者から提供を受けていたために、事業者のミスに気が付

かずに私どもも検査を行ってしまったという事案でございます。 

 ２番目の溶接検査一部未実施都という問題は、回収ウランの容器でございますが、本来、

２種類の溶接部の検査を行わなければいけないものを、１種類しか行ってなく合格証を出

してしまったという事案でございます。 

 ３点目の定期検査一部未実施の問題というのは、事業者が行うべき定期事業者検査の一

部を、事業者が記録しなかったことを当方機構が見つけられずに、結果的にそれを了とし

てしまった。こういった事案をベースに問題点の検討をいただいたということでございま

す。 

 その結果といたしまして、問題点の検討ということで幾つか指摘いただいたものが、以

降、問題点の検討ということ、それから、それに基づく改善すべき点ということがまとめ

られてございます。 

 具体的に問題点といいますのは 22 ページ以降を御指摘いただいてございます。22 ペー

ジをお開きいただきたいと思いますけれども、まず先ほど説明いたしました不適合事案３

件についての検討をいただいてございます。 

まず燃料体の要領書の誤記の問題でございまして、燃料体検査の要領書の制定段階にお

いて、だれがどのような経緯で何を作成し、 終的なオーソライズがどのようになされて

いるかが、機構内で不明確であるといった指摘をいただいております。 

現状では、少なくとも外見上は申請者が作成した実施要領書に従って検査が行われてい

るような状態になっており、機構による検査の主体性、独立性に疑問を抱かせるものと言

わざるを得ないという指摘がございました。 

２番目に、要領書改定段階における問題点につきましては、標準要領書の様式変更の具
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体的な作業を被検査者である事業者に行わせていたという事実は、機構の事業者への依存

体質を示し、機構の検査業務に対する役割の自覚、主体性、独立性の意識に問題があるこ

とを示すものであるという指摘をいただきました。 

また、要領書に基づく検査実施段階における問題でございます。結果的に今回、要領書

のミスというのはあったわけでございますけれども、実施の段階では実際の検査の記録を

基に判定をしたということで、実質的な問題は生じなかったわけですが、要領書を見ずに

検査したことになるわけでございまして、作成された実施要領書に基づいて検査が実施さ

れていたのかという疑問を抱かせるものであるといった御指摘をいただきました。 

２晩目の事案でございます溶接検査一部未実施の問題でございますけれども、これはい

わゆる一部の溶接の検査が行われずに、我々は合格証を出したわけでございますけれども、

これは申請者自身もその検査が必要であるということの認識になく、それに従って我々は

合格証を出してしまったということでございまして、24 ページに書いてありますが、申請

者において疑義が生じないよう、機構が明確な基準を示すことが必要であり、事業者の提

出資料に依存していた部分があるとすれば、機構の検査業務に対する主体性、独立性の意

識の希薄さを示す事案と言えるという指摘をいただいております。 

また、検査の実施段階での問題点ということでございますが、検査員はその検査をやら

なければいけないという意識はあったようでございますけれども、手元に技術基準を持っ

ていなかったということで、その確認を後回しにしてしまったということで、結果的に見

逃してしまったということでございます。検査の基準である技術基準を検査員自ら検査に

携行するのは当然であるということで、その実施段階における検査主体としての認識の希

薄さ、事業者の依存意識をうかがわせるものであるといった指摘をいただいております。 

定期検査一部未実施の問題でございますが、25 ページにありますけれども、機構による

定期検査が事業者による検査を形式的に追認するだけのものとなっていたと解されてもや

むを得ないところであり、機構の検査の主体性、独立性に疑問を投げかけるものであると

いった指摘をいただいております。 

こういった不適合事案を見てみますと、いずれも共通的に事業者への依存、従業者に対

する過度の信頼という機構特有の問題が、これらの事案において、さまざまな形で影響を

及ぼし、検査者である機構と被検査者である事業者の間の役割分担及び責任の所在をあい

まいにしていると思わざるを得ないといった指摘をいただきました。 

また、検査等業務に関します QM システムの問題点についても御指摘をいただいており

まして、一部でございますけれども、紹介いたしますと 26 ページに検査等業務の QM シス

テムの問題点として、幾つか挙げてございます。 

例えば（２）でございますけれども、いわゆる私どもは不適合業務を選定し、それに対

する PDCA も回しておるわけでございますが、何が不適合業務に該当するか否かが極めて重

要な問題であるが、それについて適切とは思えない基準があるという指摘をいただいてご

ざいます。 
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これは私ども主蒸気苦し安全弁の不具合という検査上のミスがあったわけでございま

すけれども、それは 終的には検査の途中で発見され、新たに検査が行われ修復されてい

るわけでございますが、それは私ども当該プロセス内で発見され、修正されたものという

ことで軽微に扱っておりました。ただ、御指摘いただいたのは評価の対象は検査という役

務であり、役務の性質上、事後的に修正されたからと言って当該不適合業務に該当した検

査の箇所が治癒されることはないといった指摘をいただいてございます。 

こういった不適合業務に関する私どもの整理の問題、それから、27 ページにありますよ

うに、いわゆる私どもの内部監査、外部監査の問題でございますけれども、（３）で内部

監査の監査員の資格について、利益相反や親密さのリスクなどを考慮されるべきだろうと

いったような点。外部監査については随時実施するとされており、定期的に実施すること

にはなっていないといった問題を指摘いただいております。 

５．２．３で機構の人材の質の確保に関する問題点ということについても、個々の職員

の能力を体系的に向上させるようなシステムが構築できていないという指摘をいただいて

ございます。 

こういった問題点を踏まえ、改善すべき点を 28 ページに御提言いただいております。 

まず、事業者依存体質の改善ということで要領書作成段階、要領書に基づく検査実施段

階について主体性、独立性の観点から見直すべき点を提言いただいており、また、検査業

務に対する QM システムの改善ということで、先ほど言いました機構の重要な役割である検

査等業務は検査の対象である製品の品質で異なり、検査業務という役務の品質という観点

から問われなければならないといった提言でございます。 

そういったことを踏まえて、具体的に７．で改善策の提言というものを 13 項目いただ

きました。先ほどの説明と重複する部分がありますので、一つひとつの説明は時間の関係

で省略いたしますけれども、いただいた 13 項目の提言に関しまして、私ども今、規程類の

見直し等を行っているところでございまして、その状況につきまして参考資料６－２に現

在までの状況を整理してございます。 

参考資料６－２は、いただいた 13 項目の改善のそれぞれについて工程表を作成してお

りまして、一番裏側にありますカラーの資料におきまして、それぞれいただいた提言に対

応する形で工程表をつくってございます。基本的には今年度中、３月末までにいただいた

提言に対する私ども業務の見直しを進め、４月以降、新たな考え方に基づいて検査を実施

する。こういった体制で現在、検査業務部内にタスクチームを設置して改善作業を進めて

いるというのが現状でございます。 

また、黄色で書いてあるところ、監査機能の充実でございますけれども、外部監査の充

実というのが黄色の項目にあろうかと思います。２月下旬に外部監査を実施するというこ

とで、現在、委員の選定を行い、来週２月 29 日に外部監査を実施いたしまして、検査業務

に関する御報告等を御審議いただくようなスケジュールで進めておるところでございます。 

この第三者委員会に関します私どもの説明は以上でございます。 
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○杉山機構業務班長 引き続きまして、事務局の方から２点ほど御説明させていただきま

す。 

 お手元の参考資料７と参考資料８に基づきまして御説明申し上げます。まず参考資料７

「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」という資料でございますが、独立行

政法人の制度及び組織の見直しということで、平成 24 年１月 20 日に閣議決定されたもの

でございまして、この法人組織見直しの背景と基本的な考え方でございますが、さまざま

な分野でさまざまな業務を行っている法人。現在それらの法人すべてを一律の制度にはめ

込んでいるといったところで、法人の政策実施機能の発揮が不十分になっているという問

題意識。 

 また、新たな法人制度を再構築することによって、政策実施機能を 大限発揮させて、

経済成長、国民生活の向上につなげていくという目的意識を持ちまして、組織をゼロベー

スで見直し、廃止や自律的な経営が可能な法人の民営化を実施する。また、各法人の事務・

事業の特性に着目して類型化し、 適なガバナンスを構築する。その類型化を踏まえつつ、

更にそれらの法人を再編するという基本的な考え方で、独立行政法人の組織、制度の見直

しを行うということが閣議決定されました。 

 具体的な制度の見直しの内容でございますが、まず法人の事務・事業の特性に着目した

類型化とガバナンスの構築ということで、大きく２つに分類されてございます。 

 まず１つ目は成果目標達成法人という分類でございまして、こちらは一定の自主的、自

律的裁量によりつつ、計画的な取組みの下で事務・事業を行うことにより、主務大臣が設

定した成果目標を達成することが求められる法人でございます。こちらは多種多様な法人

が考えられますので、更に７つの類型、研究開発型、金融業務型、文化振興型といった類

型を設けまして、それぞれの類型に即したガバナンスを構築していくという考え方が示さ

れてございます。もう一つの分類であるところの行政執行法人。こちらは国の判断と責任

の下で国と密接な連携を図りつつ、確実、正確な執行に重点を置いて事務事業を行う法人

となってございまして、こちらは中期目標といった考え方ではございませんで、単年度ご

との目標管理の下で業務を実施する。また、必要 小限の簡素な意思決定の仕組みを法人

の方に残す。こういうような２つの分類がなされてございます。 

 JNES はどうなるかと申しますと、現在、原子力安全規制に関する組織の見直しが行われ

ておりまして、その中でどのような業務を行うのかといったところが今後決められていく。

そういうところが配慮されまして、24 年末を目途に成案を得る、原子力安全規制組織の在

り方の検討の中で、その扱いを検討するという形になってございますが、一応、これまで

の議論の前提から先ほどの分類の２つの中の成果目標達成法人という方に入っている可能

性が高いのではないかと思われます。 

 この成果目標達成法人はどのようなルールが整備されるのかというのを少し具体的に、

戻らせていただいて２ページ目で御説明申し上げます。 

 ２の新たな法人制度に共通するルール整備というところでございますが、主なところを
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かいつまんで御説明申し上げますと、まず②の財政規律の抜本的な強化というところで、

財政規律を強化するために交付金について事業別の予算の見積もり、執行実績を公表して、

予算と実績の乖離を把握する。また、不適切な支出と法人内の不要資産の留保を防止する

仕組みを強化する。こういった強化策のほかに４つ目にあるような自己収入を増加させた

場合におけるインセンティブの強化ということで、法人自身が意欲を持って取り組むよう

なものも併せて制度的に取り組むような内容になってございます。 

 ③では主務大臣が法人の中期目標設定から評価まで一貫して実施することに改めまして、

従前から行っておりますような政策評価委員会が評価を行うといったところが改められる

ような形になります。また、府省横断的な評価ルールを設定するといったことも盛り込ん

でございます。 

 ④では制度所管府省に設置する第三者機関により、この制度所管府省というのは財務省

と総務省を想定しているようでございますけれども、こちらが第三者機関を設置して主務

大臣の評価を点検するということで、お手盛りの防止のための仕組みも盛り込まれていま

す。 

 行政評価・監視、行政事業レビューも適切に組み合わせて、国民目線で第三者チェック

を行う。こういうような内容が基本的な制度設計として構築されております。 

 こちらの制度でございますけれども、実際に導入されるのは平成 26 年４月を目途にとい

うことになってございまして、24 年度、25 年度につきましては、従前の制度での評価とな

ると思います。 

 こちらが参考資料７の御説明でございます。 

 引き続きまして、参考資料８についての御説明をさせていただきます。こちらは原子力

の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための法律の御説明でございますが、昨年

８月に原子力安全規制に関する組織の見直しについて、政府の基本方針が閣議決定されま

した。それを受けまして政府の中で関連する法律の整備を進めてまいりまして、本年１月

31 日に関連する法律をひとまとめにして閣議決定を行いました。 

 今後、国会で審議を経て、早いものでは４月１日に施行される予定になっているもので

ございます。 

 こちらについて、JNES の議論と関係してまいるところを、かいつまんで御説明させてい

ただきます。 

 まず趣旨でございますけれども、規制と利用の分離及び原子力安全規制の一元化という

観点がまず１つ。 

 もう一つは、今般の原子力発電所の事故を踏まえ、原子力安全に係る規制及び制度の見

直しを行う。こういう主に２つの柱で構成されるものでございまして、概要としまして、

まず環境省等関連組織の再編及び強化ということで、環境省に原子力規制庁を設置すると

いうこと。それから、原子力規制庁に原子力安全調査委員会を設置するほかに、 後のと

ころにございますが、原子力安全基盤機構を環境省の方に移管という内容が盛り込まれて
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ございます。 

 こちらにつきまして、めくっていただいた１ページ目をごらんいただきますと、１．（１）

で原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経産省から分離して、環境省の外局として

原子力規制庁を設置することが盛り込まれてございます。 

 ２．（３）で独立行政法人原子力安全基盤機構の所管を環境省に移管し、機構の目的と

して原子力災害の予防に関する業務を行うことを明確化するということが書かれてござい

ます。 

 ２ページ（５）でございますが、原子力安全委員会から核セキュリティに関する事務局

の調整機能を移管する。こういったところも安全規制の一元化という観点からの改正の中

で盛り込まれております。 

 続きまして、もう一つの柱の原子力安全のための規制や制度の見直しのところについて

の御説明に進ませていただきます。 

 まずこちらは１つ目として原子炉等規制法の改正ということで、重大事故対策の強化、

新の技術的知見を施設・運用に反映する制度の導入、運転期間の制限等といったものの

改正が法律として盛り込まれた。 

 もう一つは、発電用原子炉施設の安全規制体系の見直しということで、従前、燃料を扱

う施設としての炉規法の規制と、発電を行う施設としての電気事業法の規制、この２つの

規制体系があったものを、原子炉等規制法に一本化するという整理がなされている。 

 もう一つは、原子力災害対策特別措置法の改正でございまして、原子力災害予防措置の

充実、原子力防災指針の法定化といったところの改正によって、JNES に新たなこういう業

務が発生するところが出てくるようなことがございます。 

 これらの少し詳細な御説明として、３ページをお開きいただきたいと思います。３ペー

ジ目２．の原子炉等規制法の見直しというところで、まず重大事故対策強化、シビアアク

シデント対策の強化ということで、発電用原子炉設置者等が行うべき保安措置に重大事故

対策も含まれることを明確化する。また、発電用原子炉設置者自らが発電用原子炉施設等

の安全性評価を行い、その内容を公表させる制度を導入するということが盛り込まれてご

ざいます。 

 （２）として事後規制の許可済施設への適用ということで、許可済みの原子炉施設等に

対して 新の知見を踏まえた新たな基準が定められた場合にも、当該基準に適合させる制

度を導入する。また、許認可審査の重複を排除するべく、施設の型式承認制度を設けると

ともに、発電用原子炉施設の設備等の変更のうち、災害の防止上支障がないことが明らか

なものについては、届出制度を導入するということで、増加する審査業務を効率的に行え

るような配慮もなされています。 

 ３ページ、運転期間の制限等では、発電用原子炉の運転期間を 40 年と定める。ただし、

環境省令で定める基準に適合していると認めるときに限り、20 年を超えない範囲で延長を

許認可することができるということが盛り込まれました。 
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 （４）ということで、発電用原子炉施設に対する安全規制体系の整理ということで、先

ほど申し上げました炉規制法と電気事業法の規制体系の一本化といったものが盛り込まれ

てございます。 

 その他といたしまして２点ほど御紹介申し上げますと、１つ目が災害が発生した施設、

当該施設を特定原子力施設に特定し、実施計画の策定・認可を義務づけ、当該計画に沿っ

た措置を講ずることを義務づけるということで、これはまさに福島第一原子力発電所を想

定したものでございます。 

 ③といたしまして、設計及び工事の段階への品質管理体制等の導入ということで、原子

炉施設の設計及び工事の段階から、原子炉施設の品質管理体制等について確認をするべく、

工事の計画の段階から基準を追加するといったものが盛り込まれてございます。 

 ５ページ、原子炉災害対策特別措置法に関しては、１．（１）原子力事業者の防災訓練

の実施状況を国が確認する。 

 （２）は原子炉災害対策重点区域の要件を改正して、対象エリアを拡大するといった改

正が盛り込むものでございます。 

 これらの法律の施行時期でございますけれども、平成 24 年４月１日で組織を環境省に移

管するといったところは施行されますが、今、申し上げました規制や制度の見直しといっ

たところについては、実際には来年１月ごろに施行される見込みになってございますので、

法令に基づく業務はそれ以降になるんですけれども、ただ、それまでの間に法令を実施す

るに当たっての準備ということで、さまざまな業務が JNES の方に支援ということで依頼さ

れるようなことになろうかと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対して御質問等はいかがでしょうか。 

第三者委員会に関しては我々は関与しませんけれども、こういうことを非常に短い期間

でやっていただいて感謝しつつ、６－２の実施工程をお進めいただけばというのが、この

分科会としての立場ですが、個人的な感想を言えば、第三者委員会のミッションが違うの

で、こういうことになるのはやむを得ないと言わざるを得ないというのは察したんですが、

本来はこういうところからどうしていくんだと、例えば人員構成についても JNES からのデ

ータで細かい年齢構成なんかが書いてあるんですけれども、それでどうしたらいいかとい

うのは具体性がなく書いていないので、あとは改善策の提言で、検査員に対して要はロボ

ットみたいに与えられたことはやってこいというのが 30 ページの（２）（４）であるのに

対して、（６）はそうではなくて、検査員が自主性、主体性を持って行動するというよう

な、恐らく本質的に矛盾するようなことも書いてあったり、大変難しい中でおまとめにな

ったことは重々承知していますので理解はするんですけれども、そんな扱いで淡々とやっ

ていただくのがいいぐらいの内容かなと個人的には思いました。 

 そのほかいかがでしょうか。 
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○遠藤委員 第三者委員会の提言を受けて、JNES はどう取り組むかというのはこれからの

議論で、御説明いただくということでよろしいんでしょうか。目標を設定するのは JNES

ではございませんけれども。 

○大橋部会長 中期目標、中期計画ですかね。 

○片山企画調整課長 これから御審議いただく中期目標の中では、まさしくこの提言を受

けた形でしっかりと取り組んでいただきたいということを、目標の中に盛り込んでおりま

す。恐らく後ほど中期計画の御説明が JNES からあろうかと思いますが、それを受ける形で

取り組むというのが計画に明確化されているかと思っております。 

○遠藤委員 その中でまたコメントをさせていただきたいと思います。 

○大橋部会長 そのほかいかがでしょうか。 

○小笠原委員 工程表があったかと思うんですけれども、この工程表にセルフアセスメン

トと外部監査というものがありまして、その外部監査というのは主要工程と上に書いてあ

るものの外部品質管理監視委員会のことなんですか。それを今、２月下旬と言うので、今

もう２月中旬なので、今まさに選定をされて、実施も今月下旬にやられる予定なんですか。

ちょっとこの辺りがわからなかったんです。 

○佐藤（均）委員 まさにそのとおりでございまして、主要工程の上に書いてあります外

部品質管理監視委員会というものが、黄色にあります外部監査の充実というところに当た

るわけでございまして、今月 29 日に第１回を開催いたしまして、第１回目はこの検査の取

組み状況について、御審議いただくというスケジュールで考えてございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。また後ほど中期目標、中期計画の議

論でさかのぼる必要があれば、どうぞまた御質問、御意見等いただければと思います。 

 それでは、議題２ということで、これは事務局からですけれども、次期中期目標（案）

について御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１に基づきまして中期目標（案）について御説

明をさせていただきます。 

 この目標（案）につきましては、冒頭少しお話をさせていただきましたとおり、昨年末、

前回の部会で御審議いただき、とりまとめさせていただきました見直し方針を踏まえて作

成してございます。更には今ほど御説明しました第三者調査委員会、行革独法見直し関係

も含めて、そういった動きも盛り込んだ形で作成をしてございます。 

 それでは、御説明をさせていただきますが、まず「まえがき」ということで、冒頭に今

回の福島の事故を踏まえると、この事故を防ぐことができなかったことについては、原子

力安全規制の一翼を担う JNES として真摯に反省をし、今後、原子力安全規制に対する信頼

回復に努めなければいけないということを記載させていただいてございます。 

 以下、先ほど御説明をさせていただきましたので、詳細は省略させていただきますが、

４月１日を予定しております法改正への対応が求められていること、さらには、第三者調
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査委員会からの提言への対応も必要であることを書いてございます。「なお、以下」のと

ころにつきましては、独法改革での JNES が置かれている状況について言及をさせていただ

いているところでございます。 

 ２ページの頭の部分ですが、こうしたことを踏まえ、第三期中期目標につきましては今

回一応とりまとめてはいるものの、今後の原子力安全規制に関する組織の見直し、または

新たな規制制度が具体化されることになりますので、そこで JNES が担う業務も明確になっ

ていくことから、この中期目標につきましては今後適宜見直しを行っていくこととすると

いうことで「まえがき」を締めてございます。 

 次に「Ⅰ．中期目標期間」でございますが、本年４月１日から５年間ということで、29

年３月 31 日までを設定してございます。 

 「Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」でござい

ます。ここでは検査、審査、防災、安全研究等々の各個別の業務に係る目標について示し

ておりますけれども、総論として書かせていただいてございます第三期中期目標におきま

しては、福島事故を踏まえて原子力安全のための規制や制度の見直しが行われることとな

るということでございまして、具体的には先ほど法改正のところで御説明をさせていただ

いたとおりの内容についてでございます。いずれにしても機構におきましては、新たな安

全規制制度が円滑に実施されるよう、専門的な知見を 大限に発揮し、原子力規制庁の規

制行政を支援することが求められますし、災害発生した場合には迅速かつ的確に業務を実

施するということと、平時においても原子力防災の支援機関として、必要とされる業務を

的確に実施するということかと思います。 

 他方で、アジア近隣諸国での原子力発電所の新規導入が進められるわけでございますけ

れども、こういった新規導入国に対する事故の教訓を踏まえた事故情報の共有、更には安

全基準の策定等の協力を行っていくことも示してございます。 

 機構におきましては、こうした要求に応えるために、国の原子力安全行政の実施上、重

要な基盤の整備に引き続き取り組むこともさることながら、この第三期中期目標期間にお

きましては更にと書いてございますけれども、安全規制を取り巻く環境の変化に対して、

一層の先見性、機動性をもって優先的に取り組むべき課題等を積極的に原子力規制庁に提

言して、支援し、これら課題を解決するといった取組みに大いに注力していくことを求め

ていきたいと考えておるところでございます。 

 以下１．以降、個別業務の目標について示してございまして、検査等業務につきまして

は３ページでございますけれども、電気事業法及び炉規制法に基づいて各種の検査、審査

及び確認等の業務を引き続き行っていただくわけでございますが、先ほどの第三者調査委

員会の指摘にもございましたとおり、事業者依存体質の改善、更には検査等業務に対する

品質マネジメントシステムの改善を通じて、主体性と独立性のある検査等業務プロセスを

構築して運用していただくということでございます。特に重点的に取り組む内容として５

つほどここで記載させていただいておりますけれども、検査等業務を行う３部門、本部の
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検査業務部、福井事務所、青森の核燃料サイクル施設検査本部、この３部門の品質管理を

一元化し、一括した検査業務が行われるよう体制を変更するというのが１つ目でございま

す。 

 ２つ目は、品質管理につきましては第三者が検査等業務に係る品質管理をチェックする

体制に改めるということでございます。 

 ３つ目、業務管理・チェック体制につきまして、これまでも品質マネジメントシステム

を構築しているわけでございますけれども、ISO/IEC ガイド 65 を踏まえたマネジメントシ

ステムに再構築をする。更には社内標準の制定・改廃プロセスの見直し、内部監査の体制

整備等々のゼロベースでの刷新を図っていただく。 

 ４つ目、検査等業務を公正かつ厳正に行うために、抜き打ち検査の強化、更には検査員

の倫理について厳格な規律の確保、検査を実施するに当たっては原子力事業者等の中途採

用者が、出身元と関わりのない施設に限るよう計画に取り組む。 

 ５つ目、これらすべての検査結果について、きちんと情報公開をしていくということで

ございます。 

 また、人材の業務遂行能力の向上という観点で、これまでと同じように有効かつ効率的

な検証を計画的に進めていくことを示してございます。 

 続きまして「２．安全審査等関連業務」でございます。ここはこれまでどおりのクロス

チェック解析を引き続き実施することに加えまして、原子炉等規制法の改正・施行に合せ

たさまざまな規制課題に対しても、きちんと対応をしていただきたいということでござい

ます。 

 ４ページ、発生した各種トラブルにつきましても、現象の解析、評価等を通じて、その

安全性の確認を行っていくということでございます。 

 「３．防災関連業務等」でございます。防災につきましては、これまで JNES が原子力災

害があったときにどんな行動をとるべきなのかといったところの位置づけが明確でなかっ

たこともあり、今般、今年度中の指定を目指しておりますけれども、災害対策基本法に基

づく指定公共機関に指定をすることで、現在対応しているところでございます。 

 そういったことになりますと、防災基本計画において役割を付与された指定公共機関と

して、原子力災害に係る業務を実施することになるわけでございまして、あらかじめ原子

力規制庁と調整の上、緊急時の参集体制を構築し、職員派遣等の対応手順等を整備する。

更に、こういった手順等については訓練を通じて改善をしていくということが必要であり、

取り組んでいただきたいということでございます。 

 平常時の業務につきましては防災訓練の支援、研修の実施、オフサイトセンターの設備

等の運用管理体制の維持管理等々に取り組んでいただくことになるということでございま

す。 

 具体的にはということで①～⑥まで書いておりますが、①は指定公共機関としての業務

をしっかりとやっていただく。 
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 ②といたしましては、複合災害や災害事象が急激に進行した場合の初動体制の立上げ

等々、さまざまな事象を想定した防災訓練の支援をしていくということ、また、研修、習

熟訓練を実施していくということ。 

 ③災害対策を支援するシステムにつきましては、機構本部、緊急時対応センター、オフ

サイトセンターを結ぶ専用ネットワークの伝送経路や電源の多重化、システムの冗長化を

進めていくということでございます。 

 ④は ERSS につきまして分析機能及び運用の改善を始め、関連する機能の向上を図ってい

ただくということでございます。 

 ⑤は災害時にオフサイトセンター、今回の事故では福島の方にオフサイトセンターを移

していますが、代替オフサイトセンターを含めて所期の機能を果たすよう、通信機器等の

機器及び防災資機材の整備・管理・運用を行っていただく。 

 ⑥は原子力災害に対する知見を蓄積して、国内外に発信をしていただくということでご

ざいます。 

 防災関連業務につきまして、なお書きのところでございますが、オフサイトセンターの

管理支援に関する業務は現在、外部に委託しているわけですけれども、透明性を確保する

という観点から、契約内容等々につきまして迅速かつわかりやすく開示をするということ

でございます。 

 また、先ほども話がありました、原子力委員会から核セキュリティにつきましては規制

庁に移管されるということから、今後、核物質防護対策に関してもいろいろと技術支援を

していただかなければいけないということでございます。 

 「４．安全研究・安全情報関連業務」でございますけれども、安全研究・安全情報につ

きましてはその成果を活用するということで、原子力規制庁が実施する制度の見直し、審

査、検査のための規定等の策定、学協会規格のエンドースといったことを支援していただ

く。更には機構自ら行う検査、技術評価のためのガイドラインの策定、クロスチェックの

ための解析コードの整備といったことについて、引き続き実施をしていただくということ

でございます。 

（１）安全研究関連業務につきましては、①のところでございますが、そのテーマにつ

きまして喫緊かつ 重要課題であります福島事故対応にリソースを集中投入していただい

て、対応していただくということでございます。このためには、平成 23 年度までに実施し

ている全プロジェクトにつきまして見直しをしていただき、緊急性が認められないプロジ

ェクト、更には長期間と言いますか、５年を超えて研究を実施しているようなプロジェク

トにつきましては、しっかりと再度精査をしていただいて、研究期間であっても中止をす

る、または一時停止をする、更には研究内容の絞り込みや統廃合を考えるといったような

ことを、しっかりとやっていただくということでございます。 

 研究開発段階炉、核燃料サイクル施設の調査研究といったものも進めていただくわけで

ございますけれども、その場合には原子力政策だとか研究開発ニーズといったものを踏ま
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えた上で実施していただくということでございまして、研究開発段階炉については長期に

ならないよう期間を設定していただくことに留意するとともに、核燃料サイクル関係につ

きましては安全規制のために不可欠な技術的根拠または解析評価手法の整備に限定して実

施していただくということでございます。 

 平成 23 年度実施の安全研究テーマの抽出を行うための基礎基盤研究につきましては、廃

止をするということでございます。 

 ②でございますが、こういった安全研究をしっかりと管理することの必要性について触

れておりまして、これまでも一定程度管理はしていただいているわけでございますけれど

も、今後こういった管理をより一層確実にできるようにするために、専門スタッフによる

新たなマネジメントシステムを構築していただく。 

 ③は安全研究業務の実施に当たっての公的研究費の不合理な重複等がないよう、業務の

適切な運営を図るというもの。 

 ④では、安全研究につきましては、そのほとんどが外注してるわけでございまして、委

託に当たっての契約の適正化を図るという観点でのさまざまな取組みをしていただくとい

うことでございます。 

 （２）安全情報関連業務でございますけれども、これにつきましては従来、幅広く JNES

では情報の収集・整理等を行ってきたわけでございますが、今後は効率化を図るという観

点から、例えば NUCIA のような民間のデータベースの活用や収集対象とする情報の絞り込

みを行うとともに、外部リソースも活用した事故トラブル情報の解析業務、いわゆるクリ

アリングハウス機能の充実を図るということでの取組みをしっかりとやっていただきたい

というのが、安全情報関連業務でございます。 

 （３）提言活動の強化ということでございますけれども、こういった安全研究、情報収

集から得られた知見を効果的に活用して、将来の規制ニーズを予測して、規制当局に優先

的に取り組むべき課題、その解決方法等についてしっかりと提言をしていただくといった

活動を、積極的に行っていただきたいということでございます。 

 「５．国際業務、広報業務等」でございますが、まず国際業務につきまして、これまで

も JNES においては海外安全情報の収集活用、更には海外への情報発信、国際標準化の推進

等々について支援活動を行っているわけでございますけれども、今後とも一貫性、継続性、

安定性をもって積極的に国際業務を行っていただきたいということと、国際的に通用する

人材の育成といったものにも取り組んでいただきたいということでございます。 

 更には、新規導入国に対する協力活動といったものも行いながら、国際的な原子力安全

の向上に貢献していただきたいということでございます。 

 （２）広報業務でございますが、ここでは JNES が行うさまざまな活動の成果、業務成果

であったり技術情報だったり、こういったものについて国内外にきちんと発信していただ

いて、説明責任を履行していただくということでございます。 

 「なお書き」のところで、原子力ライブラリ、これは情報公開という観点で設置をして
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いるわけですけれども、利用頻度を見ますと非常に少ないということもございまして、入

館方式ではなく電子方式に改善し、入館方式による原子力ライブラリは廃止することを記

載しております。 

 （３）国際原子力安全研修院の設立に向けた支援ということですが、これにつきまして

は今回の事故で原子力安全や原子力防災に係る人材の育成が極めて重要であることが認識

されてございます。こういったことから新しい安全規制組織において研修等の強化により、

規制に係る高度な人材の確保に努めることを基本方針の１つとして、国際原子力安全研修

院を設立することになっております。これを設立するに当たって、国に設立するのか JNES

に置くのか、その辺は全く決まっていないところでございますけれども、いずれにしても

こういった研修院設立に当たっての支援というものも、行っていただきたいということで

ございます。 

 以上がサービスの質の向上に向けた内容の方針でございます。 

 続きまして８ページ「Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項」でございますけれども、こ

こでは人材の確保・育成が非常に重要となっておりまして、更に内部統制の充実・強化、

事務・事業の見直し方針の引き続きの実施というようなことかと思ってございます。 

 「１．人材の確保・育成・活用」でございますが、高齢化が進んでおり、年齢構成とし

てはいびつな体制になっているわけでございますけれども、これを是正するという観点か

ら 50 歳以下の職員の割合を増加させて、年齢構成のバランスの適正化に努めるということ

でございます。 

 また、検査等業務におきましては原子力事業者等の中途採用者を極力低減させるために、

必要な新規採用を積極的に確保するということを行っていただきたいということでござい

ます。 

 （２）人材の育成・活用でございます。２つございますが、１つはベテラン人材が退職

をする時期を迎えているわけでございまして、今後彼らが有している技術、知見、ノウハ

ウをいかに継承していくかということが重要でございまして、世代交代に備えた人材育成、

技術伝承をこれまで以上に積極的に行っていくということかと思います。 

 ②は高度な専門性を持った職員がたくさんおるわけですけれども、それに加えて法令、

制度等にも精通して、総合的な判断能力を有する人材を育成し、活用していただきたいと

いうことでございます。 

 「２．業務に関わる知的基盤の整備」ということでございまして、これにつきましては

今ほど御説明したとおり、ベテラン人材が有する現場経験で培われた技術的知見やノウハ

ウをいかに伝承していくか。そのためのいろいろなマニュアル化、OJT、講習会等の充実に

向けた取り組みを行っていただきたいということでございます。 

 ９ページ「３．組織運営、業務の質の向上、業務執行の高度化」でございますが、ここ

では（１）経営機能の強化というところで、内部統制についてのさらなる充実強化を図っ

ていただきたいということ。 
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 （２）機動的・弾力的な組織運営というところでございますが、制度の持っている自由

度が高い組織形態というメリットを活用して、新たな規制ニーズへ機敏に対応できるよう

な運営、更には事故時においても迅速かつ的確に対応できるような組織運営を、引き続き

行っていただきたいということでございます。 

 （３）業務の質の向上でございますが、品質の向上に向けて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今、導入はしているわけでございますけれども、主には

検査等業務についての導入でございますが、更に組織業務の全般に展開することと、PDCA

の特に CA、Check、Action の充実を図って、業務の質のより一層の向上を図っていただき

たいということでございます。 

 （４）中立・公正な業務執行でございますが、これは従前と同じように直接規制行政の

一部を担う業務については、出向者は充てないことを書いてございます。 

 「４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施」でございます。これは第二期中期目標

と同様の内容でございますが、引き続きそういった科学的、合理的な判断で業務を進めて

いただきたいということでございます。 

 10 ページ「５．業務の効率化」でございます。ここは外部能力の活用、情報化の推進、

業務経費等の削減といったことで、業務の効率化に取り組んでいただきたいということで

ございます。 

 ここで１点、（３）業務経費等の削減につきましては、②の一般管理費、事業費、③の

総人件費は現在、財務省と協議をしているところでございまして、若干、協議の結果にお

いてはこの内容が変更になり得るということで、変更になったときにはまた後ほど御報告

を申し上げたいと思いますが、いずれにしましてもこういった業務経費の削減にも引き続

き努めていただきたいということでございます。 

 「Ⅳ．財務内容の改善に関する事項」ということで、ここでは業務の効率的な実施、透

明性の向上といった観点で、財務内容の改善に取り組んでいただきたいということでござ

います。 

 後「Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項」ということで、国の求めに応じて行う業

務、環境大臣による要求といったものにつきましても対応すべく、努めていただきたいと

いうことを記載させていただいております。 

 大分端折りながらの御説明でございましたけれども、以上が第三期中期目標（案）の内

容でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、多少経緯もありまして目標というよりは計画に近いような細かい中期目標に

なっているところで、突っ込みどころも多いかと思うんですけれども、御質問、御意見を

いただければと思います。 

○遠藤委員 いろいろな事例が発生して、JNES としても対応していかなければいけない事

項というものが、これから増えてくるだろうと予想しているんですけれども、その増える
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分野というものが基本的にどの辺りを想定していけばよいかということについて、お伺い

できればと思います。 

 これは何を申し上げているかというと、検査業務について検査に関わるものを除いて事

業費は１％の削減を行うと書かれているんですけれども、実際に行わなければいけない検

査の量というのはしばらくの間、そう増加しないのではないかという気がいたします。し

たがって、本当にお金が必要になってくるのは検査の業務以外のところで、そういった場

合に事業費を１％ずつ減らしていきますよということを目標として掲げてやっていけるの

かということを、一応確認したいということでございます。 

○片山企画調整課長 恐らくこれから JNES の業務で非常に大きくなってまいりますのは、

今、国会の方に原子炉等規制法、電気事業法等々の改正案を出させていただいていますけ

れども、それが成立をして施行される。それに向けてやらなければいけないのは、シビア

アクシデントの中に規制要求化というものが入っております。そうなりますと、そこに新

しい技術基準をつくっていかなければいけない。恐らくこれは諸外国の 新の動向、技術

的な動向も踏まえながら、一旦つくったら終わりということではなくて、常に 新の知見

も反映させていかなければいけない。そういうふうになってきますと、その基になる安全

研究が非常に重要になってこようかと思います。 

 今度はそれを施行する段になりますと、当然、原子力規制庁の方で安全審査業務が発生

いたしますが、事業者から出てきたデータのクロスチェック解析を JNES にお願いをしなけ

ればいけない。恐らくそこが今回の事故を踏まえて原子力安全規制を抜本的に見直して、

安全水準を向上させようというところの一番肝になってくる部分だと思います。恐らくそ

この部分が要するに検査という業務を除いたところの JNES の業務で非常に増えてくる部

分だと思います。 

 防災についても、恐らくこれからいわゆる重点的に施設を整備していかなければいけな

いエリアというものが 30km に拡大いたします。そうなりますと、各自治体の方で対象も踏

まえますし、また、今回の事故の教訓を踏まえて準備しなければいけない中身も充実して

いきますので、各自治体で地域の防災計画を整備していっていただかなければいけない。

そこには当然 JNES の側からの支援業務も当然入ってまいります。実際、JNES の専門家の

方に直接自治体に行って説明とか支援が現に始まっているかと思いますけれども、これか

らますますそういう業務が増えてこようかと思います。 

そういう意味で先ほど冒頭で政府全体として原子力の安全規制をどう変えようとして

いるのかという御説明いたしましたけれども、まさしくそこが裏表で JNES の方にやってい

ただかなければいけない業務として増えてこようかと思います。 

したがって、それが実施されるに十分な資金的な手当ということは、当然所管をする立

場から、予算はしっかり確保していかなければいけないということだと思っております。

24 年度についてもそういう観点から、しっかり業務ができるだけの手当はした。ただ、一

方で効率的にお金を使えという要請は当然ありますので、安全研究の中身を見直しますと
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いったような話も含めて、全体としてしっかりとできるだけの資金の手当はしていきたい

ということでございます。 

○遠藤委員 今お話いただいた部分は、ここに書いてある検査等に関わるものというふう

にカテゴライズすることはできるんですか。 

○片山企画調整課長 ここの意味は、もともと JNES の検査等業務は JNES が独自で手数料

をとって、それで回している部分と、国からお願いをして交付金の中でやっている部分と

いうものがございます。そういう意味で検査を除くというのは、自前の収入があるものは

除くという意味でございます。 

○遠藤委員 了解しました。９億円ぐらいでしたね。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。多少の経緯があると申し上げましたのは、総務省の政独委

と言うんでしょうか、そちらで JNES の運営等に関与して中期目標とか業務成果を細かく見

られて、これについてはこれだ、これについてはこれだと。 

第三者委員会はそれと同じなんですけれども、何を申し上げたいかと言うと、我々が学

生を指導するときに一番気を付けなければいけないのは、ネガティブキャンペーンを張ら

ない。どこが悪い、あそこが悪い、ここが悪いと。多分、推測も入って大変恐縮ですけれ

ども、どこどこが悪い、ここが悪い、あそこが悪いという、まさにネガティブキャンペー

ンで欠点をどんどん取り上げて出していくということになりまして、それを実は受けて中

期目標をつくっていただいていますから、先ほど中期計画に近いのではないかということ

を申し上げたんです。 

何をやれ、これをやれ、あそこが悪い、ここを直せとか、そういうことが満載で、今、

原子力の置かれた非常事態ということから、本来であれば部会としてはちょっとというと

ころが多いと思うんですが、御理解お願いできればというところが正直なところです。 

 後ほど中期計画の御紹介があると思うんですけれども、やはり一番大事なのは検査員で

あるとか、設計評価をする基準をつくるという、技術の末端と言うと大変申し訳ないです

が、先端で活躍する人がいかに職業として、いかに自主性を持って、プライドを持って取

り組めるかということを JNES のマネジメント、JNES を見る原子力規制庁、政府、国民、

そういうところがそういうことを意識して組織のマネジメントとか形をつくっていく必要

があるんですけれども、今、何を申し上げてもしようがないので申し上げないんですけれ

ども、そこが一切なくなって、読み方によっては検査員というのはロボットで、与えられ

た要領書で OJT で勉強して、○だ×だとやってくれればいいみたいな書き方になっている

のが、人間が働くという組織に対してどうかなという感じを持ったところです。 

 私が余り申し上げてもあれですから、何か御質問、御意見があれば、またこの中期目標

ですけれども、ここで御指摘いただいて修正いただく機会もあると思いますので。では、

よろしくお願いします。 

○東嶋委員 御説明ありがとうございました。 
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 後ほど、中期計画との対比のところで細かいところは、お話をお伺いしてからお話させ

ていただこうと思いますけれども、基本的なことなんですが、経済産業省から出されてい

る中期目標（案）というものがあって、この中期目標に沿って、中期計画というのを JNES

がつくるという体制なんですね。わかりました。 

 というと、もう少し根源的なことにさかのぼると、独立行政法人の制度・組織の見直し

についてになるんだけれども、ここで言ってもしようがないんですが、自由度を認めるも

のと、行政執行法人と、もう一つの法人の区別のところがどうなのかなということで、そ

こはここの話ではないので非常に JNES の仕事へのモチベーションと効果を高めつつ、自ら

目標と計画を立てて主体的に取り組んでいくということが、本当にできるのかどうか非常

に疑問でありますが、それは置いておいて、中期目標で１つだけ疑問がありますのは３ペ

ージの⑤です。すべての検査結果や検査等での指摘事項、やりとり概要等の情報について

は開示するとありますが、この開示というのが非常に微妙というか、国民に対して例えば

そのやりとりをすべて要求がなくても開示するのかとか、例えば規制庁に開示するのかと

か、核セキュリティ上の問題なども含めて問題があると思いますが、これはどのようにお

考えなのかお聞かせください。 

○片山企画調整課長 当然、開示してはいけないものは開示しないということでございま

す。核物質防護の観点で言えば、当然そういうことになろうかと思います。 

 他方で、ここについてはどういう開示の方法があるのかというところは、具体的に JNES

の方でお考えいただければと思いますけれども、１つは JNES の検査でとじるものについて

は、例えば定期安全管理審査などについて、どのタイミングで、 後国の評定の後にやる

のが適切なのかどうか等々ございますが、JNES のホームページなどで公表していくという

のも、１つのやり方ではないかと思っております。 

 言葉使いの問題として求められれば開示をするのか、積極的に公表するのかということ

のお尋ねではないかと思うんですけれども、開示という言葉でどちらの手段でどういうふ

うに世の中に情報提供していくのかということについては、JNES の方で具体的にお考えを

いただければと考えてございます。 

○東嶋委員 わかりました。 

そうしますと、これは「すべての」としない方がよろしいのではないですか。「すべて

の」とすると、すべて開示しないじゃないかと言う方がいらっしゃると思います。 

○片山企画調整課長 要するに検査という対象で除外はアプリオリにはしないという意味

です。核物質防護検査であっても核物質防護検査はやらなければいけないというのは法律

上明らかでございますので、要するにその中で出してはいけないものというのと、出せる

ものというのは当然ございますので、そういう中で出せるものについては開示をしていく

ということです。 

○大橋部会長 御指摘は「すべての」は取った方がいいのではないかと。 

○片山企画調整課長 済みません、ここは対象についてはすべての検査を対象にするとい
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うことで、政独委の方から勧告の方向性が出ておりますので、その文言を反映した表現で

ございます。 

 政府の総務省の独立行政法人の評価委員会から、前回御紹介をした勧告の方向性という

ところで除外を設けないということで決められておりますので、それに則った表現にして

いるということでございます。当然、我々は出してはいけない情報を出すつもりはござい

ません。出せる情報は出すということでございます。 

○長谷部統括安全審査官 ここで言っているすべてというのは、要するに JNES が行ってい

る検査なり確認行為なり審査行為がございまして、それのすべてという意味でございます。

内容のすべてということではありません。 

○東嶋委員 私はその説明を今、聞いて、もう少しあと 10 分ぐらい聞けばわかるのかもし

れませんけれども、それが案として、目標としてすべての云々が開示すると書いてあって、

中期計画でこれから御説明いただくんでしょうが、それを一般の方たちが読んだらどう解

釈するのかなという疑問がわいたので、今、聞かせていただいたので、それは誤解を招か

ないような表現がいいのではないでしょうかと申し上げたわけです。 

○大橋部会長 そのほかいかがでしょうか。 

○遠藤委員 今の東嶋先生のコメントは、私も読めばすべての検査結果と言えばすべての

検査結果かなと読んでしまいますから、趣旨を正しく伝えるのであれば、表現は少し変え

られた方がいいのではないか。「すべての検査について」とか、そういう方が誤解はない

かなという気はいたします。 

○大橋部会長 ありがとうございます。 

 先ほど片山課長から御紹介があったように、総務省の政独委からのリクエストに縛られ

た記載になっていると思いますので、少し指摘を見ていただいて、何か。 

○片山企画調整課長 少し検討させていただきたいと思います。例えば案としては、機構

が実施するすべての検査を対象とし、その結果や検査等での指摘事項云々というふうに、

対象と中身を切り離すというのは１つの工夫かと思いますので、少し考えさせていただき

ます。 

○小笠原委員 １点だけ、本独法は成果目標達成法人に分類される可能性が高いところで

すが、７つの類型のどこに当たるのかもわからないんですが、その辺のこういった独法改

革を受けて、うちはこういう類型の下、例えばどういう成果を目標としてというくだりは、

余りこういうまえがきなどになかったのは、またどうせ変わるからとか、余りそういう類

型は重要視していないとか、そういう配慮なんですか。 

○片山企画調整課長 参考資料７の 25 ページ、閣議決定本体でございますけれども、JNES

の記載がありまして、まず 24 年末に本法人の扱いを検討するというふうになっています。

そういう意味で確定をしていないと言ったら確定していないということでございます。 

更に、次の○で今後の原子力政策、エネルギー政策の見直しの議論の結果を踏まえて、

国の組織と一体となって云々かんぬんと書いてありまして、原子力関連の独立行政法人の
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将来的な統合的等も含めた在り方について検討するとなされております。 

 実は、この表現は 19 ページの放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開発機構のとこ

ろにも全く同じ表現が加えられております。つまり、この３法人を一体どうするんだとい

うことを 24 年末、今年末に結論を出そうということになっています。この２法人は研究開

発型の成果目標達成法人とするというふうになっています。したがって、そもそも性格の

違う法人が並んでいるんですけれども、それが原子力関連というくくりになっていて、そ

の機能を一体どういうふうにしていくのかというのが宿題になっているということでござ

います。したがって、その辺りを踏まえないと少し明確にはなってこないということでご

ざいます。 

  

 いずれにしても、この年末に向けての検討が決着つけば、中期目標の冒頭にありました

ように、改めて見直しますということを宣言させていただいていますけれども、また中期

目標の改定をやっていく必要があるということでございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。実は時間がちょこっと押しておるところですけれども、中

期計画の方をお伺いして、また中期目標に翻るところも多いかと思いますので、一緒に御

審議をお願いできればと思います。 

 それでは、JNES 殿から議題３の時期中期計画（案）ということで、よろしくお願いしま

す。 

○野口企画部長 お手元の資料２でございます。中期計画（案）について御説明をさせて

いただきます。 

 全体の構成は先ほどの中期目標と基本的には同じでございます。内容的には具体的なと

ころを詳細に書き加えているものでございます。 

○東嶋委員 質問させていただいてよろしいでしょうか。 

これから御説明いただく資料２というのは、参考資料３と同じ文言ですか。目標（案）

と比べながら見た方が、見る方としては見やすいので、もし同じ文章でしたら参考資料３

を見たいんですけれども、違いがありますか。 

○野口企画部長 同じでございます。では、どういたしましょうか。 

○東嶋委員 目標と対比した方が何となく見やすいので。 

○野口企画部長 わかりました。そうしましたら参考資料３をごらんいただければと思い

ます。 

 参考資料３は一番右側に、これから御説明します中期計画案が書いてございまして、中

ほどが先ほどの中期目標という形になってございます。 

 まえがきのところでございますが、ここは専門技術者集団としての自覚と責任をもって、

科学的な知見に基づき合理的に判断し行動していくことを基本ということで書いてござい

ます。 
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 原子力規制庁が設置されますので、原子力災害対策の強化など、規制制度について新た

なものが加わりますので、それについて適切な執行を行っていくことが求められていると

いうことが書いてございます。 

 「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ために取るべき措置」でございます。 

 ２ページ、具体的なところを見ていただいた方がよろしいかと思いますので、先ほどの

検査業務のところでございます。ここに検査業務について重点的に取り組む課題といたし

まして、①～⑤がございます。これは横の方にも中期目標を書いてございますので、これ

と見比べていただければと思いますけれども、①ですと検査業務を行う三部門につきまし

ては、各部門においてここに作成されております検査等業務の品質管理に関する規程類の

一元化を図っていく。一元化した規程類の品質に係る役割、責任体制の見直しを行ってい

くということで、一括してマネジメントをする体制へと変更するとしてございます。 

 ②でございますけれども、これも先ほどお話が出ました第三者によります品質管理を定

期的にチェックするといった、品質管理評価の委員会を設置するというものでございます。

年１回以上定期的に評価を受けていきたいと考えてございます。 

 ３ページ、ISO/IEC ガイド 65 を参考としながら、利害関係者からの独立性、公平性の確

保、業務に応じた技術知識・経験を有する十分な検査員の確保などによりまして、品質マ

ネジメントシステムを見直していくこととしております。 

 内部監査につきましては、従来は各部長が自分の組織を評価するセルフアセスメント方

式でございましたけれども、これを廃止いたしまして、他部門の監査員が監査を行う方式

へと変更をする予定でございます。更に、外部監査については定期的に実施をする予定で

ございます。 

 ④の定期検査の業務でございますけれども、業務を校正かつ厳正に行うというために、

検査員の倫理に関する厳格な規律を盛り込んだ職務規定、事務規定を制定していく。これ

に基づいて教育を行っていくということ。更に、検査の適正性を確保するための体制を維

持しながら原子力事業者等の中途採用者が行う検査対象を、出身元と関わりのない施設に

限るよう、これについては計画的に取り組むこととしてございます。 

 先ほどお話が出ました⑤のところでございますけれども、すべての検査につきまして申

請番号などに加えて検査の結果、検査等での指摘事項、やりとりの概要などの情報につき

まして、これは時期としては合格処分などを行った時点以降、速やかに機構のホームペー

ジにて開示をしたいと考えてございます。 

 （２）が検査員の研修でございます。ベテラン職員を現地に派遣して検査員に指導助言

を行うための仕組みをつくっていきたいと考えてございますし、検査にかける時間につい

ては５％以上を確保したいと考えてございます。 

 その次が「２．安全審査等関連業務」でございます。 

 これは従来から実施をしておりましたクロスチェックなどの業務に加えまして、その次
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の４ページ目でございますけれども、新たに加わる業務にきちんと対応していくことが必

要だということでございます。 

 （２）事故・故障の対応につきましても、原子力規制庁が進めます事故トラブルの再発

防止対策を検討する際に、どういった対策をとるべきかという措置についてもきちんと

JNES の方から提言するような技術支援を行っていきたいと考えてございます。 

 「３．防災関連業務等」でございます。 

 ここについては左側の中期目標をかなり詳しく記載されてございますので、JNES 側の計

画のところでは具体的にもう少し定量的なところ、あるいはどういった方法があるのかと

いうものを少し書き加えているところでございます。具体的にはというところで①につい

ては指定公共機関について。 

 ②につきましては、防災訓練の支援について書き加えてございます。 

 ③につきましては災害に対応する支援のシステムでございますが、専用のネットワーク

の伝送経路あるいは電源の多重化といったものにつきまして、整備・運用を行っていくと

いうことと、常時稼働の状況を監視して、異常時には迅速に復旧を図る体制を構築してい

くことを書き加えてございます。 

 ④の ERSS につきましても、ERSS の監視・管理については 24 時間体制を整備していくと

いうこととしております。 

 ⑤オフサイトセンターが所期の機能を果たすように、資機材やシステムの整備・管理・

運用につきまして、その方針・手順を原子力規制庁と調整を図りながら、きちんと明文化

をして取り組んでいくということを書いてございます。 

 ⑥は防災に関する知見の蓄積をして、国内外に発信をするということでございますし、

先ほどもお話がございましたけれども、地方自治体が整備をする地域防災計画の作成とい

うのはこれから増えてまいりますので、そういったことの支援を行っていくことを書いて

ございます。 

 「４．安全研究・安全情報関連業務」でございますが、ここについては（２）から始ま

ってございます。後で（１）というものが出てまいります。 

 （２）規格基準整備業務でございます。これは引き続き規格基準の整備を進めていくと

いうことでございます。 

 （３）安全研究関連業務ということで、重点研究項目と重点化のための研究管理という

ことでございまして、福島事故の教訓を踏まえて安全研究の重点化を図るということでご

ざいます。 

ここはかなり分量を書いてございますが、時間の関係で項目だけ見ていただきますと、

一番重要なシビアアクシデント－アクシデントマネジメント分野。ここでも規制への取り

入れというのは今後予定されておりますので、必要な知見のデータの収集であるとか、技

術的な根拠の整備を行っていくというものでございます。この中では地震・津波の対策な

どが書かれてございます。 
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 ｂが原子力防災分野、ｃが耐震の安全分野、ｄが原子炉設計の分野、ｅが原子炉運転管

理分野、ｆがバックエンド安全分野、ｇが安全技術基盤分野でございます。 

 ７ページの下「更に」というところは、先ほど目標のところでも御説明がありましたプ

ロジェクトの繰り延べができるものについては、中止をしたり繰り延べをしたり、整理・

統合を図っていくということを述べてございます。 

 ８ページ中ほどに②がございます。専門スタッフによる安全研究のマネジメントシステ

ムの構築ということでございまして、専門スタッフによるマネジメントシステムを構築し

ていくことを述べてございます。 

 （４）安全情報関連の分野でございます。ここでは IAEA などの国際機関の活動内容であ

るとか、規制動向の情報、国内外の事故故障の情報収集・分析・整理といったことを行い

ながら、安全研究への活用であるとか、必要に応じて規制措置への提言を実施していくも

のでございます。 

 ９ページ目の上から２行目でございますけれども、更に外部リソースを活用して、こう

いった調査業務を実施するに当たりましては、テーマの選定、調査結果を併せて外部有識

者の評価を受ける仕組みを設けることを考えてございます。これは従来は安全研究につい

て外部有識者の評価を受けておりましたが、ここで言っております調査につきましては、

そういった仕組みがこれまでございませんでしたので、調査についても同じような仕組み

を設けていただくように考えてございます。 

 その次でございます。提言活動の強化ということで、番号が（１）となってございまし

て、ここの部分だけ中期目標と中期計画で構成を変えてございます。目標の方は（３）で

後に書いてございましたけれども、中期計画では提言活動の強化というのがこれからの

JNES の業務にとって大変大切であると考えておりますので、我々としてはこの中期計画の

中で 初に位置づけたということでございます。 

 提言活動の強化ということで安全研究、情報収集等から得られた知見であるとか、将来

の規制ニーズなどを評価・分析をして、安全規制制度の整備、高度化のために優先的に取

り組むべき課題の解決策等について、提言が行えるように各部署に提言をとりまとめるた

めのポストを設置するということ。それから、機構内外の知見を有効に活用できる体制を

整備して、原子力規制庁に提言する活動を行っているというものでございます。 

 「５．国際業務、広報業務等」でございます。 

 国際関係の業務につきましては一貫性、継続性、安定性をもって国際活動を行っていく。

国際的に通用する人材の育成も進めていくということでございまして、具体的な活動とい

うことで①が海外の安全情報の収集・活用。海外への情報の発信ということでございます。 

 ②が二国間、多国間の協力の枠組みによる活動ということで、二国間につきましては相

手国ごとに具体的な対処方針を明確化した上で活動を行っていく。国際機関での活動とい

うことでは、核活動に関して目的意識を明確にして、めりはりのある国際展開を行ってい

くということ。 
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 ③の近隣アジア諸国等の原子力発電所の新規立地国に対する支援につきましても、原子

力規制庁の技術支援機関としての役割を明確にしながら、セミナーであるとか研修などを

実施していくとしております。 

 10 ページ（２）広報業務でございます。 

 広報業務につきましても、地方発信の目的を明確にした上で効率的かつ効果的な情報発

信の活動を推進していくことにしてございます。原子力ライブラリにつきましては先ほど

お話がございましたけれども、入館方式は廃止するということを計画してございます。 

 次が国際原子力安全研修院でございますが、これも先ほどの中期目標での説明と同じで

ございます。 

 11 ページ「１．人材の確保・育成・活用」でございます。 

 人材の確保につきましては中長期的な視点に立って、50 歳以下の職員の割合を増加させ

て、年齢構成のバランスの適正化に努めるということで、年齢構成の改善を図りたいと考

えてございます。具体的には若手職員を中心としてリクルートチームを構成するなど、よ

り優秀な人材確保ができるような工夫をしていきたいと思っております。 

 具体的な数字として、検査等業務に従事させる原子力従業者等の中途採用者を極力低減

させるために、毎年度 10 名程度の新卒者等の募集を行って、必要な新卒採用者等を確保し

ていきたいと考えてございます。 

 人材育成のところでございますが、ここはベテラン人材が退職期を迎えるということで、

安全基盤に関する技術が円滑に継承されるように、世代交代に備えた人材育成、技術伝承

のための取組みをしていくということでございます。特に新卒者に対しましてはこれまで

行ってきたいろんな研修といったもので専門能力を向上させるということだけではなくて、

組織内外のいろいろな経験を積ませる仕組みを図っていこうと考えてございますし、更に

原子力規制庁に対する自主的な提言を行う機関として、高度な専門性に加えまして法令で

あるとか制度といったものにも精通をした、総合的な判断能力を有する人材を育成してい

くことを計画してございます。 

 12 ページ、人材の活用でございます。これにつきましても職員のモチベーションが向上

できるように、異動であるとか人事の評価といったことも、継続的に改善をしていきたい

と考えてございます。 

 「２．業務に関わる知的基盤の確立」でございますけれども、ベテラン職員が有する地

域とか情報、ノウハウを組織としてきちんと有効活用できる仕組みを構築していこうとい

うことでございまして、現在、知識管理システムの構築を進めているところでございます。

こういったものを通じて知的基盤の確立を図っていきたいと考えてございます。 

 「３．組織運営、業務の質の向上、業務執行の高度化」でございます。ここは（１）経

営機能の強化ということで、内部統制については組織にとって重要な情報等の把握、法人

ミッション等の役職員に対する周知徹底といったことを、更に充実強化をしていきたいと

考えてございます。 
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 （２）機動的・弾力的な組織運営でございますけれども、13 ページに①～③と書いてご

ざいますが、まず職員の専門性を涵養していくということで、新たな規制のニーズにも機

敏に対応できるようにしていく。②で組織横断的な企画立案・運営等の強化を図ることで、

組織運営の改善を図っていくということ。③で特にトップマネジメントによります目標の

設定、進捗情報の管理などを通じて、適切な管理を行っていくということでございます。 

 （３）業務の質の向上ということでございまして、①は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組織業務全般に展開をしていく。第三者評価の活用も含めて

活動を行っていくこととしております。更に品質マネジメント部門を組織横断的に独立さ

せていくなど、体制的にも充実強化を図っていくこととしています。 

 （４）は中立・公正な業務執行でございます。 

 「４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施」でございます。 

 「５．業務の効率化」ということで、外部の能力の活用。ここはこれまでと同じように

既存の国内外の施設の活用に努めていきたいと考えてございます。 

 情報化の推進ということで、情報化のシステムの見直し改良、外部からの脅威によりま

す情報漏えいなどを防ぐためのネットワークの体系の見直し、情報セキュリティに関する

自己点検であるとか監査なども毎年１回行って、その結果を踏まえながら継続的な見直し

を行っていくこととしております。 

 （３）業務経費の削減でございますが、これは目標の方と基本的には同じでございます。 

 15 ページ「Ⅲ．予算、収支計画及び資金計画」でございまして、運営費交付金算定のル

ールがございますので、ここにルールを書いてございますが、これに基づいて予算の見積

もりをしてございます。別表１に掲げてございます。 

 収支計画は別表２、資金計画が別表３に掲げてございます。 

 短期借入金の限度額は第二期と同じ額でございます。 

 剰余金の使途、その次の 16 ページが「Ⅶ．その他国の求めに応じて行う業務」というこ

とで、１に環境大臣の要求その他人事に関する計画ということで記載をしてございます。 

 以上、時間の関係もあり端折りましたけれども、御説明を終わります。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明または中期目標までを振り返って構いませんので、御意見

をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○遠藤委員 検査業務の品質を向上する点について、１つだけ是非お話をしておきたいん

ですけれども、これは第三者委員会の中でもお話は出てきませんでしたし、これまでもお

話を聞いてはいないんですが、今回の不具合の根源を探ると、恐らく事業者側がどれだけ

品質管理に対してマインドを持ってきちんとやっていたかということが、物すごく大きく

影響しているはずだと私は考えています。 

 事業者側が正しい情報というか、正しい検査要領書を自分たちでつくって、JNES と検査

についてお話合いをしていれば、こんなことにはなっていない。JNES は非常に反省するの
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が進んでいる組織でありますので、すべて自らが悪いと認識し、第三者委員会もその方面

しか見ないで評価されてコメントを出してこられている。その反省に立っていろいろなこ

とをやっていくというのは勿論良いのですが、本当に全体の品質をよくしていくためには

検査する側だけではなくて、事業者側がどれだけ品質に取り組んでいるかということが大

きい役割を果たしているに違いないと考えています。 

 したがって、その観点からいきますと、JNES がこれから事業者とどう向き合っていくか、

あるいは今後の考え方はこういう考え方ですよ、事業者もしっかりやれということを申し

上げておくことが重要です。もし既に申し上げておられるのであれば、事業者側はどうい

う反応をしていたかということを是非お伺いしたいなと思います。 

○大橋部会長 お願いします。 

○佐藤（均）理事 委員御指摘のとおり、まさに事業者側の問題も当然あるわけでござい

ます。私どもは私どもの立場で、私どもの問題点を洗い出し、私たちの中で改善活動を行

うということをやっているわけでございますが、私ども JNES は当然事業者の QMS を審査す

る立場でもあるわけでございます。したがいまして、当然その中で事業者の QMS に問題が

あれば、私どもは私どもの立場で今度、事業者との間であるべき姿について議論をすると

いう形をとっております。 

 当然その中には事業者側の不備等について私どもからいろいろ指摘をして、それに対す

る改善活動をやっていただくということを、並行してやりながら取り組んでいるというの

が現状でございまして、決して事業者側 QMS について、私ども何も言わないわけではない

ということは御理解いただきたいと思います。 

○遠藤委員 確認したいのは、事業者側が本件に対して本当に反省をして、事業者側も改

善活動をやっているということを、JNES が確認されていますかということです。 

○佐藤（均）理事 今回の場合の問題として、私どもと同様に事業者側も問題があるとい

う、例えば今回やった３件については、溶接の未実施の問題と発電所の定期検査の一部未

実施の問題は、事業者側の QMS に問題があったわけでございまして、それに対して私ども

はしかるべく事業者から話を聞いて、それに対する対応も私ども確認しているという状況

でございます。 

 ただ、 初の燃料体の検査については私どもの問題でございますから、それについては

事業者からこの問題について直接話を聞いているわけではございません。 

○遠藤委員 彼らは反省していますか。 

○佐藤（均）理事 当然反省しております。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○小笠原委員 私の方からは検査ではなくて防災関連業務のところ辺り、安全研究の辺り

なんですが、先ほど御説明がありましたように、中期目標の中では相対的には防災関連と

か、あるいはそれを裏付けるための安全研究といったところが骨子になるのかなと思うの
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ですけれども、目標と計画を対比して見たときに、もう少し具体的なイメージがわくよう

な定量的なこととかが入らないと、例えば防災関連業務でこういった研修とか訓練をやり

ます。計画も訓練をやりますということなんですが、どんなイメージの訓練をこの５年か

けて進捗させていくのかとかが見えにくいなということと、安全研究などもこれは全部で

７つの分野に分けてということなんですが、これも恐らく緊急性とか優先度などが非常に

あって、当初はこういうところに評価をしながら、更にこういった周辺の分野もやってい

くとか、私は余りこうしたことの専門性がないものですから、どうもその辺の緊急性のあ

る切迫感とか、そういったところがなかなか計画の中で読み取れないものですから、その

辺をより具体化していただくと理解に助かるのかなと思いました。 

 以上です。 

○福島理事長代理 防災のところについてまずお答えいたしますけれども、防災の今後の

在り方については今、原子力安全委員会、今度新しい体制にはなりますが、事故以来、防

災指針の見直しをされておりまして、防災の対応もこれまでは EPZ がいわゆる 10km 範囲内

で、事象の進展に応じて事象を見ながら避難をするとか、そういう基本的な考えでありま

したところ、国際的にはむしろあらかじめ事象というものの進展を考えておいて、ある事

象が起きたら直ちに避難をするとか、そういう避難の仕方ということについても相当大き

く考え方が変わることになっております。 

 そういったことを踏まえて、今後個別の自治体でも、昨日なども伊方で 30km 圏内で訓練

が行われたという報道がございましたが、そういうふうに範囲も広がりますし、具体的に

それをどういうふうに訓練を計画も立ててやっていくかということについては、実は今、

検討を並行して進めている段階でございます。 

 したがいまして、なかなか具体的なところの細かいところまで、現時点では書きにくい

という点もございます。しかし指摘がございますので、毎年の年度においては具体的に何

件やっていくかとか、あるいは自治体などとの調整をした上でのことになってまいります

けれども、そういうことを十分念頭に置いて進めることにしてございます。 

○野口企画部長 安全研究の分野につきましても、ここに書いてございますのはどちらか

と言うと緊急性が非常に高いものを中心として書いてございます。そういった意味では今

後５か年間、年度計画の中で緊急なもの、その時点で取り組んでいるものが出てくると思

いますので、そういったものを書き加えて、我々として実施をしていきたいと思ってござ

います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 中期計画に書いておくと、また評価のところでというものはインプリシットにはあるん

ですけれども、中期計画は変えることができませんので、先生御指摘のようになるべく具

体性を持って書いていただくといいかと思うんですが、なかなか難しいのではないかと思

います。 

 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 
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○東嶋委員 今年の末までに、その組織の在り方がまた見直しをされるので、５年後のこ

とまでの中期計画に具体的なことは書けないのかなという事情を察しつつ思うのですけれ

ども、これはこれとしてこのぐらいの計画なのかなと思うのですが、既に今年の末までに

３つの法人を統合するなり何なり検討することが明らかになっているので、そういうこと

も踏まえて、とりあえずこの１年はどんなことに重点を置いてやっていこうと思っていま

すみたいな意識をまえがきとか何かに、この５年間の事業の目標と計画としてはこれがあ

るけれども、とりあえず短期的な優先順位はこれに力を入れたいですみたいなことを入れ

た方が気持ち的にはいいなと思うのですが、いかがものでしょうか。 

 中期計画が網羅的といいますか、それぞれやらなくてはいけないことがしっかり書かれ

ていると思いますが、少し優先順位の点でタイムスケジュール的なことは書かれた方が、

とりあえず１年のことをと思いました。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 筋的と言うとあれですけれども、今後どうなるかわからないというのは続くという前提

でこういう５年間の中期目標と中期計画を決めておいて、変われば変わったでまた見直す

というのがやり方だと思うんですが、ただ、先生御指摘のようにおよそあと１年というこ

とであれば、そういう前提でどこかに力を注いで、その後はまたその時点で考えるという

行き方もあるかと思うんですけれども、ドキュメント上なかなか難しいところです。 

○東嶋委員 わかりました。 

○大橋部会長 それでは、中期計画とは別に来年度の行動計画を御議論いただくときに、

今、御指摘いただいた点を考えて優先度を強弱つけながらということで、お願いしたいと

思います。 

 そのほかいかがでしょうか。大変時間のない中、豊富な内容で私自身もここをこうした

らというようなことが実はあるんですけれども、今、 初に申し上げましたように原子力

全体の置かれている非常事態という言葉が適切かどうかはわかりませんが、そういう余り

明るくない時代においてこういうことを、１つは国民に向けて約束をしながら説明責任を

果たしていくことも片や重要ではありますので、今日議題２、議題３で御議論いただきま

した中期目標、中期計画については、先ほどいただいた「すべての」というところは何か

例えば機密情報を除いてとか、またはすべての行った検査に対してとか、そういう余地が

あるかを事務局で御検討いただくということにして、これで JNES 部会としてはお認めいた

だいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局からそのほか議題の御説明をお願いします。 

○長谷部統括安全審査官 それでは、事務局から今後の予定でございますけれども、今日、

御承認いただきました中期目標（案）、中期計画（案）につきましては、来週でございま

すが、23 日に親委員会がございます。その場で私どもの方から中期目標、JNES の方から中
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期計画について御説明をさせていただいた上で、大橋部会長から本日の部会のいろいろな

やりとりについて補足いただくという形で進めさせていただきたいと思っております。 

 また、本日の議事録等につきましては、いつものように御確認いただいた上でホームペ

ージに載せさせていただくということで、御了解いただければと思います。 

 私の方からは以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 これで独立行政法人評価委員会第 26 回 JNES 部会を終了したいと思います。御審議いた

だきまして、また、御説明いただきましてありがとうございました。 


