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内閣官房行政改革推進本部事務局

独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成２５年１２月２４日閣議決定）

平成２６年度フォローアップ結果

【注記】
○本資料は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（以下「閣議決定」という。）について、本年７月１日※現在の実施状況等を
とりまとめたものである。
○「講ずべき措置」は、閣議決定から転記した。
○「措置状況」の欄は、本年７月１日※時点での実施状況について、以下の区分により整理した。
１ ・・・ 措置済み
２ ・・・ 一部実施・実施中（継続的に実施するものを含む）
３ ・・・ 未実施

○「措置内容・理由等」の欄は、本年７月１日時点※での実施状況について、具体的内容を記載した。
○「今後の対応方針」の欄は、本年７月１日時点※での今後の対応方針について、具体的に記載した。

※ 7月１日以降に特段の進捗があった場合は、記載の追加等を行っている場合がある。
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独立行政法人制度の見直し （様式）

１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類

措置状況 措置内容等

01 1

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法
律第66号）による改正後の独法通則法（以下「改正独法
通則法」という。）第２条及び第51条で措置済み。（政
省令の所要の改正等を行うべく、内閣官房・総務省・各
府省が連携して作業を進めているところ）

２．ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築

措置状況 措置内容等

02 1
改正独法通則法第32条、第35条の６及び第35条の11で措
置済み。

03 1
改正独法通則法第32条、第35条の６及び第35条の12で措
置済み。

04 － －

05 2

総務省において、政府統一的な指針の案を政策評価・独
立行政法人評価委員会に諮問するとともに、パブリック
コメントを実施。同委員会からは平成26年８月下旬～９
月上旬に答申を受ける予定としており、これを踏まえ、
同年９月上旬までに策定することとしている。

講ずべき措置 今後の対応方針

　独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人分類を設けて
おらず、多くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政策実施機能の強化を図り、
適切なガバナンスを構築していくため、法人の事務・事業の特性に応じ、法人を分類することが必要
である。
　具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、業務運営に
おける法人の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与える影響の度合い等を基
に、法人を以下の３つに分類し、各分類に即したガバナンスを構築する。
　① 中期目標管理により事務・事業を行う法人
　国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自
律性を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型の法人」という。）
　② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人
　「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期
的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務として行う法人（以下「研究開発型の法
人」という。）
　③ 単年度の目標管理により事務・事業を行う法人
　国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に執行することを目
的とし、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管
理により事務・事業を行う法人（以下「単年度管理型の法人」という。）
　法人の役職員の身分については、法人に高い自主性・自律性を発揮させた業務運営を行わせること
により国民向けサービスの質の向上、業務の成果の最大化を実現するため、財務・会計面における運
用と同様、人事・給与面での柔軟かつ弾力的な運用ができるよう、非公務員とする。
　ただし、単年度管理型の法人は、その行う事務・事業が国の行政事務と一体的な進行管理により確
実・正確な執行が求められ、その業務の停滞は、国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障
を及ぼすことから、争議行為の禁止など国家公務員と同様の厳しい服務を適用するため、その役職員
は国家公務員とする。
　中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人のガバナンスは以下の２．から４．に記載するとおり
であり、評価主体の変更や内部ガバナンスの強化などの事項は研究開発型の法人にも適用するが、研
究開発業務に特有の目標管理の仕組みの導入など研究開発型の法人に固有の事項は、５．で後述す
る。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

（１）効率的かつ実効性のある評価体制の構築

主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。これにより、主務大臣の下での政策のPDCAサイ
クルを強化するとともに、評価手続の効率化を図る。

－

主務大臣は、業績評価の結果、成果が不十分、事務・事業が非効率であることにより目標が達成でき
ないおそれがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命令することができるようにする。

－

主務大臣は、政策の実施部門である法人の業績評価結果を政策の企画立案部門である国の政策評価及
び政策への反映に活用する。また、政策評価の結果を当該政策体系下の実施部門である法人の業績評
価及び法人の組織や事業の見直しに活用する。

当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

（２）目標設定及び業績評価の在り方

総務大臣は、法人の業務の特性や類型を踏まえて、目標設定及び業績評価に関する政府統一的な指針
（基準や評語等）を策定する。
主務大臣は、法律や総務大臣が策定する指針に基づき目標設定を具体的に行うとともに、毎年度、評
価事務の効率化にも配慮しつつ、適正かつ厳正に業績評価を実施する。また、主務大臣は、目標案又
はその変更案を作成する際には、法人と十分に意思疎通を図るものとする。

平成26年９月上旬までに指針を策定すべく、現在、総務省
において、その具体的内容について検討中。指針策定後
は、主務大臣が当該指針に基づき、法人との意思疎通を十
分に図った上で目標設定するとともに、評価を実施してい
く。
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06 1
（前段）
改正独法通則法第28条の４で措置済み。

07 1 改正独法通則法第32条及び第35条の６で措置済み。

08 1 改正独法通則法第35条及び第35条の７で措置済み。

09 1 改正独法通則法第35条の９及び第35条の11で措置済み。

10 1 改正独法通則法第35条の11第２項で措置済み。

11 1

改正独法通則法第29条、第32条、第35条の４、第35条の
６及び第35条の11で措置済み。（政省令の所要の改正等
を行うべく、内閣官房・総務省・各府省が連携して作業
を進めているところ）

12 1
（前段）
改正独法通則法第35条、第35条の２、第35条の７及び第
35条の８で措置済み。

13 1 改正独法通則法第12条の２及び第28条の２で措置済み。

14 1

（前段）
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備に関する法律（平成26年法律第67号。以
下「整備法」という。）第46条で措置済み。

法人は、業績評価結果を活用し、主務大臣から指示された目標の達成に向け、計画の見直しなど必要
な業務運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を毎年度公表する。主務大臣は、業績評
価結果を、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間におけ
る目標設定や予算要求などの際に活用する。

（後段）
当該閣議決定に基づき適切に実施していく。

（３）法人分類に応じた評価手続の整備
　①中期目標管理型の法人における評価手続

中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前年度までの業績及び最
終年度の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。

－

主務大臣は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、業務継続の必
要性の検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め組織の在り方についても必ず検討を行い、
所要の措置を講ずるとともに、検討結果及び講ずる措置内容を公表する。

－

　②単年度管理型の法人における評価手続

主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施するという単年度の目標管
理の仕組みを基本とする。

－

主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に加え、中期的にも評価
を実施する。

－

（４）第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等

第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単年度管理型の法人に
あっては、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率化に関する評価結果）を点検し、必要
と認める場合には、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。

－

さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ず
る措置内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理大臣に対する勧告事項についての
意見具申ができることとする。また、法人の見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関
係部門は適切に連携を図るものとする。

（後段）
当該閣議決定に基づき、政府の行政改革関係部門において
適切に連携を図る。

第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議し、総務大臣
又は主務大臣に対して意見を述べることができることとする。

－

総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合
には、総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を活用する。

（後段）
当該閣議決定に基づき、第三者機関が点検等の業務を行う
場合には、総務省の調査結果や行政事業レビューによる点
検結果を活用する。
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３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入

措置状況 措置内容等

15 2

（前段）
改正独法通則法第19条、第19条の２、第39条及び第39条
の２で措置済み。（省令の所要の改正等を行うべく、内
閣官房・総務省・各府省が連携して作業を進めていると
ころ）

16 1 改正独法通則法第28条で措置済み。

17 1 改正独法通則法第21条の４及び第25条の２で措置済み。

18 1
（前段）
改正独法通則法第21条、第21条の２及び第21条の３で措
置済み。

19 － －

20 1 改正独法通則法第20条で措置済み。

21 1

改正独法通則法第50条の４、第50条の５、第50条の６、
第50条の７、第50条の８、第50条の９及び第50条の11で
措置済み。（政省令の所要の改正等を行うべく、内閣官
房・総務省・各府省が連携して作業を進めているとこ
ろ）

22 1
改正独法通則法第35条の３、第35条の８及び第35条の12
で措置済み。

４．財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実

措置状況 措置内容等

23 1

運営費交付金の適切かつ効率的な使用の責務については
改正独法通則法第46条第２項で、制度の運用に当たって
の特性・自主性への配慮については、第３条第３項でそ
れぞれ措置済み。

講ずべき措置 今後の対応方針

（１）監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化

監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等についての主務大臣等への報
告及び監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針を見直す
ほか、監事向けの研修・啓発の実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査
人・第三者機関等との連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させる
ための運用面での取組についても充実させることにより、監査の質の向上を図る。

（前段）
平成26年度中の総務省令及び主務省令の制定に必要な準備
を進める。
（後段）
平成26年度中に監事監査の指針を改訂すべく、総務省のサ
ポートの下、独立行政法人、特殊法人等監事連絡会におい
て、運用面の充実を含め、指針の具体的内容を検討中。平
成26年度中に会計監査の指針を改訂すべく、総務省の独立
行政法人会計基準研究会において、指針の具体的内容を検
討中。
今後、当該閣議決定及びこれらの指針を踏まえ、各法人に
おいて、運用面での取組を充実させる。

法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。 －

役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化す
る。

平成26年度中の総務大臣の定める額の制定に必要な準備を
進める。

中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事
の地位や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮するため、監事の任期を中期目標期間の
最終年度の財務諸表承認日までとする。また、財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保す
る観点から、主務大臣は、法人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情
がない限り、遅くとも８月末までには承認するよう努める。

（後段）
当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得て継続して同一の会
計監査人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査人と契約することも可能である。主務
大臣は、当該法人に対する監査のノウハウ継続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こ
うした手法を活用する。

当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、説明責任を果たし
つつ、適材適所の人材登用の徹底を図る。

－

（２）法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入

役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を導入する。
平成26年中の政令等の制定に向けた作業を進めるととも
に、平成26年度中の所管府省における主務省令の制定に必
要な準備を進める。

（３）主務大臣による事後的な是正措置

法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、主務大臣が違法・不
正行為の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるようにする。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

法人への運営費交付金が国民から徴収された税金を財源にしていることを踏まえ、法人に対し運営費
交付金を適切かつ効率的に使用する責務を課す。一方、制度の運用に当たり、独立行政法人の多種多
様な事務・事業の特性や業務運営における自主性に十分配慮することを明確化する。

－

3 



24 2
総務省において、会計基準及び事業報告書の様式を平成
26年度中に見直すこととしている。

25 2
総務省において、効率化目標も含め、政府統一的な目標
の指針を平成26年夏に策定することとしている。

26 － －

27 1

（前段・後段とも）
当該閣議決定を受けて、総務省から「独立行政法人の経
営努力認定について」を通知済み（平成26年６月27
日）。

28 1
当該閣議決定を受けて、総務省から「次期中期目標期間
への積立金の繰越しについて」を通知済み（平成26年６
月27日）。

29 － －

30 2
総務省において、会計基準を平成26年度中に見直すこと
としている。

31 2
（後段）
総務省において、会計基準を平成26年度中に見直すこと
としている。

国から事前に使途が特定されない運営費交付金の根幹を維持しつつも、各法人の事業等のまとまりご
とに予算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明させること
とする。ただし、予算の硬直化につながらないよう運用において十分に留意する。

（前段）
平成26年度中に会計基準及び事業報告書の様式を見直すべ
く、総務省の独立行政法人会計基準研究会において、事業
等のまとまりの単位について検討中。
（後段）
当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施してい
く。

中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務・事業の実態やこれまで
の効率化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法人ごとに適切な目標を設定するよう努
める。

平成26年夏に指針を策定すべく、現在、総務省において、
その具体的内容について検討中。指針策定後は、主務大臣
がその指針に基づき目標設定、評価を実施していく。

法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時
に、自己収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これによ
り、当該経費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。
また、法人の事務・事業や収入の特性に応じ、臨時に発生する寄附金や受託収入などの自己収入で
あってその額が予見できない性質のものについては、運営費交付金の算定において控除対象外とす
る。
これらの取組のほか、事務・事業の特性や業績評価結果等も踏まえ、メリハリのある資源配分を行
う。

当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

毎年度の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らかにした上で、運営費
交付金で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則として５割）を経営努力として認めるほ
か、恒常的な業務であっても新たなテーマや工夫による取組について新規の利益と認め、前年度実績
ではなく過去の平均実績の利益を上回れば足りることとするなど、認定基準の要件を改善することと
する。また、速やかに認定手続を行うこととし、中期計画に定めた範囲で様々な使途に迅速に活用で
きることとする。

－

法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執行させるとともに、
中期目標期間の最終年度においても経営努力を促すため、繰越事由を拡大することとし、中期目標期
間終了時の積立金のうち、
・資材調達業者の倒産や震災の影響、共同研究の相手先の研究遅延など自己の責任でない事由により
中期目標期間内に使用できなかった場合
・中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合
に該当するものについては、中期目標期間を超える繰越しを認めることとする。

－

法人の業務上の余裕金は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）により、預金や国債のほか、
主務大臣が指定する有価証券等に限定して運用することとされている。しかし、資産運用を行うこと
を本来の業務としている法人や個別法で例外規定を設けている法人を除けば、そもそも投機的な金融
取引を行ってまで収益を獲得することが求められているものではないため、主務大臣は、安全資産で
あることを十分に確認して有価証券を指定するものとする。

当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりごとに区分された情報
を充実するとともに、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。また、法人における
管理会計の活用等により自律的マネジメントの実現を図る。

（前段）
平成26年度中に会計基準を見直すべく、総務省の独立行政
法人会計基準研究会において検討中。
（後段）
当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。

単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付することとし、その上
で合理的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。また、単年度の財政措置とすることに伴
い、運営費交付金の会計上の取扱い等について、会計基準を見直す。

（前段）
総務省において、平成26年度中に単年度管理型の法人に対
応するべく「次期中期目標期間への積立金の繰り越しにつ
いて」（平成26年６月27日総務省通知）を改訂する。
（後段）
平成26年度中に会計基準を見直すべく、総務省の独立行政
法人会計基準研究会において検討中。

4 



32 2
業績給等の実施状況の公表については、平成26年夏に総
務省において改訂する予定の報酬・給与水準公表のガイ
ドラインに盛り込むべく検討中。

33 － －

34 2
公表については、平成26年夏に総務省において報酬・給
与水準公表のガイドラインを改訂する予定。

35 1
改正独法通則法第50条の２、第50条の10、第52条及び第
57条で措置済み。

36 2
公表については、平成26年夏に総務省において報酬・給
与水準公表のガイドラインを改訂する予定。

37 2
公表については、平成26年夏に総務省において報酬・給
与水準公表のガイドラインを改訂する予定。

38 2
総務省において、平成26年度中に閣議決定の趣旨に沿っ
た弾力的な仕組みとすることとしている。

39 2
総務省において、随意契約によることができる具体的な
ケースを平成26年夏頃に示すとともに、調達に関する新
たなルールを策定することとしている。

独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期計画の認可を通して
関与するものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員数は法人の独自の判断で定めることが
できるなど、法人の自律的な運営が可能となっている。現行制度下においても、各法人の判断で、年
俸制を含めた業績給など、事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能であ
る。
しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等
の実施状況を公表させ、その導入を促進する。
また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績不良者に対する厳正な対応の実施な
ど、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施することにより、業績の向上や業務の効
率化を促進する。

業績評価を反映する取組の実施については、当該閣議決定
に基づき、主務大臣において適切に実施していく。
また、新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、
各法人が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法
人の事務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経
歴・実績等にふさわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の
報酬を設定することも可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十
分に検証するものとする。また、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十
分に勘案するものとする。

当該閣議決定に基づき、主務大臣や各法人において適切に
実施していく。

各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人
の事例等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、監事等によるチェックを行うもの
とする。その上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得
られないと認められる場合には、報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。

当該閣議決定に基づき、主務大臣において適切に実施して
いく。
また、新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、
各法人が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である法人の役職員につい
ては職務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・給与等を勘案し、役職員が公務員で
ある法人の役職員については国家公務員の給与を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。

－

法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業がより効果的かつ効
率的に実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。こ
のような柔軟な取扱いにより、給与の水準や体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や
説明責任の一層の確保が重要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を
毎年度公表するものとする。その際、法人の分類に応じ、
①　役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法人と就職希望者が
競合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保するため
に当該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら説明するものとする。
このうち、特に国家公務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であることの
合理性・妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。
②  役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準が妥当であると考
える理由を説明するものとする。
監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。

当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施してい
く。
また、新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、
各法人が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。ま
た、国民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準そのものの見直しなど適切に対応する
よう、法人に要請する。総務省は、主務省から報告を受けて公表する。

当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施してい
く。
また、新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、
各法人が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定するなどの仕組みと
なっているところ、この改革により各府省評価委員会が廃止されることから、今後は、主務大臣の責
任の下、今般の報酬・給与の弾力化の趣旨も踏まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に
反映することができるような弾力的な仕組みとする。

平成26年度中に閣議決定の趣旨に沿った弾力的な仕組みと
すべく、総務省において具体的内容を検討中。

各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、事
務・事業の特性を踏まえ、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、公正
性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施することとする。
総務省は、各法人において会計規程等の見直しを行うに当たり、特殊で専門的な機器の調達であり相
手方が特定される場合など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の
合理化の取組を促進するとともに、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見
直しを行い、調達に関する新たなルールを策定する。

当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施してい
く。
また、随意契約によることができる具体的なケースを踏ま
え、各法人において会計規程等を適切に見直すとともに、
調達に関する新ルールに則り、引き続き調達の合理化・適
正化に努める。
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40 2
総務省において、会計基準及び事業報告書の様式を平成
26年度中に見直すこととしている。

41 2
平成26年夏に総務省において改訂する予定の報酬・給与
水準公表のガイドラインに盛り込むべく検討中。

42 1 改正独法通則法第28条の４で措置済み。

５．研究開発型の法人への対応　

措置状況 措置内容等

43 1 改正独法通則法第２条第３項で措置済み。

44 1
改正独法通則法第２条第３項及び第４条第２項で措置済
み。

45 1 改正独法通則法第35条の４第２項で措置済み。

46 1 改正独法通則法第28条の２及び第28条の３で措置済み。

47 1

改正独法通則法第35条の４第４項及び第５項、第35条の
６第５項並びに第35条の７第２項で措置済み。（政省令
の所要の改正等を行うべく、内閣官房・総務省・各府省
が連携して作業を進めているところ）

48 1 改正独法通則法第35条の４第１項で措置済み。

49 2
業績給等の実施状況の公表については、平成26年夏に総
務省において改訂する予定の報酬・給与水準公表のガイ
ドラインに盛り込むべく検討中。

50 － －

51 2

当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施して
いく。また、公表については、平成26年夏に総務省にお
いて報酬・給与水準公表のガイドラインを改訂する予
定。

各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表
することとし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する。

平成26年度中に会計基準及び事業報告書の様式を見直すべ
く、総務省の独立行政法人会計基準研究会において、事業
等のまとまりの単位について検討中。これらを踏まえ、各
法人において適切に実施していく。

各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出したモデル給与、業
績給導入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表する。

新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、各法人
が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表する。
改正法の規定及び当該閣議決定に基づき、各法人において
適切に実施していく。

講ずべき措置 今後の対応方針

（１）研究開発型の法人に共通に講ずるべき措置

研究開発型の法人について、上記２．から４．までの中期目標管理型の法人に対する措置内容を適用
しつつ、法律事項としてはさらに以下を規定する。
独立行政法人通則法の下、研究開発に係る事務・事業を主要な業務として実施する法人を研究開発型
の法人として位置付け、中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人とは異なるカテゴリーの独立行
政法人であることを明確化する。

－

研究開発型の法人が、研究開発等に係る方針に基づき、大学又は民間企業が取り組みがたい課題に取
り組む法人であることを明示するため、「国立研究開発法人」（仮称）という名称を付し、法人の目
的は「研究開発成果の最大化」であることを明示する。

－

研究開発成果の最大化という目的に鑑み、主務大臣が定める中期目標に記載すべき事項として、研究
開発成果の最大化に関することを追加するものとする。

－

研究開発業務に係る目標設定や業績評価については、総合科学技術会議が研究領域の特性や国際的な
水準等を踏まえて指針を策定し、総務大臣は、当該指針を目標設定及び業績評価に関する指針に反映
することとする。主務大臣は、総務大臣が定める目標設定及び業績評価に関する指針に基づいて、目
標設定・評価を行う。

－

研究開発業務の専門性に鑑み、主務大臣が行う中期目標設定や業績評価、中期目標期間終了時におけ
る業務及び組織全般にわたる見直しの際には、主務大臣の下に設置する研究開発に関する審議会が科
学的知見や国際的水準に即して適切な助言を行う。また、同審議会は、必要に応じ、外国人有識者を
委員とすることも可能とする。

－

中期目標期間を長期化し、最大７年とする。 －

また、運用については、抜本的に見直しを行い、研究開発成果の最大化に資するため、以下の運用改
善を行っていくこととする。
報酬・給与については、現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績給など、より
柔軟な報酬・給与制度の導入が可能であり、こうした業績給等の実施状況の公表により、その導入を
促進する。

業績評価を反映する取組の実施については、当該閣議決定
に基づき、主務大臣において適切に実施していく。
また、新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、
各法人が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。

法人の長の報酬については、研究開発の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法人の研究
開発業務がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績
等にふさわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設
定することも可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証
するものとする。また、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案
するものとする。

当該閣議決定に基づき、主務大臣や各法人において適切に
実施していく。

給与水準は、研究開発業務の特性等を踏まえ、当該業務がより効果的かつ効率的に実施されると見込
まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。こうした柔軟な取扱いによ
り、透明性の向上や説明責任の一層の確保が重要となることに鑑み、給与水準を毎年度公表する際に
は、必要な人材を確保するために当該給与水準とすることが必要である旨を、研究職員の特性を踏ま
えながら説明する。

新たな報酬・給与水準公表のガイドライン作成後、各法人
が新ガイドラインに則り、適切に実施していく。
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52 － －

53 2
総務省において、随意契約によることができる具体的な
ケースを平成26年夏頃に示すとともに、調達に関する新
たなルールを策定することとしている。

54 － －

55 2

内閣府を中心に具体的な制度内容について検討を行って
いるところ。
対象法人については、「特定国立研究開発法人（仮称）
の考え方について」（平成26年３月12日総合科学技術会
議決定）により、理化学研究所と産業技術総合研究所を
対象法人候補として選定。

当該閣議決定に基づき、各法人において適切に実施してい
く。
また、随意契約によることができる具体的なケースを踏ま
え、各法人において会計規程等を適切に見直すとともに、
調達に関する新ルールに則り、引き続き調達の合理化・適
正化に努める。

上記のほか、２．から４．において、効率化目標の設定や自己収入の取扱い、経営努力認定、中期目
標期間を超える繰越し等について柔軟化を図ることとなっており、研究開発型の法人についても、研
究開発の特性を踏まえた柔軟な運用を行うこととする。

当該閣議決定に基づき、主務大臣や各法人において適切に
実施していく。

(2) 世界的な研究開発成果の創出を目指す法人に対する措置

研究開発型の法人のうち、国家戦略に基づき、国際競争の中で、科学技術イノベーションの基盤とな
る世界トップレベルの成果を生み出すことが期待される法人については、総合科学技術会議、主務大
臣及び法人が一体となって科学技術イノベーション政策に取り組んでいくことが必要であり、そのた
めには、他の研究開発型の法人よりも、総合科学技術会議や主務大臣の関与を強めることが重要であ
る。また、こうした法人に対し、その特性に応じた業務運営上の必要な配慮を行っていく場合、その
指針等についてできるだけ法律で規定していくことは望ましい。
○　一方で、こうした法人についても、他の独法と同様に、透明性やガバナンス・効率性を適正に確
保していくことが重要であり、事業中立的な総務大臣による横串の視点からのチェックを行うことが
必要である。
○　こうした観点から、科学技術イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み出す創
造的業務を担う法人を「特定国立研究開発法人（仮称）」として位置付け、総合科学技術会議・主務
大臣の強い関与や業務運営上の特別な措置等を別途定めることとし、具体的な措置は、内閣府・総務
省共管の別法によることとする。別法の対象法人については、極力少数に限定することとする。
○　別法には以下を含めた事項を盛り込むこととする。
・研究開発の特性を踏まえた運用を行う。
・主務大臣が法人と一体となった運営を可能とするため、主務大臣が、法人に対し、状況の変化に応
じた的確な指示を出すことを可能とする。
・主務大臣は、法人に対し、中期戦略目標（最大７年）を提示することとし、記載事項は、①研究開
発成果最大化に関する事項、②法人の長のマネジメントに関する事項、③研究開発活動の改善及び効
率化に関する事項等とする。なお、主務大臣が中期戦略目標を設定する際は、科学技術基本計画等の
国家戦略に基づいた目標を設定すること、「研究開発成果最大化に関する事項」については課題解決
型の目標設定とすること、「研究開発活動の改善及び効率化に関する事項」については、研究開発の
特性に配慮したものとすることが必要である。
・総合科学技術会議は、主務大臣の中期戦略目標設定及び中期戦略目標終了時の見直し等に関して、
国家戦略の実現の観点から、適切な関与を行う。
・法人は自己評価を毎年度実施し、主務大臣に結果を報告する。
・法人の長は、国際競争力の高い人材の確保を図るとともに、職員の能力を最大限発揮させるため、
処遇を含め人事制度の改革、柔軟な給与設定等の必要な措置を講じ、研究開発成果を最大化できる研
究体制を構築するよう努める。
・法の施行状況等を踏まえ、特定国立研究開発法人の対象を含め、法制度の在り方の見直しを行う旨
を規定する。

「科学技術イノベーション総合戦略2014」、「『日本再興
戦略』改訂2014」、「経済財政運営と改革の基本方針
2014」（全て平成26年６月24日閣議決定）等を踏まえ、新
制度を可能な限り早期に制定する。

目標設定については、総務大臣が示す目標設定及び業績評価に関する指針において、課題解決型の目
標設定も可能であることを明示する。業績評価についても、過去の活動の達成度評価のみではなく、
そこまでの成果が更に将来どのような成果に結びつくのかという将来を見越した評価とするなど、必
ずしも定量的実績にとらわれない評価も可能であることを明示する。

当該閣議決定に基づき、総務大臣が策定する指針の中で適
切に反映する。

研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みを改善し、各法人は、主務大臣や
契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、研究開発業務を考慮し、総
務省が示す随意契約によることができる具体的ケースを踏まえ、随意契約によることができる事由を
会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を可能とする。
総務省は、特殊で専門的な研究開発機器の調達であり相手方が特定される場合や緊急的な調達など、
随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合理化の取組を促進する。ま
た、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見直しを行い、調達に関する新た
なルールを策定する。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

国立公文書館の組織の在り方については、独立行政法人改革全般の動きや公文書管理
法の見直し期限（施行（平成23年４月１日）後５年を目途）を見据えつつ、法の施行
状況や立法府・司法府との関係性も踏まえ、論点の整理や基本的な考え方の検討を進
めていく。

02 3

国立公文書館の組織の在り方については、独立行政法人改革全般の動きや公文書管理
法の見直し期限（施行（平成23年４月１日）後５年を目途）を見据えつつ、法の施行
状況や立法府・司法府との関係性も踏まえ、論点の整理や基本的な考え方の検討を進
めていく。

03 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

05 3 共同調達の可能性について引き続き検討を行う。

06 2
既存の事務・事業に係る業務フローや事務処理手順上の課題の洗出しを行い、効率化を進
めた。その結果、平成25年度予算に所要の経費を削減(38,674千円)した。

今後の対応方針

公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）附則で定める法施行後５年を目途とす
る見直しの中で、法の施行状況や立法府、司法府との関係等も踏まえつつ、組織の在り方に
ついて幅広く検討を行う。

組織の見直しを踏まえた新たな組織への移行が確定するまでの間は、従来の法人形態を維持
し、単年度管理型の法人とする。

立法府、司法府からの文書移管が拡大する場合には、文書管理の事務量に応じた負担の均衡
を踏まえた体制の整備を検討する。

講ずべき措置

引き続き、論点の整理や基本的な考え方の検討を進めていく。

既存の事務・事業に係る業務フローや事務処理手順上の課題の洗出しについて
引き続き検討を行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同調達や間
接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分け等を可能にし、
全体としての業務の最適化を図る。

共同調達の可能性について引き続き検討を行う。

今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」（平成
25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フローやコストの分析を行
い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

-

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

引き続き、論点の整理や基本的な考え方の検討を進めていく。

所管 法人名 国立公文書館内閣府０１Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3 共同調達の可能性について引き続き検討を行う。

03 2
北方領土隣接地域に保有する啓発施設２施設の管理について、コスト分析を行い、地
元自治体に無償又は実費負担により委託し、経費削減を図っている。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

左記を引き続き実施。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

共同調達の可能性について引き続き検討を行う。

-

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 北方領土問題対策協会内閣府０２Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 1

・閣議決定を受けて、平成26年３月より「国民生活センター相模原事務所研修施設の
活用に関する懇談会」を４回開催し、同年８月に報告書をとりまとめた。

・同懇談会において、
①消費者教育推進法の施行及び消費者安全法の一部改正等により、研修ニーズが近年
高まっている。これらを踏まえた研修計画の策定・実施により、稼動率の上昇が見込
まれる
②外部施設を利用するよりも研修施設を利用した方が、１年間、長期ともにコスト減
となる
③研修施設では、学習効果の高い事例検討型・参加体験型の研修が実施可能であると
ともに、研修終了後の受講者同士の交流や情報交換が促進される
④研修施設で効果的な研修を行うためには、インターネット接続環境等の整備が必要
である
⑤同研修施設が所在する地区一帯については、相模原市が公園利用や公的利用を前提
としているため、民間への施設の売却は困難
との結果がとりまとめられたことから、国民生活センターが効果的な研修を行うた
め、必要な研修環境の手当てを行った上で、相模原研修施設を再開することとする。

03 - 引き続き東京事務所において業務を実施している。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3

商品テストについて、製品評価技術基盤機構（NITE)及び農林水産消費安全技術セン
ター（FAMIC)と連携を図り、それぞれの機関が保有する専門的な知見や技術・技能等
を活用し、確実かつ効率的に商品テストを実施しているが、共同調達や間接業務の共
同実施については他法人との場所等のため現時点では実施していない。

05 3
業務区分ごとの業務量等の把握・分析を実施した後、分析対象とする業務区分を特定
することとしている。

必要な研修環境の手当てを行った上で研修施設を再開するとともに、今後は以下
の方策を実施していく。

稼働率の維持・向上のため以下の①～③を行う。
　①達成すべき数値目標の設定・公表
　②達成状況の確認・検証・公表、
　③多くの受講対象者が研修に参加できるような方策の検討

研修施設全体の収支改善のため以下の①～③を行う。
　①受講料、宿泊料の適正化
　②一般利用者への貸出しの活用
　③建物管理等における民間委託の更なる活用

-

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

分析対象とする業務区分を特定した後、「業務フロー・コスト分析に係る手
引き」等により分析を行い、その結果に基づき、業務改善を順次実施する。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

引き続き、ＮＩＴＥやＦＡＭＩＣと連携を図り効率的な商品テストを実施す
る。共同調達や間接業務の共同実施については、他法人との場所等のため現
時点では実施していないが、実施可能性について今後、検討を進める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

相模原研修施設の再開については、施設の利用見込み、長期を含めたコスト等を総合的に勘
案した上で、平成26年夏までに結論を得る。

今後の対応方針

-
東京事務所については、同事務所が合築されている建物に所在する品川税務署の移転計画が
撤回されたことから、引き続き同事務所において業務を実施する。

講ずべき措置

所管 法人名 国民生活センター消費者庁０３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

○産業技術総合研究所
連携協力のための意見交換を７月に開始し、定期的に年２回程度実施する。
また、来年に先端光技術の応用に関する国際シンポジウムを共催する方向で検討を開
始予定。

○情報処理推進機構
情報通信研究機構が開発・所有する解析エンジンにて情報処理推進機構から提供する
ウイルス検体を解析し情報共有するなど、連携協力の一層強化に向けた協議を実施
中。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

03 2
交付決定時の助成事業者説明会において、予算の適正な執行のための手続き等を説
明、また交付後の調査を実施し、法令遵守体制の確保に努めている。

04 2
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基づき対応している。その
ほか本閣議決定を踏まえた措置の可能性を検討する。

05 2
情報バリアフリー助成について、助成金の制度内容等をＮＩＣＴウェブサイトに既に
掲載済み。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

06 2

海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務所に
ついては日本原子力研究開発機構との共用化（平成23年４月）に続き、宇宙航空研究
開発機構及び科学技術振興機構と事務所共用化の準備を進め、平成25年７月から共用
事務所を借り上げ、平成26年２月までに４法人の共用化を完了し、借上げ費用の削減
を図った。

07 2

平成23年度から既存の事務・事業について見直し検討を行い、「情報システムの運用
に係る業務」について「公共サービス改革基本方針」に基づく「民間競争入札」に付
すことを平成24年度に決定した。実施に当たり、当初３拠点を統合して同業務を外部
委託することとしていたが、平成25年度に現状を踏まえた業務等の分析を行い、事
務・事業の質の維持、効率性及び外部委託の拡大等について再度見直しを行った結
果、拠点数を拡大した上で「情報システム運用のための総合サービス業務」として平
成26年度から２年間の外部委託を開始した。

講ずべき措置 今後の対応方針

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置を踏まえ、左記の措置内容の取組を着実に推進し、より一層連
携協力を強化する。

運営状況等の分析を行い、その結果を踏まえて業務内容の見直し、改善等を
図る。

講ずべき措置

今後も引き続き実施する。

検討を実施する。

法人間での更なる連携強化に向け、他法人における調達等の状況について調
査をしていく。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

字幕番組、解説番組等制作促進助成についてもＮＩＣＴウェブサイトに同様
の記載を追加する。（７月14日掲載済み）

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

情報通信分野における研究開発をより効果的・効率的に進めていく観点から、産業技術総合
研究所及び情報処理推進機構との連携協力を一層強化する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

講ずべき措置

－

所管 法人名 情報通信研究機構総務省０４Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

主務省が提示した中期目標においては、新たに対応が必要となる業務に係る人員を除
き、期末（平成29年度末）の常勤役職員数を前期末（24年度末）の常勤職員数834人
の８割以下とすることを目標としている。第３期中期目標の初年度である25年度は、
統計センターが定める年度計画において年度末の常勤役職員数791人以下を目標と
し、これを達成した。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
共同調達については、すでに総務省統計局や総務省本省等と合同して調達を実施し、
経済性及び事務効率性の向上を図っている。

04 2
現在、官民競争入札等委員会事務局の指示の下、製表業務について業務フロー・コス
ト分析を行っている。

今後の対応方針講ずべき措置

国として真に必要な業務の実施に支障が生じないよう配慮しつつ、民間委託等を一層推進し
て更なる効率化を図ることにより、平成25年度から平成34年度末までの10年間に常勤役職員
数の320人の削減を図る。

単年度管理型の法人とする －

引き続き、左記の目標を踏まえ平成34年度末までに人員の削減を図る。

今後の対応方針講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

引き続き、分析を行い結果に基づき、改善措置を検討し、業務改善を行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同調達を行うとともに、業務の性格に応じた機能的な組織体制
の整備や人員の重点的配置を行うことにより、業務の最適化を図る。

所管 法人名 統計センター総務省０５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

現時点では、機構には、引き続き、独立行政法人として、旧契約（民営化前に預入が
行われた定期性の郵便貯金及び民営化前に契約された簡易保険）を適正かつ確実に管
理し、これらに係る債務を確実に履行させる。

【理由】
　機構は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により「日本郵政公社か
ら承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を
確実に履行」することを目的として設置された。
　旧契約に係る債務については、機構を設立した平成19年から減少しているものの、
平成25年度末時点においても依然その水準は高い。保険については、旧契約の契約件
数が新旧契約合計の67％、貯金（定期性商品）については、旧契約に係る残高が新旧
契約合計の25％を占めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、例えば消耗品の調達について、業者との間で以
前から頻繁に見積り合わせを重ねてきた結果、大規模企業等の団体と同等の最低価格
単価での調達を実現できていることもあり、他法人との共同調達は実施していない。

04 2

平成22年度に設置した理事を長とする「業務実施体制の検証・効率化プロジェクト」
において、毎年度、「業務フロー・コスト分析に係る手引書」 を参考にしつつ、業
務及び組織体制について検証を行っている。
平成25年度においては、各課の個別業務量及び職員・派遣職員の配置状況について検
証を行い、周知・広報業務量の増加に伴う総務課の人員不足が生じているとの検証結
果を踏まえ、平成26年２月及び３月の繁忙期に会計課の職員１名を総務課に兼務させ
るなど、柔軟かつ機動的な人員配置を行った。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置

立地条件も配慮しつつ、他の法人の取組事例を参考にしながら、今後検討し
てまいりたい。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

将来的に、機構の管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、必要な検討
を行い、措置を講じる。

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成26年度以降においても継続的に検証を行い、見直しを図る。

今後の対応方針

将来的には、管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、本法人の解散について検討を行
い、必要な措置を講ずる。

所管 法人名 郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務省０６Ｎｏ

 旧契約 新契約 
 H19 年（設立

時） 
H25年度末 H19 年（設

立時） 
H25年度末 

郵便貯金（定期

性）・ゆうちょ銀

行預金残高 

131 兆 5,880
億円 

26 兆 219 億
円 

0 93 兆 7762
億円 

簡易生命保険・か

んぽ生命保険契

約件数 

6,125万件 2660万件 0 1,286万件 

 

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・外務省・経済産業省・国土交通省による「国際業務型独立行政法人の海外事務所の
機能的な統合について　最終とりまとめ」(平成24年９月)の趣旨に添い、共用化又は
近接化を進めている。
・具体的には、各拠点の契約更新や移転等を検討するに際し、共用化又は近接化に向
けた検討や物件調査を行っている。(2014年６月には、パリにおいてJICAが移転し、
現行物件の契約終期の遅い日本貿易振興機構（JETRO）と近接化した。)

03 2

・昨年度において，海外拠点の法令遵守体制を強化すべく，各拠点の抱えるリスクの
洗い出し、分析を行うとともに、現地職員向けコンプライアンス講座を開催した（34
拠点，265名が参加）。また、コンプライアンス態勢確認調査（２拠点）を実施し，
当該拠点における法令遵守体制の強化のための指導助言を行った。
・さらに経理業務については、海外拠点の会計、経理業務に関連したリスクの洗い出
し、分析結果を取りまとめ、拠点毎に点検、確認を依頼するとともに、海外の43拠点
に対して経理指導調査団等による経理指導を実施した。また、海外拠点に赴任する内
部関係者向けの会計、経理に関する研修を10回実施し、会計、経理に関する法令遵守
について指導した。

04 2

地域における国際協力の結節点としての機能を強化し、民間企業、NGO、地方自治
体、大学等との多様なパートナーとの連携を促進している。この結果、国内拠点の施
設の利用者数が増加し、国内拠点の平成25年度の利用者実績は、前年度を約10％上
回った。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

地域における国際協力の結節点としての機能を強化し、民間企業、NGO、地方自治
体、大学等の多様なパートナーとの連携を促進し、国内拠点の施設の利用者数の増加
を図っている。国内拠点の施設の利活用状況については、外部専門家による第三者検
証を実施した。

06 －

JICAが国内に有する研修施設は、JICA機構法第13条１項に基づき、政府開発援助
（ODA）の一環として、開発途上国の行政官・技術者等に対して、技術研修を行うた
めの施設であり、研修施設を使って自己収入の拡大を図るための措置を講ずることは
困難。JICAが実施する国民参加型事業等に参加する市民等から使用料を徴取している
ケースもあるが，こうしたケースは研修施設利用という観点からはあくまでも付随的
なものであり，自己収入の拡大を図ることは困難。

07 2
国内拠点施設の運営管理における市場化テスト導入に関し、平成25年度にはJICA横浜
センターで実施した。

08 3
国内拠点の施設毎の利用者数について、業務実績評価において、定期的に報告してい
る。

09 2

次年度助成金交付にかかる事前調査を毎年実施している。同調査では、交付（６月）後、助
成金申請の対象事業に係る３か年計画及び次年度申請内容について協議を実施（９月～
12月）。その中で、不正受給、不正使用がないことを確認している。

10 1

制裁措置については、以下の内部規程に記載済。
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第13条（助成金の交付決定の取り消し）
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第14条（助成金の返還）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」第8条（加算金及び延滞金）

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定
量的な目標を設定する。

国内拠点施設の利用者数について、次期中期計画の定量的目標等として設定
し、定期的にモニタリングすることを検討する。

中期目標管理型の法人とする。 -

・引き続き各拠点の契約更新や移転等を検討するに際し、共用化又は近接化
に向けた検討や物件調査を行う。
・平成26年中を目途に、ハノイにおいてJICAがJETRO及び国際交流基金
（JF）と徒歩圏内となる物件への移転を行い、近接化を図る予定。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

今後の対応方針

今後の対応方針

本法人と国際交流基金、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所は、事業の連
携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意し、
共用化又は近接化を進める。

平成26年度も継続して海外拠点の法令遵守体制の強化に取り組む。
政府開発援助の事業が適正かつより効果的に実施されるよう、本部だけでなく海外事務所に
おいても、法令遵守体制を更に強化する。

講ずべき措置

講ずべき措置

措置済み

各国内拠点の地域特性を踏まえた施設の効果的・効率的な利用促進を強化す
る。利用者数の傾向について引き続きモニタリングを行う。

各国内拠点の地域特性を踏まえた効果的・効率的な利用促進を強化する。施
設の利活用状況、利用者数の傾向について引き続き、第三者検証および定量
的なモニタリングを行う。

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較
等により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

研修施設の更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図る。

引き続き、先の取組を実施する。

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実
施し、施設の稼働率の向上を図る。

－

平成26年度以降、JICA東京センター、JICA筑波センターで市場化テストを実
施する。

所管 法人名 国際協力機構外務省０７Ｎｏ
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11 2

指摘事項については、JICAが実施している助成金交付事業の事業対象者は基本的に継
続申請・交付している団体のみとなることから、以下の内部規程及び交付決定通知書
（様式）に記載済。
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第13条（助成金の交付決定の取り消し）
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第14条（助成金の返還）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」第８条（加算金及び延滞金）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」様式第２号（助成金交付決定
通知書）

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際交流基金、国際観光
振興機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用等の取組を通じて、法
人間の業務実施の連携を強化している。

13 2

平成25年３月に理事長を委員長とする「業務改善推進委員会」を機構内に設け、理事長主
導で社内横断的に業務改善を進めた。事務・事業のフロー等の分析を行い、事業の質の向
上と迅速化を図るための計画を策定した上で、抜本的な合理化・簡素化を進めている。この
中で戦略性を強化する対象プログラム（「強化プログラム」）の導入等事業の選択と集中に
向けた施策を実施すると共に、技術協力事業の計画策定や実施管理手順の変更、国内出
張に係るパック商品等チケット手配業務のアウトソーシング化等を実施した。

講ずべき措置 今後の対応方針

平成26年度交付については申請書を作成するための「手引き」においても記
載予定（現在、改訂中）。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成26年度についても引き続き、「業務改善推進委員会」で策定した、事業の質の
向上と迅速化を図るための計画に基づき、業務改善に取り組む。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、他法人との共同調達や間接
業務の共同実施の可能性について検討する。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・外務省・経済産業省・国土交通省による「国際業務型独立行政法人の海外事務所の
機能的な統合について　最終とりまとめ」（平成24年９月）の趣旨に添い、共用化又
は近接化を進めている。
・ジャカルタ日本文化センターにおいて、事務所の一部（約100㎡）を平成24年度末
をもって家主に返還し、当該部分に国際観光振興機構が入居して2014年３月にジャカ
ルタ事務所を開設し、共用化を実現。

03 1
観光庁、国際観光振興機構、外務省、国際交流基金の4者で共用化検討会議を設置，
平成26年8月までに7回開催し、工程表を策定（平成26年８月１日）

04 2
外部団体からの要請に応じた日本語教師研修や学習者研修の積極的受託や、研修事業
の単価縮減による招へい者数の拡大等により、稼働率の維持・向上を図っている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2
外部団体からの要請に応じた日本語教師研修や学習者研修の積極的受託や、研修事業
の単価縮減による招へい者数の拡大等により、稼働率の維持・向上を図っている。

06 -

国際交流基金が国内に有する研修施設は、国際交流基金法第12条に基づき、国際文化
交流事業として、主に海外の日本語教師や学習者等に対して、日本語教授法ならびに
日本語運用の研修を行うための施設であり、研修施設を使って自己収入の拡大を図る
ための措置を講ずることは困難。

07 2
研修施設の施設管理・運営について、市場化テストを実施し、管理運営コストを低減
させた。（低減額：日本語国際センター約27,241千円（平成22年度比）、関西国際セ
ンター約28,360千円（平成23年度比））

08 3
宿泊施設の稼働率については業績報告書の中で実績値を報告しており、評価委員会に
おいて「一定の水準を達成しており優れた実績」との評価を受けている。

09 2
すでに実施されている交付後の調査のより的確な実施とガバナンス強化の支援をより
徹底させるため、経理部において留意点の整理を行っている。

10 3
不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置につ
いて、平成26年秋に公表予定の平成27年度プログラムからの導入を準備中。

11 3

不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付
の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されることを、平成27年
度プログラムの申請書より記載することを決定し、総務部・経理部より各事業担当部
署に指示した。

講ずべき措置 今後の対応方針

本法人と国際協力機構、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所は、事業の連
携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意し、
共用化又は近接化を進める。

引き続き、法人間で情報共有を密に行いつつ、共用化又は近接化に向けた検
討や物件調査を行う。

中期目標管理型の法人とする。 －

本法人と国際観光振興機構は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の拡大の
ため事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成28年度末を目途に共用
化することを目標とし、平成26年夏までにその具体的な工程表を策定する。

工程表に沿って，本部事務所共用化に向けた作業を進める。

研修施設の更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図る。
主催事業または外部団体が実施する事業の参加者・利用者の一層の拡大に向
け、引き続き取り組む。

講ずべき措置 今後の対応方針

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実
施し、施設の稼働率の向上を図る。

主催事業または外部団体が実施する事業の参加者・利用者の一層の拡大に向
け、引き続き取り組む。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較
等により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

-

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

平成27年度以降、不正受給、不正使用が行われた場合には、公表した方針に
基づき適切に制裁措置をとるべく体制を整備する。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者に
は、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課される
ことを平成27年度の全助成プログラムの申請要領に明記し、配布する。

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

引き続き合理的・効率的な管理運営に取り組む。

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定
量的な目標を設定する。

第三期中期計画期間においては、引き続き稼働率の実績値を報告書に含める
形で評価を行う。また、第四期中期計画に向けて、適切な目標数値について
検討する。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

留意点をまとめた上で各事業担当部署に配布し、助成プログラム運営におけ
る更なるガバナンス強化に取り組む。

所管 法人名 国際交流基金外務省０８Ｎｏ

16



３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際観光振興機構、国
際協力機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用等の取組を通じ
て、法人間の業務実施の連携を強化している。

13 2
適切な内部統制を図りつつ、効率的な運営に資するよう、業務フローの見直しを進め
ている。また個別には各案件に応じ、業務委託やコスト削減の方策検討を行ってい
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

・引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、海外事務所の共用化又は
近接化について情報共有や物件調査の取組を進める。
・共同購入や間接業務の共同実施については、国際観光振興機構との本部事
務所の共用化の実施に合わせ、同事務所の賃貸借に付随する間接業務等につ
いて共同購入や共同実施についての可能性を検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

市場化テストについては平成25年度までに7件実施済みであるが、業務フ
ローやコスト分析の手法を検討し、引き続き業務改善へ向けた取り組みをす
すめる。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・「各法人等において講ずべき措置」の記載事項を達成するための具体的措置とし
て、①酒類製造者の技術力の維持強化の支援、②酒類の品質確保の支援、③酒類の専
門知識等の国内外への普及・啓発に関する取組について、受益者負担を求めるととも
に、共同研究や鑑評会の共催による実施等、民間機関・県・大学・他法人等と連携し
つつ実施することとし、同内容に沿って中期目標・中期計画の変更を本年３月に行っ
た。
・これを踏まえ、①については、地域ブランド確立等のための試験開発の支援や、地
域における麹菌・酵母・原料の開発支援等について、公設試験研究機関や酒造組合等
と共同研究を行うことにより、民間にも人的・物的負担を求めて実施している。
　②については、全国新酒鑑評会・本格焼酎鑑評会について、輸出促進に資する有料
オプション分析（平成26年度実績：114点、約98万円）を新たに開始するなどの取組
を行った。
　③については、海外の酒類教育機関における「日本酒講師の育成」に相応の負担を
求めて協力した。
・なお、これらの新たな取組については、職員を派遣して、公設試験研究機関や酒造
組合等に説明を行うとともに、更なる連携の呼び掛けを行った。

03 2

・「各法人等において講ずべき措置」の記載事項を達成するための具体的措置とし
て、第３期中期目標期間において、東京事務所については、赤レンガ酒造工場の文化
財的価値にも配慮した上で、廃止を含め組織・業務の抜本的な見直しを検討すること
とし、同内容に沿って中期目標・中期計画の変更を本年３月に行った。
・これを踏まえ、本年７月に東京事務所の一部業務（輸出に係る受託分析）及びそれ
に伴う人員を移管し、残りの業務についても、広島事務所への集約に向けて検討を
行っている。また、赤レンガ酒造工場について、東京都、北区等の関係機関に施設の
文化財的価値について相談を行っている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3
第３期中期目標期間において、研究・調査業務等に係る調達については、公開されて
いる他の独立行政法人の事例等を参考に、透明性が高く効果的な契約の在り方を検討
することとしている。

05 2

既存の事務・事業に係る業務フローやコストの分析を行い、事務・事業の質の維持
や、効率性、コストの削減、民間の活用等の観点から外部委託の拡大等について検討
し、これまで①酒類の高度な分析・鑑定のうち、酒類総研が直接実施する必要が高く
ない業務については、外部委託を実施した。また、②鑑評会における一般消費者向け
公開行事については民間に移管することにより、業務改善を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務フロー・コスト分析を行い、外部委託の拡大について検討を
行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件も配慮しながら、共同調達や間接業務の共同実施に向け、今後検討
を行っていく。

東京事務所については、施設の文化財的価値にも配慮した上で、廃止を含め組織・業務の抜
本的な見直しを検討する。

今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針講ずべき措置

中期目標管理型の法人とする。

日本産酒類の輸出促進という新たな政策課題に対する取組等の業務の拡充については、中小
企業に過大な負担とならないよう配意しつつ、民間による応分の負担を求めるとともに、他
の研究機関等との連携を強化する。

引き続き、①酒類製造者の技術力の維持強化の支援、②酒類の品質確保の支
援、③酒類の専門知識等の国内外への普及・啓発に関する取組について、受
益者負担を求めるとともに、共同研究や鑑評会の共催による実施等、民間機
関・県・大学・他法人等と連携しつつ実施していく。

東京事務所については、赤レンガ酒造工場の文化財的価値にも配慮した上
で、引き続き、廃止を含め組織・業務の抜本的な見直しを検討する。

-

講ずべき措置

所管 法人名 酒類総合研究所財務省０９Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3 現状では、他法人との共同調達や間接業務の共同実施を行っていない。

03 2

・貨幣セット販売業務については、　「公共サービス改革基本方針」（平成24年７月
20日改定閣議決定）に基づき、業務フロー・コスト分析を実施し、事務・事業の質の
維持や、効率性、コスト削減、民間ノウハウの活用等の観点から外部委託の拡大につ
いて検討を重ねてきた経緯を踏まえ、これまで外部委託を行ってきたものについて
は、引き続き外部委託を行うとともに、新たに、造幣局本局構内の販売所（ミント
ショップ）における店頭販売業務について、平成26年４月から外部委託を実施した。
（注）平成25年６月14日に閣議決定された公共サービス改革基本方針では、当該業務
は民間競争入札の対象事業とはされていない。
・また、製品等の輸送業務及び各局の警備業務については、セキュリティの向上を図
りつつ、外部委託の拡大を検討している。

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フロー・コスト分
析に係る手引き」に示された手法等を参考に、不断の業務改善を行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

共同調達や間接業務の共同実施の可能性について、他の法人における実施の
状況やスキーム等を見極めつつ、引き続き検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

単年度管理型の法人とする。 -

所管 法人名 造幣局財務省１０Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3 現状では、他法人との共同調達や間接業務の共同実施を行っていない。

03 2

・製品の輸送業務については、業務フローやコストの分析を行い、セキュリティ上の
観点を踏まえ、一部の製品について平成25年７月１日から外部委託に変更し、経費の
削減（３百万円）が図られたところ。
・警備業務については、平成25年５月から平成26年１月にかけて各省庁等の外部委託
状況、印刷局機関の現状、民間警備業務の実態調査を行い、警備業務の外部委託に伴
うリスクの分析及び評価を実施したところである。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

共同調達や間接業務の共同実施の可能性について、他の法人における実施の
状況やスキーム等を見極めつつ、引き続き検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フロー・コスト分
析に係る手引き」に示された手法等を参考に、不断の業務改善を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

単年度管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 国立印刷局財務省１１Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人日本万国博覧会記念機構を廃止する法律（平成25年法律第19号)の規定
に基づき、平成26年４月１日付で廃止。

講ずべき措置 今後の対応方針

独立行政法人日本万国博覧会記念機構を廃止する法律（平成25年法律第19号)の規定に基づ
き、廃止する。

－

所管 法人名 日本万国博覧会記念機構財務省１２Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

閣議決定を受け、平成26年１月27日に４法人の連携を推進する場として「間接業務等
の共同実施に関する協議会」を設置して具体的な検討を行い、平成26年７月25日にと
りまとめを行った。
とりまとめの内容については以下のとおり。

（実施予定）
１．物品の共同調達【蛍光管（26年度）、封書運送業務（メール便）（27年度）、事
務用品等（27年度）】
２．間接事務の共同実施【会計事務（予定価格作成に係る積算）（26年度）、会計事
務等の内部監査（27年度）、旅費計算事務（28年度）、給与事務（源泉徴収票等（外
部者の謝金）の作成）（27年度）】
３．職員研修の共同実施【新人研修、独立行政法人制度（法律、評価、会計）研修
（26年度）、人事制度（労働法、ハラスメント防止、安全衛生管理）研修（26年
度）、評価階層別（管理職、中堅、初任）研修（26年度に一部実施済）、その他の研
修会（４法人にとって有益な内容と思われるセミナー等）】
※新人研修は４月17日、人事制度研修は６月11日、評価階層別研修及びその他の研修
として外部講師による特別講演を６月12日に実施した。

（実施に向け検討）
１．物品の共同調達（電気供給、デジタル複合機の賃貸借・保守業務、事務用電子計
算機の賃貸借）
２．間接事務の共同実施（源泉徴収票等（職員以外の給与（委員手当等））の作成）
※なお、４法人による「間接業務等の共同実施に関する協議会」は今後も定期的な会
合を設けながら、実施状況の確認及び検証等のフォローアップを行っていき、更なる
効果的・効率的な業務運営を図る。

03 2

宿泊研修施設の更なる利用促進、施設の必要性と合わせ、稼働率の向上等のため、
「宿泊研修施設の活用に関する検討会」を所内に設置し検討を行っているところであ
る。料金体系については、平成25～27年度において、６か月までの研修では、平成24
年度１泊当たり400円から毎年度100円ずつの値上げを行い、１週間までの研修では、
平成24年度１泊当たり800円から平成25年度1,000円、平成26年度1,300円、平成27年度
1,600円と段階的に改定を行っているところであり、平成28年度以降については、第４
期の業務計画を策定する中で研修事業の在り方を検討する際、コストの削減、自己収
入の拡大等についても適切に検討していくことになる。
また、当該宿泊研修施設の管理・運営コストの削減においては、清掃業務等について
一般競争入札を実施し、また、一般廃棄物処理業務等で複数年契約を実施すること
で、コストの削減を図っているところである。
成果を的確に把握できる定量的目標値は、検討会の審議内容を踏まえ、設定する予
定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2
「宿泊研修施設の活用に関する検討会」を所内に設置し、当該施設の必要性と合わ
せ、稼働率の向上等について検討を行っているところである。

05 2
宿泊施設の利用料金について、平成25～27年度において段階的に料金を改定し、自己
収入の拡大を図っている。

06 2
施設管理・運営については、清掃業務等について一般競争入札を実施し、また、一般
廃棄物処理業務等で複数年契約を実施することで、コストの削減を図っており、「宿
泊研修施設の活用に関する検討会」でも検討を行っているところである。

07 2
成果を的確に把握できる定量的目標値は、「宿泊研修施設の活用に関する検討会」の
審議内容を踏まえ、設定する予定。

講ずべき措置 今後の対応方針

４法人については、それぞれ中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

４法人については、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同
実施が可能な対象業務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平
成26年夏までに結論を得て、順次実行に移す。

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。

４法人が保有する宿泊研修施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促
進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図るとともに、定期的に料金体系を検証し、自己収入
の拡大を図るために必要な措置を講ずる。
また、民間委託の更なる活用、PFI等により、当該宿泊研修施設の管理・運営コストの削減を
図る。
なお、一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握でき
る定量的な目標を設定する。

「宿泊研修施設の活用に関する検討会」等において、宿泊研修施設の利用促
進、稼働率向上、コストの削減等について検討することとしている。成果を
的確に把握できる定量的目標値は、検討会の審議内容を踏まえ、設定する予
定。

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実施
し、施設の稼働率の向上を図る。

「宿泊研修施設の活用に関する検討会」等において、一定の方針を検討し、
実施に向けた準備を進める予定。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較等
により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

平成28年度以降については第４期中期目標期間へ移行する時期であるため、
第４期の業務計画を策定する中で研修事業の在り方を検討する際、運営コス
トや施設環境を考慮するとともに、料金体系についても適切に検討していく
ことになる。

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

宿泊研修施設の管理・運営コストの削減に向けて、民間委託の更なる活用を
検討する。

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定量
的な目標を設定する。

「宿泊研修施設の活用に関する検討会」等において、一定の方針を検討し、
実施に向けた準備を進める予定。成果を的確に把握できる定量的目標値は、
検討会の審議内容を踏まえ、設定する予定。

所管 法人名 国立特別支援教育総合研究所文部科学省１３Ｎｏ
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2 項目02に同じ。

09 2

・業務フローやコスト分析等を行った上で、警備、清掃、設備保守、食堂業務等につ
いては、民間委託を行うなど、自主的な業務改善に努めている。
・また、宿泊研修施設について、所内に「宿泊研修施設の活用に関する検討会」を設
置し、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を踏まえた検討を行い、業務改善を
図っているところである。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

民間委託等を含めた業務改善を図るため、「宿泊研修施設の活用に関する検
討会」において検討を行っており、その結果を踏まえて実施に移行する。
引き続き自主的な業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

閣議決定を受け、平成26年１月27日に４法人の連携を推進する場として「間接業務等
の共同実施に関する協議会」を設置して具体的な検討を行い、平成26年７月25日にと
りまとめを行った。
とりまとめの内容については以下のとおり。

（実施予定）
１．物品の共同調達【蛍光管（26年度）、封書運送業務（メール便）（27年度）、事
務用品等（27年度）】
２．間接事務の共同実施【会計事務（予定価格作成に係る積算）（26年度）、会計事
務等の内部監査（27年度）、旅費計算事務（28年度）、給与事務（源泉徴収票等（外
部者の謝金）の作成）（27年度）】
３．職員研修の共同実施【新人研修、独立行政法人制度（法律、評価、会計）研修
（26年度）、人事制度（労働法、ハラスメント防止、安全衛生管理）研修（26年
度）、評価階層別（管理職、中堅、初任）研修（26年度に一部実施済）、その他の研
修会（４法人にとって有益な内容と思われるセミナー等）】
※新人研修は４月17日、人事制度研修は６月11日、評価階層別研修及びその他の研修
として外部講師による特別講演を６月12日に実施した。

（実施に向け検討）
１．物品の共同調達（電気供給、デジタル複合機の賃貸借・保守業務、事務用電子計
算機の賃貸借）
２．間接事務の共同実施（源泉徴収票等（職員以外の給与（委員手当等））の作成）
※なお、４法人による「間接業務等の共同実施に関する協議会」は今後も定期的な会
合を設けながら、実施状況の確認及び検証等のフォローアップを行っていき、更なる
効果的・効率的な業務運営を図る。

今後の対応方針

－中期目標管理型の法人とする。

４法人については、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同
実施が可能な対象業務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平
成26年夏までに結論を得て、順次実行に移す。

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。

講ずべき措置

所管 法人名 国立青少年教育振興機構文部科学省１４Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

平成20年度に国立青少年教育振興機構本部において策定した「稼働率向上（利用者増
加）のための方策」を踏まえ、各施設において毎年度、稼働率向上のための数値目標
及び行動計画を作成し、更なる利用促進に向けた取組を行っている。
平成23年度以降は全ての施設において宿泊室稼働率5割を上回っており、平成24年度は
初めて総利用者数が500万人を突破した。平成25年度についても過去最高を更新し、
517万人の利用があった。

05 2

国立オリンピック記念青少年総合センターの研修室等の利用料の値上げや地方施設に
おける一般利用者の施設使用料の値上げ等を行い、決算額では、平成17年度の自己収
入は約10億円から平成25年度は17億円と増加している。
国立青少年教育振興機構では引き続き、料金体系の検証を行っていく。

06 2

外部委託によりサービスの向上が見込める業務（警備、清掃、設備保守、食堂業務、
ボイラー運転管理等）は全28施設において外部委託済み。
なお、PFI導入の課題については、平成25年度「国立青少年教育施設の組織・制度の見
直し等の基本調査」において、検討を実施。改正PFI法に基づくコンセッション方式は
独立採算制が条件となるため、現行の事業形式では困難であるとの検討結果を得た。

文部科学省においては、平成26年度「国立青少年教育施設の組織・制度の見
直し等の基本調査」を行い、PFI導入について引き続検討を行うこととしてい
る。（再掲）

引き続き、各施設において稼働率向上に取り組む。

2

４法人が保有する宿泊研修施設について、その必要性を不断に見直すとともに。更なる利用促
進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図るとともに、定期的に料金体系を検証し、自己収入
の拡大を図るために必要な措置を講ずる。
また、民間委託の更なる活用、ＰＦＩ等により、当該宿泊研修施設の管理・運営コストの削減
を図る。
なお、一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握でき
る定量的な目標を設定する。

講ずべき措置

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実施
し、施設の稼働率の向上を図る。

03

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較等
により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

引き続き、料金体系や自己収入の拡大を検討する。

今後の対応方針

・稼働率の向上
引き続き、各施設において稼働率向上に取り組む。
多様な主体（NPO、地元自治体、民間企業等）が参画した「新しい公共」型の
管理運営について、平成27年度以降も引き続き試行実施を行う予定。
・料金体系の検証・自己収入の拡大
引き続き、料金体系や自己収入の拡大を検討する。
・民間委託の更なる活用
文部科学省においては、平成26年度「国立青少年教育教育施設の組織・制度
の見直し等の基本調査」を行い、民間委託の更なる活用やブロック化による
施設機能の集約の可能性等について調査を行う。

（稼働率の向上）
平成20年度に国立青少年教育振興機構本部において策定した「稼働率向上（利用者増
加）のための方策」を踏まえ、各施設において毎年度、稼働率向上のための数値目標
及び行動計画を作成し、更なる利用促進に向けた取組を行っている。
平成23年度以降は全ての施設において宿泊室稼働率5割を上回っており、平成24年度は
初めて総利用者数が500万人を突破した。平成25年度についても過去最高を更新し、
517万人の利用があった。

（料金体系の検証・自己収入の拡大）
国立オリンピック記念青少年総合センターの研修室等の利用料の値上げや地方施設に
おける一般利用者の施設使用料の値上げ等を行い、決算額では、平成17年度の自己収
入は約10億円から平成25年度は17億円と増加している。
国立青少年教育振興機構では引き続き、料金体系の検証を行っていく。

（民間委託の更なる活用）
外部委託によりサービスの向上が見込める業務（警備、清掃、設備保守、食堂業務、
ボイラー運転管理等）は全28施設において外部委託済み。
なお、PFI導入の課題については、文部科学省において平成25年度「国立青少年教育施
設の組織・制度の見直し等の基本調査」を実施。改正PFI法に基づくコンセッション方
式は独立採算制が条件となるため、現行の事業形式では困難であるとの調査結果を得
た。

（定量的な目標設定（現中期目標（H23～H27年度）において以下の定量的な目標を設
定））
・教育事業の参加者90％以上のプラスの評価を得る→（平成25年度実績　99％）
・研修支援の参加団体から80％以上のプラスの評価を得る→（平成25年度実績
99％）
・青少年人口の1割程度の青少年の研修利用者数の獲得
→（平成25年度青少年利用実績　3,934,895人（青少年人口は36,447,009人であり、全
体の約1.1割））

（施設運営の効率化）
効果的・効率的な施設運営を図るために、広域主幹（エリアマネージャー）を配置
し、将来的な地域ブロック性も視野に入れて、広域的な観点より助言、提案を行って
いる。（平成24年11月より九州・沖縄ブロック、平成25年4月より12月まで関東甲信越
ブロックを対象に配置）
また、多様な主体（NPO、地元自治体、民間企業等）が参画した「新しい公共」型管理
運営を平成23年9月より平成25年3月まで2施設で実施。平成25年1月からは新たに5施設
で、より効果的・効率的な管理運営を行うための試行実施をしているところ。
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07 1

定量的な目標設定（現中期目標（平成23～27年度）において以下の定量的な目標を設
定）
・教育事業の参加者90％以上のプラスの評価を得る→（平成25年度実績　99％）
・研修支援の参加団体から80％以上のプラスの評価を得る→（平成25年度実績
99％）
・青少年人口の1割程度の青少年の研修利用者数の獲得
→（平成25年度青少年利用実績　3,934,895人（青少年人口は36,447,009人であり、全
体の約1.1割））

08 2

交付後の調査について、平成25年度は79団体に対して実施。
ガバナンス強化に対する支援として、助成金の「募集案内」に適正な会計処理につい
ての項目を追加し、また、説明会や現地調査等における周知など、助成金の適切な執
行のための取組に努めている。

09 1

制裁措置の導入は、平成24年度から行っており、取消処分とした助成団体に対し、そ
の不正行為に応じて５カ年度を上限に助成対象から除外することとし、助成金交付要
領を一部改正。
また、５カ年度助成対象から除外する団体は、その団体名、代表者名等の公表など、
不正の抑止力を高めるための取組を実施。

10 1

補助金等適正化法は適用又は準用していないが、同法を参考にした「子どもゆめ基金
助成金交付要綱」に不正が行われた場合の交付の取消や返還命令が規定されており、
「子どもゆめ基金助成金募集案内」や「子どもゆめ基金助成金交付の手引き」、子ど
もゆめ基金ホームページにより周知している。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

11 2 項目02に同じ

12 2
業務フローやコスト等の分析を行い、サービスの向上が見込める業務（警備、清掃、設備保
守、食堂業務、ボイラー運転管理等）は全て民間委託済み。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、余剰人材の事業部門への振り分
け等が可能かどうか検討する予定である。

引き続き、説明会や現地調査等を通じ、助成団体に助成金を適切に執行する
よう指導・助言を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、ま
た場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知
する。

引き続き業務改善に取り組む。

－
不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定量
的な目標を設定する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

－
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

閣議決定を受け、平成26年１月27日に４法人の連携を推進する場として「間接業務等
の共同実施に関する協議会」を設置して具体的な検討を行い、平成26年７月25日にと
りまとめを行った。
とりまとめの内容については以下のとおり。

（実施予定）
１．物品の共同調達【蛍光管（26年度）、封書運送業務（メール便）（27年度）、事
務用品等（27年度）】
２．間接事務の共同実施【会計事務（予定価格作成に係る積算）（26年度）、会計事
務等の内部監査（27年度）、旅費計算事務（28年度）、給与事務（源泉徴収票等（外
部者の謝金）の作成）（27年度）】
３．職員研修の共同実施【新人研修、独立行政法人制度（法律、評価、会計）研修
（26年度）、人事制度（労働法、ハラスメント防止、安全衛生管理）研修（26年
度）、評価階層別（管理職、中堅、初任）研修（26年度に一部実施済）、その他の研
修会（４法人にとって有益な内容と思われるセミナー等）】
※新人研修は４月17日、人事制度研修は６月11日、評価階層別研修及びその他の研修
として外部講師による特別講演を６月12日に実施した。

（実施に向け検討）
１．物品の共同調達（電気供給、デジタル複合機の賃貸借・保守業務、事務用電子計
算機の賃貸借）
２．間接事務の共同実施（源泉徴収票等（職員以外の給与（委員手当等））の作成）
※なお、４法人による「間接業務等の共同実施に関する協議会」は今後も定期的な会
合を設けながら、実施状況の確認及び検証等のフォローアップを行っていき、更なる
効果的・効率的な業務運営を図る。

03 2

自己収入の拡大を図るため、宿泊に関する利用状況の分析を行い、それを踏まえた営
業・広報活動を行っている。
PFIの導入について検討を行い、平成25年度にPFI実施方針を策定した。
中期目標（平成22～27年度）において、宿泊室利用率など成果を的確に把握できる定
量的な目標を設定している。

04 2
平成26年７月11日に関係府省庁による検討会を立ち上げ、具体的な検討を進めてい
る。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。
４法人については、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同
実施が可能な対象業務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平
成26年夏までに結論を得て、順次実行に移す。

今後も自己収入の拡大を図るため、必要な取組を行う。
平成27年度からのPFIの導入に向け、所定の手続きを進める。

平成26年７月から検討会を開催し、関係府省庁との連携を強化し、女性教育
にとどまらない幅広い男女共同参画の推進に関する業務の位置付けの明確化
や、政策実施機能強化に向け検討を進め、平成26年中に結論を得る。

４法人が保有する宿泊研修施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促
進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図るとともに、定期的に料金体系を検証し、自己収入
の拡大を図るために必要な措置を講ずる。
また、民間委託の更なる活用、PFI 等により、当該宿泊研修施設の管理・運営コストの削減を
図る。
なお、一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握でき
る定量的な目標を設定する。

国立女性教育会館については、主務省が主体となって、女性教育にとどまらない幅広い男女共
同参画の推進に関する業務を明確に位置付け、政策実施機能の強化の内容を関係府省と検討し
た上で、内閣府との共管化等について平成26年中に結論を得る。

所管 法人名 国立女性教育会館文部科学省１５Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

施設の稼働率の向上を図るため、利用状況の分析を行い、それを踏まえた営業・広報
活動を行っている。
平成25年度においては、平成24年度の宿泊に関する利用統計を分析した結果、東日本
大震災以降、年間を通じて学校の利用が減少していたことから、高等学校や大学、看
護学校、保育専門学校など学校をターゲットとしたアプローチを戦略的に進めた。
これらの取組を行った結果、平成25年度は宿泊者数が約9,000人増加し約７万人とな
り、宿泊室利用率も前年より6.5%増え40.3%となった。

06 2

随時、料金体系の検証を行っている。
平成23年３月には利用料金体系を目的利用①、目的利用②、一般利用の３区分とし、
研修施設及び宿泊研修施設料の目的利用②及び一般利用料金の値上げを実施した。ま
た、平成24年3月には宿泊研修施設の目的利用①の料金値上げを実施した。
その結果、平成23年度以降自己収入は増加し、平成25年度には過去最高の金額となっ
た。

07 2

抜本的に組織の在り方を見直す中で、施設のPFI化の検討を開始し、平成24年度から企
業や専門家に対するヒアリングを行い、その後、平成25年度に、PFI導入に向けてアド
バイザーの契約をした。また、平成25年２月には公共施設等運営事業の実施方針を公
表し、３月には特定事業として選定した。
（参考）これまでの見直し状況
・平成23年度末に借地を一部返還（草原運動場やテニスコートの一部）。
・屋内プールは、平成21年度より休止。

08 1
中期目標（平成22～27年度）において、「宿泊室利用率55%以上を達成」など、成果を
的確に把握できる定量的な目標を設定している。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

09 2 項目02に同じ

10 2
業務フローやコスト等の分析を行い、PFIの導入について検討を行い、平成25年度に
PFI実施方針を策定した。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後も施設の稼働率の向上を図るため、必要な取組を行う。

今後も随時、料金体系の検証を行い、必要に応じて、利用料金の改訂等を行
う。

平成27年度からのPFIの導入に向け、所定の手続きを進める。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

平成27年度からのPFIの導入に向け、所定の手続きを進める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。

－

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定量
的な目標を設定する。

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実施
し、施設の稼働率の向上を図る。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較等
により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

閣議決定を受け、平成26年１月27日に４法人の連携を推進する場として「間接業務等
の共同実施に関する協議会」を設置して具体的な検討を行い、平成26年７月25日にと
りまとめを行った。
とりまとめの内容については以下のとおり。

（実施予定）
１．物品の共同調達【蛍光管（26年度）、封書運送業務（メール便）（27年度）、事
務用品等（27年度）】
２．間接事務の共同実施【会計事務（予定価格作成に係る積算）（26年度）、会計事
務等の内部監査（27年度）、旅費計算事務（28年度）、給与事務（源泉徴収票等（外
部者の謝金）の作成）（27年度）】
３．職員研修の共同実施【新人研修、独立行政法人制度（法律、評価、会計）研修
（26年度）、人事制度（労働法、ハラスメント防止、安全衛生管理）研修（26年
度）、評価階層別（管理職、中堅、初任）研修、その他の研修会（4法人にとって有益
な内容と思われるセミナー等）（26年度に一部実施済）】
※新人研修は平成26年４月17日、人事制度研修は６月11日、評価階層別研修及びその
他の研修として外部講師による特別講演を６月12日に実施した。

（実施に向け検討）
１．物品の共同調達（電気供給、デジタル複合機の賃貸借・保守業務、事務用電子計
算機の賃貸借）
２．間接事務の共同実施（源泉徴収票等（職員以外の給与（委員手当等））の作成）
※なお、４法人による「間接業務等の共同実施に関する協議会」は今後も定期的な会
合を設けながら、実施状況の確認及び検証等のフォローアップを行っていき、更なる
効果的・効率的な業務運営を図る。

03 2

国として真に行うべき研修について、受講者の研修機会の確保に留意しつつ、つくば
本部に集約して実施するほか、学校教育関係者等の研修の利用促進により稼働率の向
上を図っている。施設使用料については、随時、近隣の民間施設等との料金比較を行
い、必要に応じて改定を行っている。
これまで施設の維持管理業務（施設・設備等の保守管理、運転業務及び補修作業、点
検調査業務）については民間委託を図るなど管理・運営コストの削減を図っている。
中期目標（平成23～27年度）において、成果を的確に把握できる以下のような定量的
な目標を設定している。
・受講者の参加率が事業年度平均で85％以上となるようにする。（平成25年度実績
99.1％）
・研修終了後に研修内容等についてアンケート調査を実施し、毎事業年度平均で85％
以上から「有意義であった」などのプラス評価を得る。（平成25年度実績 99.1％）

04 2
教育委員会や大学等と研究協議や研修プログラム開発において更なる連携を図るとと
もに、研修対象の拡大を図るほか、教員養成を行う大学の教員に対する研修等の実施
に向け検討を開始している。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。
４法人については、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同
実施が可能な対象業務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平
成26年夏までに結論を得て、順次実行に移す。

引き続き稼働率の向上のための方策や管理運営コストの削減の検討など必要
な取組を行う。

平成26年度より、新たに、教育長を対象としてた研修を実施する予定。
教員養成を行う大学の教員に対する研修等の実施については、関係者と検討
を行い結論を得る。

４法人が保有する宿泊研修施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促
進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図るとともに、定期的に料金体系を検証し、自己収入
の拡大を図るために必要な措置を講ずる。
また、民間委託の更なる活用、PFI 等により、当該宿泊研修施設の管理・運営コストの削減を
図る。
なお、一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握でき
る定量的な目標を設定する。

教員研修センターについては、間接業務を含む業務の更なる効率化を進めつつ、本法人の機能
強化のため、教育委員会、大学等との連携の更なる推進、研修対象の拡大を平成２６年度から
実施する。また、教員養成を行う大学の教員に対する研修については、その実施に向けて速や
かに関係者と協議を行い結論を得る。

所管 法人名 教員研修センター文部科学省１６Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2
国として真に行うべき研修について、受講者の研修機会の確保に留意しつつ、つくば
本部に集約して実施するほか、学校教育関係者等の研修の利用促進により稼働率の向
上を図ることにより、宿泊施設の稼働率についても約６割となっている。

06 2
施設使用料については、随時、近隣の民間施設等との料金比較を行い、必要に応じて
改定を行っている。

07 2
これまで施設の維持管理業務（施設・設備等の保守管理、運転業務及び補修作業、点
検調査業務）については民間委託を図るなど管理・運営コストの削減を図っている。

08 1

中期目標（平成23～27年度）において、成果を的確に把握できる以下のような定量的
な目標を設定している。
・受講者の参加率が事業年度平均で85％以上となるようにする。（平成25年度実績
99.1％）
・研修終了後に研修内容等についてアンケート調査を実施し、毎事業年度平均で85％
以上から「有意義であった」などのプラス評価を得る。（平成25年度実績 99.1％）

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

09 2 項目02に同じ

10 2
業務フローやコスト等の分析を行い、これまでに施設管理等業務を民間委託するな
ど、自主的な業務改善に努めている。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後も施設の稼働率の向上を図るため、必要な取組を行う。

今後も随時、料金体系の検証を行い、必要に応じて、利用料金の改訂等を行
う。

引き続き、コスト分析等を行い自主的な業務改善に努める。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、コスト分析等を行い自主的な業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

 
平成26年７月にとりまとめた結果を受けて、順次実行に移す予定である。

－

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定量
的な目標を設定する。

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実施
し、施設の稼働率の向上を図る。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較等
により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

教育再生実行会議（第四次提言）を踏まえた大学入学者選抜の在り方については、現
在、中央教育審議会高大接続特別部会において審議中のため。なお、同部会において
は、これまで主に「達成度テスト（発展レベル）」の在り方などを中心に議論が進ん
できたところであるが、高大接続の見直しは、これからの大学教育、高校までの初等
中等教育、また日本社会全体の人材育成に関わる極めて重要な課題であるため、今
後、「高大接続」の全体像について十分詰めた上で答申が取りまとめられる予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2 日本学生支援機構とコピー用紙の共同調達を実施している。

04 2

業務フローやコスト等の分析を実施し、これまで下記の事項に取組んでいる。
・平成21年10月から大学入試センター試験の出願受付・成績開示業務について市場化
テストを実施済みである。
・事務組織において、新高等学校学習指導要領への対応及び事業の継続性に十分留意
するとともに、職員の能力・経歴、業務量等を十分勘案して人員を適正配置した。
・試験会場の統合等によりコスト削減を含めた自主的な業務改善を図った。

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

当法人は大学入試センター試験の実施上秘密を保持する必要があるため、間
接業務の共同実施について実施は困難である。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

大学入試改革を踏まえ、本法人の役割、国費への依存度、試験の性格・内容等を勘案し、本法
人を独立行政法人とする必要性について検証する。

引き続き、分析を行い自主的な業務改善を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

中央教育審議会における審議結果を踏まえ、検討する。

所管 法人名 大学入試センター文部科学省１７Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

建物等を映画・テレビ・雑誌のロケーションや企業等のパーティ・レセプション・イ
ベント・研修・会議用として貸付しているほか、当館で展示している資料等のデジタ
ル写真の貸出を行っている。
正月開館、夏休み等の月曜開館など開館日の増加や金曜夜間開館等を実施するととも
に、常設展の無料入館、ミュージアムショップ・レストランでの割引等の特典を付与
する「リピーターズパス」制度を平成19年度に設けたほか、館の諸活動に対し社会全
体からの幅広い支援及び支持を得るために平成16年度より賛助会員制度を設け、随時
会員を募集している。

03 2
国立科学博物館、東京国立博物館、国立西洋美術館、東京芸術大学の４機関で、コ
ピー用紙やトイレットペーパーの調達、廃棄物処理業務、古紙売り払い業務について
共同調達を実施している。

04 2

平成23年には、新宿地区から筑波地区へ研究部門を集約することで、より分野横断的
な研究を行うとともに、その成果を活用し、企画展や特別展もテーマや展示手法を工
夫している。その結果、例えば平成25年度に開催した特別展「深海」には独立行政法
人化後歴代２位となる593,129人の入館者数を記録した。また、企業や近隣の文化施設
等、外部機関との連携によるイベントも積極的に行っている。こうした取り組みによ
り事業内容を充実させることで、経営努力認定が認められるようなものについて目的
積立金の申請を検討している。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2 項目02に同じ

06 2 項目03に同じ

07 2 項目04に同じ

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2 項目03に同じ

09 2

業務フローやコスト等の分析を行い、民間委託により、サービスの向上が見込める業
務（警備、清掃、設備保守、食堂業務）は全て民間委託済みである。また、平成26年
度には業務用システムにかかるサーバ機器賃貸借、保守及び運用に関して民間競争入
札を行う。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めるとともに、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

講ずべき措置

実施中の取組に加え、平成26年７月には「自然史標本の保存・修復・活用に
関する研究部門」を寄付研究部門として立ち上げるための寄付募集を開始
し、自己収入の確保と更なる機能強化を図る。

－

法人間又は周辺の他機関等との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術
館、博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

実施中の取組に加え、上野及び周辺地域の文化施設、教育施設、行政、民間
企業等により構成される上野「文化の杜」新構想推進会議に参画し、各機関
の連携によるハード・ソフト両面の充実を図る。

常設展示の整備として、新たな展示情報システムの導入や、地球館Ⅰ期展示
の改修を行うほか、学術研究成果を公表する特別展・企画展も引き続き開催
し、事業内容の充実を図る。

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

項目02に同じ

項目03に同じ

項目04に同じ

法人間又は周辺の他機関等との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術
館、博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めるとともに、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

項目03に同じ
各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き民間委託等の実施に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 国立科学博物館文部科学省１８Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

自己収入の増加を図るため、施設等の貸出しについては、東京国立近代美術館におい
て貸出要件の緩和、貸出料等の抜本的な見直しを行った。画像資産については、貸出
料等の抜本的な見直しを行うとともに、一元的管理のもと外部委託を開始した。展覧
会関連物品の販売促進については、国立新美術館において新たに可動式ミュージアム
ショップの開設及び新商品開発を行った。

03 2

国立美術館は、全国の公私立美術館・博物館と展覧会における連携を行うとともに、
「六本木アート・トライアングル」「上野の山文化ゾーンフェスティバル」「ミュー
ジアムズ・フォー」など地域の美術館・博物館・関係団体との連携、教育普及活動を
中心とした地域の教育委員会等との連携、所蔵作品や施設を利用した講義を可能とす
るなどの大学との連携、障害者向け特別観賞会などの民間企業との連携などを行って
いる。また、上野地区では周辺の他機関と共同調達及び廃棄物処理業務の共同委託を
行い、京都地区においても周辺の他機関と共同発注等を行っている。

04 2

平成25年度は、高精細4K映像による映像資料の提供や回遊式の会場構成など、展覧会
に関する新たな取組を行い、これらの展覧会では目標を上回る来場者を得た。事業内
容をより充実させるため、経営努力認定が認められそうなものについて目的積立金の
申請を検討している。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2 項目02に同じ

06 2 項目03に同じ

07 2 項目04に同じ

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2
上述のように、近隣施設との共同調達を実施するなどにより効果的・効率的な業務運
営に努めている。

09 2
従前より、コスト等の分析を行い、施設の管理・運営等の可能な部分を外部委託し、
自主的な業務改善を図っている。平成26年度からは、業務フローの検証や事業収入の
試算を行ったうえで、画像資産の貸出業務を外部委託している。

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

引き続き検討を進め、連携の充実に努める。
また、文化施設・文教施設・行政・民間企業等により構成される、『上野
「文化の杜」新構想推進会議』に参加し、上野が新たな「文化の杜」として
国際的なシンボルになるためのハード・ソフト両面にわたる整備を検討し、
法人間や周辺の他機関との積極的な連携を進めていく。

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き自主的な業務改善を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

－

項目02に同じ

項目03に同じ

項目04に同じ

今後の取り組みとして、会員制度の拡充について検討を進め、実施可能なも
のについて、順次実施していく。開館時間の延長については、費用対効果の
面から展覧会ごとに慎重に検討を重ねる。
また、左記の取り組みについては推進するとともに、その実績について検討
を重ね、事業内容の充実を図っていく。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

引き続き新たな工夫に取り組み、事業内容を充実させる。

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

引き続き効果的・効率的な業務運営に努める。

所管 法人名 国立美術館文部科学省１９Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

我が国の文化芸術の推進及び自己収入の確保のため、次の事項等を実施している。

施設等の貸出し
・建物等を映画・テレビ・雑誌のロケーション撮影や企業等のパーティ・レセプショ
ン・イベント・研修・会議用として貸付を実施する。
（貸付例）
・ＴＢＳ「半沢直樹」、フジ「リーガルハイ」、ＮＨＫ「花子とアン」、ＴＢＳ
「ルーズヴェルト・ゲーム」などのテレビドラマ撮影　（25年度、東京国立博物館）
・「マイケル・コースinジャパンwithミランダ・カー」などのブランドパーティー
（25年度、東京国立博物館）
・黒田記念館にカフェ（上島珈琲店 黒田記念館店）がオープン（25年度、東京国立博
物館）

会員制度の創設
・個人・民間企業等との信頼関係を醸成し、博物館の活動を幅広く支援するための賛
助会を設け、会員に対する魅力的な特典を付与する（東京・京都・奈良国立博物
館）。

平常展の充実
・展示環境・展示方法の改善により、展示効果や観覧者の満足度の向上を図る。
　本館２階リニューアル（東京国立博物館、平成15年度）、本館（なら仏像館）リ
ニューアル（奈良国立博物館、平成22年度）、東洋館リニューアル（東京国立博物
館、平成24年度）、本館１階リニューアル（東京国立博物館、平成25年度）、正門プ
ラザ（インフォメーション、ミュージアムショップ、託児室等）の設置（東京国立博
物館、平成25年度）、新平常展示館の建設（京都国立博物館、平成25年度）など実
施。

魅力ある特別展の開催
・各国立博物館において質の高い特別展を開催する。調査研究の成果や多数の優れた
文化財の出品等により、国民の知的関心の高い展示を実施する。
　[平成26年度] 特別展「キトラ古墳壁画」（東京国立博物館）、特別展「台北　國立
故宮博物院－神品至宝－」（東京国立博物館・九州国立博物館）など。

03 2

法人間又は周辺の他機関との連携として、次の事項等を実施している。

類似の事業類型に対応した共同調達の実施
・上野地域に施設がある５機関（東京国立博物館、東京文化財研究所、東京藝術大
学、国立科学博物館、国立西洋美術館）で、廃棄物処理・再生PPC紙・トイレットペー
パー・古紙回収について、共同調達を実施している。

地域の国公立施設、民間企業等との連携
・上野の山文化ゾーン連絡協議会に参加（東京国立博物館）、京都市内４館連携協力
協議会に参加（京都国立博物館）、奈良トライアングルミュージアムズに参加（奈良
国立博物館）、福岡県内５館の館長サミットに参加（九州国立博物館）

公私立博物館等との連携として、次の事項等を実施している。
・収蔵品貸与（国立博物館）　[平成25年度貸与実績] 貸与先　272件、貸与文化財
2,041件
・公私立博物館等への援助・助言（国立博物館）　[平成25年度援助・助言実績]　292
件

地方公共団体等との連携として、次の事項等を実施している。
・地方公共団体等への協力・助言（文化財研究所）  [平成25年度実施実績]　839件
・研修の実施（文化財研究所）　[平成25年度実施実績]　埋蔵文化財担当者研修　延
べ138人、保存担当学芸員研修　30名

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

京都国立博物館の平成知新館（新平常展示館）開館（平成26年9月）による平
常展の充実や、東京国立博物館の「日本国宝展」（平成26年10～12月）・奈
良国立博物館の第66回正倉院展（平成26年10～11月）等の魅力ある特別展の
開催などにより、引き続き左記の取り組みを進めるとともに、収入実績の検
証を行うことで事業内容の充実を図るなど中・長期的な視野に立った検討を
行い、自己収入の確保に努める。

引き続き、連携の充実に努める。
また、文化施設・文教施設・行政・民間企業等により構成される、『上野
「文化の杜」新構想推進会議』に参加し、上野が新たな「文化の杜」として
国際的なシンボルになるためのハード・ソフト両面にわたる整備を検討し、
法人間や周辺の他機関との積極的な連携を進めていく。

所管 法人名 国立文化財機構文部科学省２０Ｎｏ
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04 2

自己収入の増加による目的積立金の拡充に向けて、前々項の取組や新たなテーマによ
る展覧会を実施
・我が国において初めてとなる「台北 國立故宮博物院展」を開催し、効果的な展示方
法を取り入れた。（26年度、東京国立博物館）
・キトラ古墳壁画を奈良県明日香村の村外で初めて公開する、特別展「キトラ古墳壁
画」を開催した（26年度、東京国立博物館）
・日本各地の高等学校が所蔵する考古資料を、初めて全国レベルで調査し、トピック
展示「全国高等学校考古名品展」を開催した。（26年度、九州国立博物館）

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2 項目02に同じ

06 2 項目03に同じ

07 2 項目04に同じ

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2
上野地域に施設がある５機関（東京国立博物館、東京文化財研究所、東京藝術大学、
国立科学博物館、国立西洋美術館）で、廃棄物処理・再生PPC紙・トイレットペー
パー・古紙回収について、共同調達を実施している。

09 2

業務フローやコスト等の分析を行い次のとおり民間委託等について改善を行ってい
る。
・全ての施設において、電気設備保守業務、機械設備保守業務、昇降機設備保守点検
業務、売札業務、各種事務補助作業、清掃業務、構内樹木等維持管理業務等につい
て、民間委託を実施している。
・博物館は警備・展示室監視等業務の大部分を民間委託している。また、研究所は警
備業務の全てを民間委託している。
・博物館の来館者サービスに関しては、インフォメーション業務、図書・写真資料を
閲覧等の利用に供するサービス及び図書整理業務等について民間委託を実施してい
る。
・東京国立博物館及び東京文化財研究所における施設管理運営業務（展示等の企画を
除く）、展示場における来館者等対応業務について民間競争入札を実施している （終
了プロセスへの移行が承認され、27年度からは対象外となる）。

引き続き、事業内容の充実に努める。

項目02に同じ

項目03に同じ

項目04に同じ

引き続き、共同調達の充実に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、民間委託等の実施に努める。

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

以下のように様々な取組を実施している。
・全役職員が個々に知人や関連コミュニティー等に対して積極的に団体観劇を勧誘す
る「おすすめキャンペーン」を実施。（平成25年度実績：208件1,506人）
・歌舞伎鑑賞教室の利用校を対象に、「本格的な歌舞伎鑑賞へのステップアップ」を
勧めるキャンペーンを実施し、学校団体を誘致。（平成25年度実績：15件410枚）
・各種会員組織（「あぜくら会」「文楽劇場友の会」「国立劇場おきなわ友の会」
「クラブ・ジ・アトレ」）の会員向けサービスの充実に努め、会員数の増加を図っ
た。（平成25年度実績：37千人）
・団体観劇に伴う公演説明会、施設見学の受入れ、観劇を伴うバックステージツアー
を実施し、上演演目への理解や劇場施設への親近感の醸成に努めた。（平成25年度実
績：公演説明会：274件 14千人、施設見学：64件 1,401人、バックステージツアー：
156件 6,714人）
・お客様相談室を設置し、法人全体として意見・要望等に対する回答の迅速化を図っ
た。
・劇場施設の使用効率の向上を図るとともに、伝統芸能の保存振興又は現代舞台芸術
の振興普及等を目的とする事業に対し、劇場施設を積極的に貸与。（平成25年度実
績：1,269日）
・公演記録映像を活用し、外部制作会社等と連携して文楽DVDを作成・発売。（平成25
年度実績：３件）

03 2

以下のように様々な取組を実施している。
・関連法人、他機関等と連携し、相互にポスター・チラシを掲出。
・劇場が立地する地域の観光協会等と連携し、劇場外での伝統芸能講座「国立劇場in
丸の内」を実施するなど、広報活動の充実を図っている。
・地方公共団体等と連携し、全国各地の文化施設等における公演を実施。（平成25年
度実績：16件）

04 2 自己収入の増加による目的積立金の拡充に向けて、前々項の取組を実施している。

05 2

（不正防止策について）
  従来より、助成金の募集案内において、助成金の不正受給等の不正行為を行った場
合には交付決定の取消しや助成金の返還命令等が行われることを記載するとともに、
振興会職員が助成を受けた団体の事務所に赴き、帳簿書類等について調査を行ってい
る（平成25年度は93団体について実施）。また、平成24年９月に「芸術文化振興基金
助成金交付要綱」及び「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱」を改正し、不
正行為により助成金の交付決定を取消された場合には一定期間助成金の交付要望を行
うことができないことを定め、助成金の説明会等において周知を図っている。
 
（受給団体のガバナンス強化について）
  平成23年度より振興会に配置しているプログラムディレクター及びプログラムオ
フィサーを中心とした振興会職員により、助成を受けた団体のヒアリングを実施し、
必要に応じてガバナンス体制の強化について助言を行っている。
  平成25年度において、文化芸術振興費補助金による助成を受けた舞台芸術分野の一
部の活動について、運営面も含む事後評価を実施し、同評価結果に基づき団体に対し
て助言を行った。
　平成26年５月、プログラムオフィサーを2名増員し、体制の強化を行った。

日本芸術文化振興会の助成事業については、不正防止策を強化すると共に、受給団体のガバナ
ンス強化に対する支援を行う。

（不正防止策について）
　振興会職員による帳簿書類等の調査について、引き続き適切に実施する予
定である。

（受給団体のガバナンス強化について）
　プログラムディレクター及びプログラムオフィサー等による助成団体への
助言を引き続き適切に実施する予定である。さらに、平成26年度からは、文
化芸術振興費補助金による助成を受けた舞台芸術分野の全ての活動につい
て、運営面も含む事後評価を実施することとしており、今後、同評価結果に
基づき団体に対して助言を行っていく予定である。

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演においては、より多くの人が幅広い
分野の公演を鑑賞することを目指す。特に「あぜくら会」や「文楽劇場友の
会」等会員制度の会員数については、前中期目標期間の実績を超えるよう努
める。また、劇場施設の積極的な貸与に努め、中期目標期間における使用効
率については前中期目標期間の実績以上を目指す。
そのために、実施中の取組に加え、以下の取組等により自己収入増加及び機
能強化を図る。
・平成28年の国立劇場開場50周年に向けて、ホームページリニューアル等の
検討を開始し、広報の充実に努める。
・大学等を対象とするキャンパスメンバーズ制度を創設し、歌舞伎・文楽公
演の割引観劇のサービス提供を開始する。
・法人を対象とする会員制度を創設し、会員の募集を行うとともに、サービ
スの提供を開始するなど、地方公共団体や民間企業等への働きかけの強化に
努める。
・他劇場の施設の状況、貸館事務手続き等についての調査結果を活用し、劇
場利用者の利便性向上を図る。

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

実施中の取組に加え、以下の取組等により機能強化を図る。
・「国立劇場in丸の内」について、関係団体との連携を強化し、講座の規
模、内容の一層の充実を図る。
・公私立の劇場の舞台技術者を対象とする舞台業務研修会を開催し、我が国
全体の舞台業務の向上に寄与するとともに、劇場間の連携強化を図る。

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

前々項の取組により更なる自己収入増加、機能強化、事業内容の充実に努め
る。

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 日本芸術文化振興会文部科学省２１Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

07 2 項目02に同じ

08 2 項目03に同じ

09 2 項目04に同じ

10 2

「芸術文化振興基金助成金交付要綱」第21条及び「文化芸術振興費補助金による助成
金交付要綱」第22条に基づき、振興会職員が助成を受けた団体の事務所に赴き帳簿書
類等について調査を行っている。（平成25年度は93団体について実施）
また、平成23年度より振興会に配置しているプログラムディレクター及びプログラム
オフィサーを中心とした振興会職員により、助成を受けた団体のヒアリングを実施
し、必要に応じてガバナンス体制の強化について助言を行っている。
平成25年度において、文化芸術振興費補助金による助成を受けた舞台芸術分野の一部
の活動について、運営面も含む事後評価を実施し、同評価結果に基づき団体に対して
助言を行った。
平成26年５月、プログラムオフィサーを2名増員し、体制の強化を行った。

11 1

「芸術文化振興基金助成金交付要綱」第３条の２及び「文化芸術振興費補助金による
助成金交付要綱」第３条の２において、助成金の不正受給、不正使用を行ったことに
より助成金の交付決定を取消された者等について、一定期間助成金の交付要望を行う
ことができない旨規定している。

12 1

文化芸術振興費補助金による助成（「トップレベルの舞台芸術創造事業」及び「映画
創造活動支援事業」）の募集案内において、経費の虚偽申告や過大請求等により助成
金を受給する等の不正行為を行った場合には、交付決定の取消しや助成金の返還命令
が行われるとともに刑事罰が課せられることがある旨を記載し、周知を図っている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

13 2

・他法人と連携し、業務研修を共同で実施している。また、文化３法人間において
は、法人個別に行う業務研修への他法人職員の相互参加について取組を始めている。
・今後の法人間における業務実施の連携強化等を行うに当たっては、各法人の目的及
び業務を踏まえた上で、各施設の規模や所在地等の諸条件を検証し、その上で見込め
る業務運営の効率化の程度や、投下する費用と得られる効果について、十分に検討す
る必要がある。

14 2
場内案内・電話受付・警備・清掃・舞台業務等の業務において、コスト等を勘案した
上で、民間業者に外部委託しており、一部については複数劇場一括による複数年契約
を締結し業務の効率化を図っている。

補助金等に係る予算の適正化等に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化
法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等
の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場
合によっては刑事罰が課せられることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知す
る。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

業務研修における文化3法人間の連携については、引き続き一層の強化を図
る。
今後、当法人の目的及び事業内容、当法人で運営する各劇場と、他の文化振
興・普及業務を行う法人等の施設との地理的関係等を踏まえ、法人間の連携
強化を慎重に検証、検討していく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

「公共サービス改革基本方針（平成26年７月）」に基づき、劇場等の管理、
運営等業務について平成26年度中に業務フロー・コスト分析を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を拡充する
などにより、事業内容を充実させる。

項目04に同じ

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施すると共に、受給団体の法令遵守
体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

　振興会職員による帳簿書類等の調査について、引き続き適切に実施する予
定である。
　また、プログラムディレクター及びプログラムオフィサー等による助成団
体への助言を引き続き適切に実施する予定である。さらに、平成26年度から
は、文化芸術振興費補助金による助成を受けた舞台芸術分野の全ての活動に
ついて、運営面も含む事後評価を実施することとしており、今後、同評価結
果に基づき団体に対して助言を行っていく予定である。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなど制裁措置の導入を図る。 －

法人間又は周辺の他機関との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立の美術館、
博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。

項目03に同じ

講ずべき措置 今後の対応方針

自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活用拡大等を積
極的に進めると共に、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会関連物品の販売促進など、
様々な工夫・努力を行う。

項目02に同じ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2

東京会議室（虎ノ門）を廃止し、平成23年４月より、４機関（物質・材料研究機構、
教員研修センター、国立特別支援教育総合研究所、国立高等専門学校機構）で学術総
合センター内の共用会議室を借上げることにより、費用の削減が行われている。ま
た、筑波大学等茨城県内６機関との共同調達に係る協定書を締結し、具体的な共同調
達の対象品目の有効性を確認しつつ、個々の調達スケジュールと仕様書の策定を行っ
ているところ。なお、研究開発８法人による納入実績データベースの運用は平成23年
度から実施している。

03 2
機構内に設置される「業務運営プロセス改善委員会」において、管理業務、企画業
務、渉外業務等に係る業務フローを含む業務マニュアルを策定し、可視化と分析を
行っており、これを適宜見直し、改訂することにより、業務改善を図っている。

講ずべき措置

今後の対応方針

今後の対応方針

講ずべき措置

業務マニュアルの見直しのほか、左記委員会における検討等により引き続き
業務改善に取り組む。

－

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

研究開発型の法人とする。

講ずべき措置

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

関係機関で合意した共同調達の対象品目について順次調達手続きを進め、経
費の削減に取り組むとともに、さらなる共同調達の対象品目検討のため情報
収集と有効性の検証を行い、全体としての業務最適化に寄与する。

今後の対応方針

所管 法人名 物質・材料研究機構文部科学省２２Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

当該措置を円滑に履行するため、本年２月に当研究所と海洋研究開発機構において、
両機関の理事をヘッドとする「防災科研・海洋機構連携推進協議会」を設置した。さ
らに、本年５月に同協議会の下に担当者レベルのWGを設置し、具体的な検討を実施し
ている。

03 2
両機関に精通する有識者を当研究所の客員研究員及び海洋研究開発機構の招聘上席技
術研究員として迎え、両機関の研究協力の具体的アドバイスなどを通じて連携強化を
図っている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3

研究開発８法人による納入実績データベースの運用は平成23年度から実施している。
また、筑波大学等茨城県内６機関との共同調達に係る協定書を締結し、具体的な共同
調達の対象品目の有効性を確認しつつ、個々の調達スケジュールと仕様書の策定を
行っているところ。

05 2
第３期中期計画開始（平成23年度）より、新たに研究支援チームを設置し、各事務部
門における業務の所掌や、業務フローなどの見直しを実施した。今後、次期中期計画
に向けて、更なる業務改善を図るための検討を進めることとしている。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

関係機関で合意した共同調達の対象品目について順次調達手続きを進め、経
費の削減に取り組むとともに、さらなる共同調達の対象品目検討のため情報
収集と有効性の検証を行い、全体としての業務最適化に寄与する。

今後の対応方針

防災・減災分野における海洋研究開発機構との人事交流を促進するなど、同機構との連携をよ
り一層強化する。

講ずべき措置

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後の対応方針

今後、両機関で相互の研究者を客員研究者として迎え入れる等の人材交流促
進を図るとともに、今後の研究連携に資するよう連携研究協定を平成２６年
度中を目途に締結する。

－

東日本大震災以降、国民的要請が高まっている海溝型巨大地震に関する研究機能の強化の必要
性から、現在、南海トラフ海域において海洋研究開発機構が整備を進めている地震・津波観測
監視システム（DONET）について、その整備が終了した際には、同システムを本法人に移管す
ることにより、海底地震・津波観測網の一元的な管理運営を行う。

今後、次期中期計画（平成28年度～）に向けて、更なる業務改善を図るた
め、所内の委員会等で検討を進めていく。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

DONETの整備が終了した際に当研究所に円滑に移管され、一元的管理運営が図
られるよう、連携推進協議会及びＷＧで移管の対象機器、運営体制等につい
て調整を進める。

講ずべき措置

所管 法人名 防災科学技術研究所文部科学省２３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
その実施の可能性は低い。

03 2
コスト分析等を行い、これまでに給与計算、放射線安全管理等の業務を民間委託する
など、自主的な業務改善に努めている。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、民間委託等により自主的な業務改善を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、法人間での連携強化の可能性を検討する。

所管 法人名 放射線医学総合研究所文部科学省２４Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

日本学術振興会（JSPS）が実施する科学研究費補助金による学術研究の成果を、科学
技術振興機構（JST）が実施する科学技術イノベーションに資する研究につなげていく
ため、科学研究費補助金の成果やJSTの研究成果を網羅的に把握し、JSTの研究開発事
業の企画・立案へ活かすためのデータベースを構築し、運用を開始した。定常的な運
用に向けて、データベースとしての必要な機能の整備及び定期的なデータ収容の仕組
み作りを進め、平成26年度中にデータベース整備を完了する。

03 2

・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月23
日成立、５月30日公布
・平成27年４月１日の日本医療研究開発機構発足に向け、移管に必要な作業を実施
中。

04 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
　平成26年２月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ
イン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェックリス
トの提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費の不正
使用に対する防止策を強化した。

（研究活動の不正行為に対する防止策）
　「研究活動の不正行為への対応のガイドライン（平成18年８月８日科学技術・学術
審議会　研究活動の不正行為に関する特別委員会決定）」を踏まえ、当該ガイドライ
ンの周知徹底や研究倫理に関する教材の履修を義務づける等の対策を講じた。

（委託先機関のガバナンス強化）
　委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよう、
文科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホームペー
ジにおける情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、各機関の
関係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

講ずべき措置

本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、所要の人員
も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。

ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金や民間からの資金等を
用いて大学等機関への委託を行う研究開発業務について、不正防止策を強化するとともに、委
託先機関のガバナンス強化に対する支援を行う。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

学術研究の成果を科学技術イノベーションに資する研究につなげていくため、日本学術振興会
との連携を強化する。

今後、左記「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」を見直し、新た
に策定される「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」（案）を踏まえ、研究活動の不正行為に対する防止策を強化する。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
準）」を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバナン
ス強化の支援を引き続き実施する。

平成27年４月１日の移管実施に向け、引き続き、移管に必要な作業を実施。

平成26年度中にデータベース整備を完了するよう、必要な機能整備及び定期
的なデータ収容の仕組み作りを進める。

－

所管 法人名 科学技術振興機構文部科学省２５Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
平成26年２月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェックリスト
の提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費の不正使
用に対する防止策を強化した。

（委託先機関のガバナンス強化）
委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよう、文
科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホームページ
における情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、各機関の関
係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

06 1
研究機関・大学との契約書に研究不正に関する条項を設け、①研究不正に係る研究費
の返還、②JST全事業への研究者の応募資格の一定期間停止措置などを導入している。

07 － －

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2

・海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務所
について、平成25年７月から、宇宙航空研究開発機構、日本原子力研究開発機構、情
報通信研究機構と共用事務所を借り上げ、平成26年２月までに４法人の共用化を完了
し、借上げ費用の削減を図った。
・文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合において、ベストプラク
ティスの抽出・実行について、契約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の
検討を行い、平成24年１月に取りまとめた検討結果を踏まえて、JSTにおいては、納入
実績情報の共有を行っている。

09 2
JSTの事務・事業を効果的・効率的に行うため、業務フローの見直しを行い、業務シス
テムの構築を進め、自主的な業務改善を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後も、引き続き、業務フローの見直しを行い、業務システムの構築を進
め、自主的な業務改善を図っていく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正
化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金
等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また
場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知す
る。

今後も、引き続き、市場性が低く競争性が確保しにくい研究機器等について
は、法人間で必要に応じて情報交換を行い、予定価格の適正化を図ってい
く。

講ずべき措置

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」
を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバナンス強化
の支援を引き続き実施する。

－

今後の対応方針

－
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・科学研究費助成事業（科研費）において、特別推進研究、基盤研究（S）、若手研究
（S）及び学術創成研究費については、平成25年度に現地調査・ヒアリング・書面・合
議により研究進捗評価及び研究成果の検証を行い、その評価結果についてはホーム
ページにおいて広く公開するとともに、翌年度の配分審査に活用したほか、独立行政
法人科学技術振興機構（JST）に情報提供した。
・特別推進研究については追跡評価を行い、その評価結果についてはホームページに
おいて広く公開したほか、JSTに情報提供した。
・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（S）の新規採択課題等を紹介する「我が
国における学術研究課題の最前線」（平成25年12月）を作成し、JSTをはじめ大学等関
係機関に配布するとともに、ホームページで公開した。
・併せて平成26年度計画の策定に当たり、JSTとの連携強化について記載した。
・具体的には、科研費の成果をJSTの戦略的創造研究推進事業に円滑に繋ぎ、イノベー
ションの素を発掘し育てる仕組みを強化するために、JSTが構築している科研費の成果
等を含むデータベースが平成26年度中に整備完了するよう協力して取り組んでいる。

03 2

・研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理シス
テムを活用するとともに、同システムを通じ、審査結果を他の競争的資金の配分機関
に対して迅速に提供した。
・振興会各種事業の募集要項において、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為が
あった場合は、厳しい措置で対応する旨周知した。
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づ
く報告書を大学等研究機関が作成し文部科学省に提出することを応募要件化し、研究
機関の研究費の管理・監査の体制について報告を求めた。
・科研費等の事業説明会等の場において、実地検査で把握した事例の周知を通じて、
研究者及び研究機関の事務担当者に対して注意喚起を実施した。
・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口の設
置を行った。
・平成26年２月に設置した「科学者の行動規範」に基づく研修プログラム作成協力者
会議において、日本学術会議と連携し研修プログラムを作成している。
・科研費、特別研究員等、一部の資金配分事業では、研究の不正等の防止について研
究者の理解が必要な事項について、交付手続き等の際に、その内容を確認したことを
研究者に明らかにさせるなど、研究者の意識改革の取組を実施した。

左記の取組を含め、今後も研究不正防止策の強化や、受給団体のガバナンス
強化に対する対策を行っていく。

ファンディング機能を有する代表機関として、国からの補助金等を用いて行う資金の助成・給
付業務について、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強化に対する支援を
行う。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

平成26年度中にJSTのデータベースが整備完了するよう協力していく。

講ずべき措置

－

科学技術振興機構との連携を強化する。

所管 法人名 日本学術振興会文部科学省２６Ｎｏ
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２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

科研費の事業説明会を開催し（平成25年度実績：文部科学省との共同開催８回、振興
会単独開催８回、研究機関等からの要望による開催58回）、研究費の不正使用、不正
受給及び研究活動の不正行為の防止策について、助言・注意喚起等を行い、研究者を
含む関係者の意識改革を促進するとともに、文部科学省と連携して実地検査を行い
（平成25年度実績：59機関）、各研究機関の科研費管理体制の実態の把握に努め、管
理体制の改善を要する点等についての検査記録を研究機関と共有し、フォローアップ
を行うこととしている。

05 1

日本学術振興会において定めている各種規程に基づき、研究活動の公正性の確保及び
競争的資金等の適正な管理・運営並びに不正使用等の防止のため、各種事業において
以下の措置を執っている。

【不正使用に対する措置】
預け金や不正受給などの不正使用に対しては、交付した研究費の返還とその不正使用
の程度により以下の応募資格停止措置を設ける
　　・不正使用を行った研究者及び共謀者：１～10年
　　・不正受給を行った研究者：５年
　　・直接関与していないが、善管注意義務に違反した研究者：１～２年

【不正行為に対する措置】
論文データのねつ造等の研究活動に於ける不正行為に対しては、研究費の返還と以下
の応募資格停止措置を設ける
　　・不正行為に関与したと認定された者：２～10年
　　・不正行為に関与していないものの不正行為があった研究に係る論文等の責任を
負う著者：１～３年

06 1

科研費においては研究者向けに研究者用ハンドブックを作成し、交付決定を行った研
究代表者（約８万人）に配付するとともに、研究機関の事務担当者向けに研究機関用
ハンドブックを作成し、各研究機関に配付（約1,800機関）しており、以下の内容を記
載するとともに、ホームページにおいても公開している。
・不正または虚偽による科研費の受給の場合：全額の返還
・受給した科研費の不正な使用の場合：一部又は全額の返還
・不正行為（論文データのねつ造等）があった場合：一部又は全額の返還
なお、科研費のみならず、各種事業の募集要項や実施の手引きにおいて研究費の不正
使用及び研究活動の不正行為があった場合は刑事罰を含め、厳しい措置で対応する旨
記載している。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

07 2

・バンコク研究連絡センターについては、日本学生支援機構タイ事務所と平成22年度
末に共用化について合意し、平成24年３月より事務所の共用を開始し、継続してい
る。
・平成23年４月より宇宙航空研究開発機構バンコク事務所との会議室の共用を開始
し、継続している。
・共同調達の可能性を検討するため、国や他の独法の実施状況について情報を収集し
ている。実施については、コスト縮減の費用対効果を検討・見極めの上で判断する。

08 2

新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務を精査するなど業務フローやコス
トの分析を行い、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう検討を進め、ホームペー
ジ再構築にかかる業務やニューズレター（JSPS Quarterly）作成業務など、業務の一
部について外部委託を推進した。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなど制裁措置の導入を図る。

講ずべき措置

補助金等に係る予算の適正化等に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化
法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等
の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場
合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知す
る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後の対応方針

左記の取組について引き続き対応していく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

左記の取組を踏まえ、今後も適切にフォローアップを行っていくとともに、
受給団体の法令遵守体制の確保のためのガバナンス強化の支援に努める。

－

左記の取組について引き続き対応していく。

講ずべき措置 今後の対応方針

－
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接地域に当所と同様な調達基準・会計
基準を持つ研究開発法人がないため、現時点ではその実施の可能性は低いが、今後引
き続き、法人間での連携強化の可能性を検討する。

03 2

業務フローやコストの分析を行った上で、中期計画に基づき、組織、人事、財務会計
システム及びこれらに共通する情報を一元管理する事務情報基盤システムの高度化・
効率化の作業を進めており、この結果現状の業務の効率化が図られる見込み。した
がって、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に示された手法等による自主的な
業務改善については、一連のシステムの安定稼働後に検討していく。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

講ずべき措置

－

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、法人間での連携強化の可能性を検討する。

引き続き、事務情報基盤システムの高度化・効率化の作業を進めていき、自
主的な業務改善を図っていく。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

所管 法人名 理化学研究所文部科学省２７Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2

・海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務所
については、平成25年7月より、科学技術振興機構、日本原子力研究開発構及び情報通
信研究機構と共用事務所を借り上げ、平成26年2月までに4法人の共用化を完了し、借
上げ費用の削減を図った。
・ワシントン駐在員事務所については、日本原子力研究開発機構のワシントン事務所
と、次期賃貸借契約更新時（平成27年３月）に共用化することとし、具体的な協議を
継続している。
・バンコク駐在員事務所については会議室を、日本学術振興会バンコク事務所と共用
している。
・文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラ
クティスの抽出・実行について、契約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策
の検討を行い、平成24年1月に取りまとめた検討結果を踏まえて、納入実績に係るデー
タベースの運用を開始している。

03 2

・これまでのデータ蓄積を踏まえたプロジェクトコスト管理の手法の標準化、コスト
管理体制の強化などを検討し、新規プロジェクト２件において試行を開始して、将来
に向けた一層のコスト見積精度向上及び契約の適正性確保のための基盤を強化 してい
る。
・適正な契約管理体制について不断の見直しを行うため、主要取引企業との意見交換
を継続するとともに、関係組織の調査や組織横断的な調達改革検討チームを編成し、
調達プロセスの一層の改善を検討している。
・広報普及支援業務等への市場化テスト導入を決定しており、自主的な業務改善に努
めている。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、左記の施策を着実に進めていくとともに、法人間の連携強化等に
努め、業務の最適化をはかる。

今後の対応方針

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

講ずべき措置

引き続き、左記の施策を着実に進めていくとともに、機構内業務の不断の見
直しを継続し、自主的な業務改善に努める。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする

講ずべき措置 今後の対応方針

－

所管 法人名 宇宙航空研究開発機構文部科学省２８Ｎｏ

該当なし

46



（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

（不正防止策の強化）
平成24年の会計検査院の検査において、スポーツ団体による助成金が指摘されたこと
等を踏まえ、不正防止策を強化するため、以下の取組を実施した。
・不正の抑止効果を高めるため、不正を起こした団体の助成対象者からの除外期間を
「１～２年」から「１～５年」に長期間化（平成25年度～）
・助成制度の遵守や会計・経理の概要について、助成事業者の意識・知識の向上を図
るため、「助成金を受ける団体の心得」を配布（平成25年７月）
・監査業務の外部専門家への委託の拡充（平成24年度：50団体→平成25年度：150団
体）
・助成金募集説明会と併せて、会計処理の研修会も実施（平成25年度～）
・助成事業における支払処理は原則、銀行振込とすることを徹底し、特に謝金・賃金
等の現金取引を助成対象外とする。

また、平成25年３月に発覚した全日本柔道連盟による助成金の不適切な受給を踏ま
え、上記に加えて、以下の取組を実施した。
・助成金の交付決定時・実績報告時の審査や実態調査を適切かつ効率的に実施できる
よう助成事業の事務処理体制を強化
平成25年４月：１課４係の26名体制　→平成26年４月：２課５係の34名体制

（受給団体のガバナンスの強化に対する支援）
ガバナンス強化の支援については、スポーツ振興くじ助成において、平成23年度から
「スポーツ団体ガバナンス強化事業」を実施し、競技団体の法律・経営面についての
課題等に対する指導・助言や統治・統制に関する研修会を実施する事業などに対し、
経費の一部を助成しているところである。
また、平成26年度より法人内部にスポーツ・インテグリティ（スポーツの価値、ス
ポーツにおける高潔性及び完全性）全体の保護に向けて、「スポーツ・インテグリ
ティ・ユニット」を設置し、本ユニットにおいて、助成の受給団体のガバナンス強化
への支援の在り方について、検討を開始したところである。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

03 2

（交付後の調査の的確な実施）
交付後の調査については、従前より交付対象年度の翌年度に、助成金を交付した団体
の中から、調査対象団体を抽出して実施しているところである。その際、助成事業者
の助成金の執行を専門的かつ十分に調査するため、一部の団体に対する調査を外部専
門家（監査法人）へ委託している。
平成24年の会計検査院の検査において、スポーツ団体による助成金が指摘されたこと
等を踏まえ、不正受給、不正使用を防ぐため、平成25年度より、その委託件数を大幅
に拡充した。
なお、調査により不適切な会計処理が確認された団体については、適正な執行に向け
ての改善方策の提出を求め、是正内容を確認した。
　平成24年度調査実施数　　　188団体　うち外部専門家実施　 50団体
　平成25年度調査実施数　　　241団体　うち外部専門家実施　150団体
　平成26年度調査実施予定数　264団体　うち外部専門家実施　150団体

（法令順守体制の確保のためのガバナンス強化の支援）
 ガバナンス強化の支援については、スポーツ振興くじ助成において、平成23年度から
「スポーツ団体ガバナンス強化事業」を実施し、競技団体の法律・経営面についての
課題等に対する指導・助言や統治・統制に関する研修会を実施する事業などに対し、
経費の一部を助成しているところである。
また、平成26年度より法人内部にスポーツ・インテグリティ（スポーツの価値、ス
ポーツにおける高潔性及び完全性）全体の保護に向けて、「スポーツ・インテグリ
ティ・ユニット」を設置し、本ユニットにおいて、助成の受給団体のガバナンス強化
への支援の在り方について、検討を開始したところである。

今後の対応方針

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

今後の対応方針講ずべき措置

中期目標管理型の法人とする。 －

引き続き左記の取組により、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガ
バナンスの強化に対する支援を行う。

国からの運営費交付金や民間からの資金等を用いて行う資金の助成・給付業務について、不正
防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンスの強化に対する支援を行う。

引き続き左記の取り組みにより、交付後の調査を的確に実施するとともに、
受給団団体の法令遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

講ずべき措置

所管 法人名 日本スポーツ振興センター文部科学省２９Ｎｏ
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04 1
従前より、「１～２年」の資格停止措置を交付実施要領に規定していたが、平成25年
度より、不正の抑止効果を高めるため、資格停止期間を「１～５年」に長期間化を
図った。

05 1

平成25年７月に、左記の内容などを記載したパンフレット「助成金を受ける団体の心
得」を作成し、平成25年度の助成団体へ配布した。
また、当該パンフレットをHPに掲載するとともに、平成25年11月～12月、平成26年度
の助成事業に関する募集説明会と合わせて開催した会計処理の研修会においてその内
容を説明し、各団体への周知徹底を図った。
なお、平成26年度の助成団体には、平成26年４月に、交付決定（内定）の通知とあわ
せて、配布。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

06 3

他法人との共同調達及び間接業務の共同実施の実績はない。
（参考）
法人内では、従来からコピー用紙、トイレットペーパーについては一括して単価契約
を実施しており、平成26年度からは、文房具についても実施した（東京都内分）。

07 2

既に、スポーツ施設における包括的業務委託（民間競争入札）の実施や業務量を勘案
した配置人員見直し等、民間委託等による業務改善を推進している。
また、「業務フロー・コスト分析」を行なった業務について、得られた結果をもとに
一部定型業務の民間委託の試行・検証を行うなど、検討を行っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

効果を検証し、引き続き業務改善を図る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金適正
化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金
等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また
場合によっては刑事罰が科されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

国及び他法人の取組や検討状況を踏まえ、検討していきたい。
各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

－

－

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格停止するなどの制裁措置の導入を図る。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2 項目04～07のとおり。

03 2

「留学生30万人計画実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会 報告
書」（平成26年７月31日）の趣旨を踏まえ、文部科学省内で経済性を勘案しつつ検討
した結果、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）の保有する国際
交流会館等の活用方策については以下の通りとする。

１．東京国際交流館及び兵庫国際交流会館は、機構が引き続き保有し、収支改善を図
りつつ、国際交流の拠点として活用する。

２．上記１．以外の国際交流会館(札幌国際交流会館、金沢国際交流会館、福岡国際交
流会館、大分国際交流会館)については、これまでどおり地方公共団体や大学等との売
却交渉を進める。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 3

・民間資金調達等委員会に外部有識者を加え資金計画を審議する、または新規の委員
会を設置する等、リスク管理のための体制整備を検討中。平成27年度から実施予定。
・業務方法書等の内部規程については、平成26年度末までに改正予定。
・独法評価委員会での資金計画の審議について引き続き検討する。

05 1
・業務執行部内から独立した監査室を設置し、内部監査を実施している。
・「内部監査規程」を制定し、内部監査体制を定めている。
・監事のうち１名は常勤としている。

06 3
平成27年度に実施する外部専門家等による研修の実施方針を、平成26年度末までに策
定予定。

07 1
・財務諸表（附属明細書）において、奨学金貸与事業、留学生支援事業、学生生活支
援事業、法人共通の区分により、セグメント情報を開示。
・独立行政法人日本学生支援機構法において、秘密保持義務及び罰則について規定。

08 2

・借り上げ宿舎支援事業について、事業終了後は事業実施規程第11条及び募集要項記
載の「支援金の収支報告」に基づいて収支簿を提出させることにより、適正に運用さ
れているかどうかを確認している。
・平成25年度に策定した経理書類調査計画をもとに、前年度に支援金を交付した大学
等の一部を無作為に抽出し、毎年度、本事業に係る経理書類（帳簿、証憑書類）を提
出させて調査を実施するとともに、給付金の取扱等に関するQ&Aを充実させた上で公開
すること等により交付した大学等における適正処理を促す取組を実施している。

09 3
借り上げ宿舎支援事業実施規程第13条及び募集要項第８条において、交付決定の取消
や、支援金の返還について定めている。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

引き続き策定した経理書類調査計画に基づき大学等を無作為に抽出し、経理
書類の調査を適切に実施することにより不正受給や不正使用の防止に努め
る。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

不正受給等に対する募集停止基準の導入等について検討する。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

－

－

１．東京国際交流館及び兵庫国際交流会館は、機構が引き続き保有し、収支
改善を図りつつ、国際交流の拠点として活用する。

２．上記１．以外の国際交流会館(札幌国際交流会館、金沢国際交流会館、福
岡国際交流会館、大分国際交流会館)については、これまでどおり地方公共団
体や大学等との売却交渉を進める。

現在、売却見込みの立っていない国際交流会館等については、留学生交流の場としての活用も
含め、経済性を勘案しつつ総合的に処理方針を検討し、平成26年夏までに結論を得る。

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充する
こととし、その実施方針を策定する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行う
金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

平成27年度の外部専門家等による研修の実施に向けて、平成26年度末までに
実施方針を策定。

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等によ
り構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管理状
況を専門的に点検する。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

平成27年度から法人のリスク管理状況を専門的に点検するため、規程の整
備、委員会の設置等を行う。

－

－

所管 法人名 日本学生支援機構文部科学省３０Ｎｏ
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

10 2

・タイ事務所については、日本学術振興会バンコク研究連絡センターと事務所の共用
を実施している。
・保有する国際交流会館のうち合築施設（札幌（北海道札幌市）、金沢（石川県金沢
市）及び福岡（福岡県福岡市）の国際交流会館）及び事務所を共有する駒場事務所
（東京都目黒区）においては、地方公共団体等と共同で施設の管理運営委託を実施し
ている。
・大学入試センターとコピー用紙の共同調達を実施している。

11 2

奨学金の返還金回収業務について、平成24年度に官民競争入札等監理委員会が示す業
務フロー・コスト分析を実施した。業務フロー・コスト分析の結果を踏まえ、「個人
信用情報機関への登録処理」については、将来の要処理件数の増大に対応できるよ
う、平成26年３月に業務の標準化及び情報システムの改善を行った。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き自主的な業務改善を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

他機関と共同調達等が可能な案件があれば実施を検討する等、引き続き業務
の最適化を図る。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3
連絡会（理事級）を１月より３回開催したのち、「防災科研・海洋機構連携推進協議
会」（理事級）設置を決定し、協議会を開催している。また、協議会の下にＷＧを設
置し、これまで２回開催し、同システムの移管について調整を進めている。

03 2
両機関に精通する有識者を当機構の招聘上席技術研究員及び防災科学技術研究所の客
員研究員として迎え、両機関の研究協力の具体的アドバイスなどを通じて連携強化を
図っている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3

研究開発8法人による納入実績データベースの運用は平成23年度から実施している。
（なお、データベースを予定価格の作成等に関して参考にしているものの、共同調達
については納入時期等のタイミングが一致しないこともあり、現在まで実績はな
い。）また、当機構本部近辺の２つの国立大学法人（横浜国立大学、東京海洋大学）
に対し、共同調達の実施に向けた検討を進めている。

05 2

当機構はこれまでに業務フローの見直しの一環として、「間接業務アウトソーシング
余地調査」を実施しており、その結果を受けた一部業務の民間委託実績がある。ま
た、所内基幹システムのIT化を推進し、効率化を実現した。
また、業務の効率化を目指し、報道課を経営企画部から広報部へと再編するととも
に、複数部署に分散していた人事管理機能を人事部に集約することで統合化、合理化
を図った。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後も業務量の調査やヒアリング等を行い、業務の合理化、効率化を図って
いく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

両国立大学法人（横浜国立大学、東京海洋大学）からは、共同調達を行う品
目等を精査していくこととしており、引き続き検討作業・協議を継続する。

今後の対応方針

防災・減災分野における両機関の連携を一層強化するため、連携研究協定を
平成26年度中を目途に締結する。また、人事交流等についても引き続き促進
する。

今後も引き続き防災科研・海洋機構連携協議会及びＷＧを通じて移管に向け
た調整を進める。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

南海トラフ海域において本法人が整備を進めている地震・津波観測監視システム（DONET）に
ついて、その整備が終了した際には、同システムを防災科学技術研究所に移管する。

防災・減災分野における防災科学技術研究所との人事交流を促進するなど、同研究所との連携
をより一層強化する。

所管 法人名 海洋研究開発機構文部科学省３１Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2
各高専において、近隣の国立大学法人等と調整し、トイレットペーパーや文房具など
の消耗品や宿舎管理業務等の共同調達を実施するなど、業務実施における連携強化及
び効率化・合理化を進めている。

03 2

業務フローやコスト等の分析を行った結果、警備、清掃等の業務については外部委託
を行っているほか、経費効率化の観点から、給与業務の一部についてアウトソーシン
グを行っている。また、複数年度契約、共同調達方式や総合評価方式の導入を行うこ
とで契約の効率化を図っている。

講ずべき措置

国や他法人等の事例を参考にしつつ、継続して検討を行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

引き続き共同調達等業務の連携について検討しつつ、業務の効率化・合理化
を推進していくこととしている。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 国立高等専門学校機構文部科学省３２Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3
統合時期は平成28年４月１日を予定。統合に必要な検討・準備等所要の作業のため、
一定の期間が必要。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

07

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2

・学術総合センター内に設置するサテライトオフィス（竹橋）においては、同セン
ター内にオフィスを設置する法人間により、消耗品の共同調達、清掃及び廃棄物処理
業務、建物管理業務等の共同実施を行っている。
・本部（小平）においては、同じ敷地内の国立大学法人との間において、構内警備業
務について共同実施を進めている。

04 2

コスト分析等を行い、これまでに建物施設管理等の業務を民間委託するなど、自主的
な業務改善に努めている。また、事務系職員において、評価事業部の業務量の変動に
伴う改組を行い、職員の配置換を行うなど、業務量に対応した組織の見直し、人員の
適正配置を実施した。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

・共同調達や間接業務の共同実施については、スケールメリットや業務の効
率化に配慮しつつ、引き続きその検討を行う。
・また、今後予定されている法人統合により、間接部門の組織の合理化を図
ることで、全体としての業務の最適化が見込まれる。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

コスト分析等を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務
改善に努めるとともに、機構の各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて
組織の見直しを行うとともに、人員の適正配置を実施する。その際、管理業
務について、集約化やアウトソーシングの活用などにより、法人全体として
管理部門をスリム化することについて検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

平成28年４月１日の統合に向けた検討・準備を進めていく。

所管 法人名 大学評価･学位授与機構文部科学省３３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3
統合時期は平成28年４月１日を予定。統合に必要な検討・準備等所要の作業のため、
一定の期間が必要。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

02 2

施設費交付事業に係る交付後の調査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律に基づく実績報告を各国立大学法人等から受け取った後、額の確定までの間に実
施している。
また、当該交付事業が当初の目的どおりに実施又は完了し、適切に機能しているかを
確認することを目的とした現地調査についても例年実施している。
ガバナンス強化の支援は、法令遵守について、毎年度当初に発出する事務連絡や、文
部科学省主催の国立大学法人等の施設担当部課長を対象とした会議等において周知
し、受給団体の法令遵守体制の確保に努めている。

03 3
施設費交付事業は、国の施設整備事業を補完する国立大学法人の基盤的経費の一つで
ある特性に鑑み、どのような措置が可能か慎重な判断が必要なことから、担当者レベ
ルで検討を行っている。

04 1

施設費交付事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律が準用
されること、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした
者には、交付の取消しや返還命令が行われること、また場合によっては刑事罰が課さ
れることについて、施設交付事業の手引きや年度当初に発出している事務連絡等を通
じて、周知徹底を図っている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

05 2
一部の消耗品、清掃及び廃棄物処理業務等については、法人が所在する建物を区分所
有する４機関による共同調達を行っている。

06 2

業務量に応じた組織の見直し、人員の適正配置を行うことにより、人件費の抑制を
図っている。また、法人職員数を考慮し、専門的知識を要し業務量が多いもの（貸付
事業における登記手続、決算作業補助等）については、コストの分析の結果、民間委
託を行っている。

不正受給、不正使用を防ぐため、引き続き、交付後の現地調査を実施してい
くとともに、各法人への周知徹底により受給団体の法令遵守体制の確保に努
めていく。

施設費交付事業の特性を踏まえ、引き続き検討していく。

－

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後の対応方針

・共同調達や間接業務の共同実施については、業務の効率化に配慮しつつ、
引き続きその検討を行う。
・今後予定されている法人統合により、間接部門の組織の合理化を図ること
で、全体としての業務の最適化が見込まれる。

補助金等に係る予算の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化
法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等
の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場
合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知す
る。

今後も、民間委託を含めた自主的な業務改善を図っていくとともに、法人統
合による間接部門の組織の合理化を図ることで、全体としての業務の最適化
が見込まれる。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなど制裁措置の導入を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

今後の対応方針

平成28年４月１日の統合に向けた検討・準備を進めていく。

講ずべき措置

２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

所管 法人名 国立大学財務・経営センター文部科学省３４Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・「日本原子力研究開発機構の改革の基本的方向」（平成25年8月文部科学省日本原子
力研究開発機構改革本部）を受け、同年9月に「日本原子力研究開発機構の改革計画」
を策定し、平成25年10月から１年間を集中改革期間と定めて安全を最優先とする組織
への改革を実施しているところ。
・特に、理事長を中心としたトップマネジメントのもと、安全統括機能等を強化する
ため、理事長直轄の「もんじゅ安全・改革本部」を設置し、「もんじゅ」の重要事項
等について理事長が直接指示をする体制を構築。具体的な取組としては、理事長が陣
頭指揮を執り、原則毎週「もんじゅ」でもんじゅ安全・改革本部会議を開催（平成26
年７月末時点で32回開催）するとともに理事長自ら職員との直接対話を実施（平成26
年７月末時点で25回実施）するなど、理事長の方針の現場への浸透に努めている。ま
た、40名の保守管理等のプロフェッショナルを他の事業所等から「もんじゅ」へ投入
するとともに22名の実務経験者を新規採用（平成26年４月完了）するなど人員増加等
運営管理体制を強化。さらに、14名の電力会社からの指導的技術者を受け入れる（平
成26年４月完了）とともに5名の原子力機構職員を発電所へ派遣（平成26年７月末時
点）するなど発電所の運営管理に関する知見の活用のための取組等を実施している。
・併せて組織の再編及び業務運営の見直しを行うことで、事業ごとに組織を大括り
し、課題解決を行う組織に見直しをしているところ。さらに、原子力機構の使命を再
確認するとともにそれに伴う業務の重点化を進めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2

・海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務所
については情報通信研究機構との共用化（平成23年４月）に続き、宇宙航空研究開発
機構及び科学技術振興機構と事務所共用化の準備を進め、平成25年７月から共用事務
所を借り上げ、平成26年２月までに４法人の共用化を完了し、借上げ費用の削減を
図った。
・ワシントン駐在員事務所については、宇宙航空研究開発機構のワシントン事務所
と、次期賃貸借契約更新時（平成27年３月）に共用化することとし、具体的な協議を
継続している。

04 2
公共サービス改革基本方針により事業選定された業務については、原子力機構内にお
いて業務フローの分析を実施し、その結果等を踏まえて仕様内容等を見直し、更なる
競争性、経済性及びサービスの質の向上について努めている。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化
し、共同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事
業部門への振り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

ワシントン事務所については、宇宙航空研究開発機構と現契約更新時(平成27
年３月）に共用化することとし、具体的な協議を継続している。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係
る手引き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等に
より業務フローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主
的な業務改善を図る。

講ずべき措置

講ずべき措置

公共サービス改革基本方針により事業選定された業務については、更なる競
争性、経済性及びサービスの質の向上を確保できるよう努める。

今後の対応方針

今後の対応方針

安全の絶えざる向上を求めつつ、原子力研究開発機関として課題解決を行う組織に改
めるため、高速増殖原型炉もんじゅの運転管理体制の改革、業務の重点化など、組織
体制及び業務の抜本的な改革を進める。

－

今後の対応方針講ずべき措置

日本原子力研究開発機構の改革計画に基づく取組を着実に実施し、集中改革
期間（平成25年10月～平成26年９月）の成果を取りまとめる。本成果につい
ては、外部委員による検証を受ける。

研究開発型の法人とする。

所管 法人名 日本原子力研究開発機構文部科学省３５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1

・法人の統合については、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律が第
186回通常国会において、平成26年５月14日成立、５月21日公布。
・統合後の法人を研究開発型の法人とすることについては、独立行政法人通則法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が第186回通常国会におい
て、平成26年６月６日成立、６月13日公布。
・統合の実施時期は平成27年４月１日を予定。

02 1

・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月23
日成立、５月30日公布。
・独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律が第186回通常国会において、
平成26年５月14日成立、５月21日公布。

03 3

・栄養表示に関する収去試験については、従前、登録検査機関では実施できなかった
ところ、食品表示法の改正（平成25年６月28日公布）により、食品表示法施行後は登
録検査機関でも実施できるようになる。
（注）食品表示法の施行は、公布日から起算して２年を超えない範囲において政令で
定める日からとなっている。
・食品表示の具体的ルールは食品表示法に基づく食品表示基準に規定されるため、収
去の在り方については、食品表示基準の内容を踏まえて検討する必要がある。
・なお、食品表示基準については本年７月よりパブリックコメント手続を行い、その
後、消費者委員会への諮問及び各省協議を経て、食品表示法と合わせて来年６月まで
に施行する予定である。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3
・独立行政法人医薬基盤研究所との統合にあたり事務の効率化を実施し、間接部門の
職員の削減を行う。
・統合後の調達については、可能な限り共同調達できるよう、検討を行う。

05 2
健康増進法に基づく、国民健康・栄養調査の集計業務に係るデータ入力業務につい
て、コスト分析を行い外部委託を行っている。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

・間接部門の職員の削減については平成27年４月１日の統合に向けて調整を
行う。
・共同調達については、統合後の法人の間接部門のあり方も踏まえながら、
検討を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後、他の業務についてもコスト等を勘案して出来る限り外部委託を実施す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

医療分野の研究開発に係るファンディング機能を集約して一元的な研究管理を行う独立行政法
人日本医療研究開発機構（仮称）の設立に当たっては、日本再興戦略（平成25年６月14日閣議
決定）において、「スクラップアンドビルド原則に基づき行うこととし、公的部門の肥大化は
行わない」とされていることを踏まえ、当該法人の設立に伴う法人数１の増は、上記２法人の
統合による法人数１の減をもって充てる。

－

国立健康・栄養研究所による栄養表示に関する収去試験の実施は、今後、食品表示法に基づく
民間の登録検査機関による実施状況に応じて、縮小する。

食品表示基準の内容等を踏まえた検討が必要と考えているが、収去試験にお
いては、栄養成分の分析の精度が確保されることが重要であることから、国
立健康・栄養研究所が行う収去試験に係る分析については、①既存の分析方
法では対応困難な食品（特殊な前処理が必要な食品等）に係るもの、②公平
性・真正性が必要とされる、登録検査機関間の分析精度管理のための定期的
な分析に係るものに重点化することを検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 国立健康・栄養研究所厚生労働省３６Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1

・法人の統合については、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律が第
186回通常国会において、平成26年５月14日成立、５月21日公布。
・統合後の法人を研究開発型の法人とすることについては、独立行政法人通則法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が第186回通常国会におい
て、平成26年６月６日成立、６月13日公布。
・統合の実施時期は平成27年４月１日を予定。

02 1

・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月23
日成立、５月30日公布。
・独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律が第186回通常国会において、
平成26年５月14日成立、５月21日公布。

03 2

・所要の人員も含め両業務を移管する。
・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月23
日成立、５月30日公布。（当該法律で両業務を移管）
・平成27年４月１日の日本医療研究開発機構の発足に向け、移管に必要な作業を実施
中。

04 3
希少疾病用医薬品等開発振興事業の充実・強化を図るため、平成27年度概算予算要求
額を調整中。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2
毎年度会計実地調査を行い、調査時に受給団体の規程や体制を確認し、必要に応じて
指導・助言するなど支援に努めている。

06 1
申請要領及び契約書において、不正受給、不正使用を行った場合の委託費の停止・返
還・違約金及び不正受給等に係る報告・調査に係る措置について規定している。

07 1
研究プロジェクト申請要領や募集要項に記載し、研究者及び研究機関に対し周知して
いる。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3
・独立行政法人国立健康・栄養研究所との統合にあたり事務の効率化を実施し、間接
部門の職員の削減を行う。
・統合後の調達については、可能な限り共同調達できるよう、検討を行う。

09 3 コスト等を勘案し、民間委託等を含めた業務改善について検討を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き検討を行う。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

今後も引き続き調査を的確に実施し、受給団体のガバナンス強化の支援に努
める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、ま
た場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知
する。

－

－

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

・間接部門の職員の削減については平成27年４月１日の統合に向けて調整を
行う。
・共同調達については、統合後の法人の間接部門のあり方も踏まえながら、
検討を行う。

医療分野の研究開発に係るファンディング機能を集約して一元的な研究管理を行う独立行政法
人日本医療研究開発機構（仮称）の設立に当たっては、日本再興戦略（平成25年６月14日閣議
決定）において、「スクラップアンドビルド原則に基づき行うこととし、公的部門の肥大化は
行わない」とされていることを踏まえ、当該法人の設立に伴う法人数１の増は、上記２法人の
統合による法人数１の減をもって充てる。

－

医薬基盤研究所がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能及び創
薬支援業務は、所要の人員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。

平成27年４月１日の移管実施に向け、引き続き、移管に必要な作業を実施。

希少疾病用医薬品等開発振興事業については、健康・医療戦略（平成25年６月14日関係大臣申
合せ）において、「希少疾病用医薬品・医療機器の指定制度・助成金や専門的な指導・助言体
制の充実・強化を行う」とされたことを踏まえ、上記２法人の統合後の法人において、その充
実・強化を図る。

予算要求の調整中であり、平成26年８月末までに平成27年度概算要求額を決
定予定。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 医薬基盤研究所厚生労働省３７Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3
・独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合
し、中期目標管理型の法人とする。
・実施時期は平成28年４月１日を予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3

現在、他法人との共同調達や間接業務の共同実施は行っていないが、一般競争入札の
徹底・一者応札の改善等競争性を確保するための取組により、コスト縮減を図ってい
る。また、平成28年４月に統合を予定している労働者健康福祉機構との間では、統合
に先立ち、両法人が有する研究や臨床に関するノウハウを活用した研究の実施など、
業務の最適化に資する連携を図っている。

03 3
自主的な業務改善により経費削減を図っているところであるが、「業務フロー・コス
ト分析に係る手引き」に基づく分析を行い、その結果を踏まえた更なる業務改善を図
ることとしている。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

他法人との共同調達や間接業務の共同実施については、平成28年４月を予定
している法人統合に向けた検討において継続的に検討することとする。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

左記により自主的な業務改善を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

・両法人の統合に伴い必要となる独立行政法人労働安全衛生総合研究所法・
独立行政法人労働者健康福祉機構法の改廃や、それぞれの政省令について必
要な改廃に向けた準備を進める。
・その他、統合に必要な手続き（中期目標・中期計画の見直し、業務方法書
の整備、予算要求、税制改正要望、組織要求及び内部規程の整備等）を行
う。
・研究関係については、連携可能な研究テーマについて検討を行う。

所管 法人名 労働安全衛生総合研究所厚生労働省３８Ｎｏ

該当なし

58



（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3
・独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合
し、中期目標管理型の法人とする。
・実施時期は平成28年４月１日を予定。

02 2

・国が委託事業により実施している産業保健支援に関する事業（地域産業保健事業、
メンタルヘルス対策支援事業）及び化学物質の有害性調査（日本バイオアッセイ研究
センター事業、以下「バイオ事業」という。平成26年度委託先：中央労働災害防止協
会）については、統合法人の業務として実施する。
・産業保健推進センター事業については、平成26年度より、産業保健支援に関する事
業（地域産業保健事業、メンタルヘルス対策支援事業）と一元化して組織・予算の徹
底した合理化を図るとともに、従前の「ブロック化」の方針を見直し、各都道府県に
産業保健総合支援センターを設置したところ。これにより、平成26年度時点で、常勤
職員17名、非常勤職員119名の削減を達成した。また、平成26年度予算についても、３
事業合計で対前年度比３億円の削減となっている。

03 2

・独立行政法人労働者健康福祉機構第３期中期目標（平成26年４月～）において、
「内部統制の充実・強化」を指示するとともに、独立行政法人労働者健康福祉機構第
３期中期計画（同）において、「業務の有効性及び効率化、法令等の遵守、資産の保
全、財務報告の信頼性の４つの目的に資するための充実・強化を図る。」こととされ
た。
・さらに、労災病院の経営改善に向けた具体的な対応として、
①平成28年度を目途とした繰越欠損金の解消計画の策定
②平成26年度事業分より個別病院単位の財務関係書類の作成
③他法人の事例を参考とした取組
等に取り組むこととしている。
また、平成26年度からの取組みとして、
①内部監査機能として理事長直轄の組織である内部監査室を設置し、監査機能を強
化。
②監事による監査においては、会計経理の適正化等の監査に加え、病院幹部のガバナ
ンス強化の発揮状況等の視点に着目し、次の項目について監査を実施。
 ア)中期計画及び年度計画に対する病院幹部の認識・職員への周知徹底
 イ)病院の運営方針、課題の周知状況
③各労災病院の監査回数を増加し、従来３年に１回のサイクルで実施してきたところ
を、平成26年度以降は２年に１回のサイクルで実施。
④経営監を民間から招聘し、理事会、経営改善推進会議への出席等を通じて、民間経
営の視点から経営改善に関する指導・助言を受ける体制の整備。
⑤経営改善推進会議を従来の原則月１回から、月２回に増やすことにより、より多く
の経営課題について対策を講じるとともに、各労災病院からの経営状況の報告に基づ
き、きめ細かいフォローアップを早期に実施。
等に取り組んでいる。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

国が委託事業として実施している産業保健支援に関する事業及び化学物質の有害性調査（日本
バイオアッセイ研究センター事業）については、統合法人の業務として集約し、一元的に実施
する。このため、産業保健推進センター事業に係る従前の「ブロック化」の方針を見直すとと
もに、関連する組織・予算の徹底した合理化を行う。

・バイオ事業については、統合法人発足の平成28年４月（予定）より、統合
法人の業務として実施する予定。
・バイオ事業の統合法人への移管に伴い、統合法人へ移管する人員について
は、組織の合理化を図るため、現行人員（27名）から３名削減し、24名とす
ることを予定している。
・国有財産である日本バイオアッセイ研究センター施設の取扱いについて
は、関係省庁と協議する予定。
・産業保健支援に関する事業については、既に合理化を図ったところであ
り、引き続き、一層の効率化に努める。

労災病院については、法人本部が各病院の運営実態を的確に把握し、内部統制が有効に機能す
る体制を構築するとともに、その実効性を検証しながら、信頼性ある病院運営・指導体制の確
立に努める。

・左記の取組の実効性を検証しながら、引き続き、信頼性のある病院経営に
努める。
・統合時に独立行政法人労働者健康福祉機構中期目標・中期計画を見直す際
にも、同旨内容を盛り込む。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

・両法人の統合に伴い必要となる独立行政法人労働安全衛生総合研究所法・
独立行政法人労働者健康福祉機構法の改廃や、それぞれの政省令について必
要な改廃に向けた準備を進める。
・その他、統合に必要な手続き（中期目標・中期計画の見直し、業務方法書
の整備、予算要求、税制改正要望、組織要求及び内部規程の整備等）を行
う。
・研究関係については、連携可能な研究テーマについて検討を行う。

所管 法人名 労働者健康福祉機構厚生労働省３９Ｎｏ

該当なし
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2

独立行政法人労働者健康福祉機構第３期中期目標（平成26年４月～）において、「独
立行政法人国立病院機構の取組事例を積極的に取り入れた上で経営改善を進めるもの
とし、同機構との人材交流などを図ることについて検討すること、また、同機構を始
めとする他法人との連携をより推進し、業務運営の効率化・財務内容の改善を図るこ
と」とされたことを踏まえ、以下の取組みを実施。
① 国立病院機構との人材交流の一環として研修の相互参加を実施し、両法人間で研修
の効果的活用に取り組む。
② 国立病院機構との連携強化を図り、高額医療機器の共同購入等を推進することによ
り支出削減に努める。
③ 新医薬品の開発促進に資するために、国立病院機構との連携強化を図り治験の共同
実施に取り組む。
④ 業務運営の効率化・財務内容の改善を図るため国立病院機構との連携を進めつつ、
他法人との連携についても検討を行う。

05 3
情報システム共通基盤（プラットフォーム）の構築及び運用・保守業務、事業統計シ
ステムソフトウェア運用・保守業務及びグループウェアシステム運用・保守業務につ
いて民間競争入札の実施に向けて準備中。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、他法人との連携に取り組む。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

情報システム共通基盤（プラットフォーム）保守業務については平成28年12
月、事業統計システムソフトウェア運用・保守業務及びグループウェアシス
テム運用・保守業務については平成28年７月を目途に入札公告し、平成30年
４月から落札者による事業を実施する。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

以下の資産運用に関する事項について見直しを実施する。
(1)外部有識者による資産運用業務に対するチェック機能及びリスク管理機能を強化す
るため、資産運用委員会（仮称）を設置する。
(2)実効性あるリスク管理を図るため、退職金共済事業における資産の合同運用を行う
ことができることとする。

03 3

以下の事務・事業の見直し等を実施する。
(1)住基ネットを活用することにより、未請求退職金発生防止対策を強化する。
(2)特定業種退職金共済制度における退職金の不支給期間（現在は24ヶ月）の短縮を行
うことにより、短期離職者対策を強化する。
(3)従業員が転職した場合等の掛金納付月数の通算に係る申出期間を２年から３年へ延
長する。
(4)従業員が特定業種間又は特定業種と一般の中退共の間を移動した場合における退職
金の通算に係る上限を撤廃し、全額を移動後の退職金に通算できるようにする。
(5)中小企業者でなくなったことを理由として退職金共済契約を解除される事業主に係
る資産を確定拠出年金制度へ移換することを可能とするとともに、特定退職金共済団
体の資産を中小企業退職金共済へ移換することを認める。
(6)上記(3)～(5)における事務・事業の見直しを踏まえ、事務費に係る国庫補助の縮減
を図る。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 3
平成27年４月１日を目途に、金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を
整備するとともに、外部有識者等により構成される統合的なリスク管理のための委員
会等を設置する方向で検討中。

05 2
平成27年４月１日を目途に、業務執行やリスク管理を監視する内部組織を設置する方
向で検討中。
（なお、監事のうち１名は既に常勤となっている。）

06 1
対応済み
（毎年、研修計画を作成している。）

07 1
対応済み
（業務毎に設けられた勘定別に財務諸表等を公表しており、また、守秘義務等の規定
は中小企業退職金共済法において規定されている。）

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3
退職金共済事業という業務の特質を踏まえれば、共同調達や間接業務の共同実施を広
く行うことは困難であるが、可能なものについて業務実施の連携を図ることとする。

09 3
「業務フロー・コスト分析に係る手引き」も踏まえ、事務・事業の見直しを行い、民
間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

平成27年４月１日までの実施に向けて、必要な検討を行うこととする。

中小企業退職金共済事業について、未請求退職金発生防止及び短期離職者対策の強化に加え、
転職した際の退職金の通算措置期間の延長等を通じた事務の効率化を進め、当該事業における
事務費の国庫補助の縮減を図る。

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充する
こととし、その実施方針を策定する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行う
金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き事務・事業の見直しを行い、可能なものについては適宜実施する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

自主的な業務改善について、可能なものについては適宜実施する。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

－

－

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図
る。特に、中小企業退職金共済事業における資産の運用実績を踏まえ、実効性あるリスク管理
体制を整備する。

・左記の実施時期は、平成28年４月１日を予定。
・左記見直しに向けた所要の調整を行う。

・左記の実施時期は、平成28年４月１日を予定。
・左記見直しに向けた所要の調整を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等によ
り構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管理状
況を専門的に点検する。

平成27年４月１日までの実施に向けて、必要な検討を行うこととする。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

所管 法人名 勤労者退職金共済機構厚生労働省４０Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）・ポリテクカレッジ（職業能力開
発大学校・短期大学校）は、本法人が引き続き運営する。
・企業等のニーズに応えた訓練コースの設定を行い、PDCAサイクルによる訓練コース
の見直しを実施（毎年度）し、訓練コースの見直し結果を公表する。
・各施設の定員充足率の向上を図るためのプロジェクトを本部求職者支援訓練部に設
置し、定員充足率の向上に取り組み、経年的に定員充足率が低調なものについて、訓
練定員の見直し等を行っても改善に至らない場合は、統廃合を含めて検討する。（平
成29年度までに見直し・検討を実施（第３期中期目標））

03 2

・借り上げ施設の解消を中心に、可能な限り各地方施設の集約化を進めているところ
であり、平成26年４月までに３カ所措置済。本年度中に20カ所程度の集約化を推進す
る。これにより、27年度においては借料等を対平成26年度比0.9億円程度削減予定であ
る。
・また、施設の集約化と併せ、平成27年４月より、地方組織を各都道府県単位で一元
化することにより、高齢・障害・求職者等への専門的な支援機能は維持しつつも、地
方組織の間接部門の人員の合理化を図る。
・旧高障・旧能開の２つのシステムが併存していた管理系システムについては、平成
26年度末に統合を完了する予定。（システム統合効果は、0.2億円程度のランニングコ
スト減と見込む。）

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・授業料については、既に国立大学校並みとしているほか、事業主側から適正な負担
を求めている。
・自己収入は、既に授業料や学生寮の収入がある。
・平成24年度に新設された職業能力開発総合大学の総合課程では、より高度な知識・
技術・技能を習得した生産技術者の育成を目指しており、その総合課程を通じて蓄積
されたノウハウを活かし、全国の職業能力開発大学校における高度職業訓練カリキュ
ラムの見直し等、教育の高度化に向けた取組を行っている。

05 3

総合課程では、将来的に訓練の指導員となり得る人材とともに、民間企業の生産技
術・生産管理部門のリーダーとなり得る人材も育成していることから、指導員となり
得る者や民間企業の生産技術・生産管理部門へ採用される者などについての関連就職
率を目標とすることについて、検討を行う。

06 2
職業能力開発分野の学識経験者、労働者を代表する者、事業主を代表する者から構成
する外部評価委員会を機構本部に設置し、その意見を聴き、その意見を業績評価報告
書に反映することとしている。

07 3 一般大学の工学部との比較などで成果やコストを示し、比較検証を行う。

08 2

・支給の適正化を図るため、支給する又は支給した事業主への訪問調査により、調査
を実施。
・説明会等の開催や問い合わせのあった事業主に支給要件等について説明を行い、不
正受給を防ぐ取り組みを継続して実施している。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）・ポリテクカレッジ（職業能力開発大学校・
短期大学校）は、都道府県への譲渡が現実的に進まないことから、本法人が引き続き運営す
る。ただし、個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方については、利用状況等を
踏まえ、不断の見直しを行う。

左記のとおり、個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方につい
ては、利用状況等を踏まえ、不断の見直しを行う。

本法人の地方組織であるポリテクセンター・ポリテクカレッジ、高齢・障害者雇用支援セン
ター及び地域障害者職業センターは、機能の融合による効果的・効率的な組織体制を構築する
観点から、一元化する。

同左

講ずべき措置 今後の対応方針

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向けた
適切な措置を講じる。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。

次期中期目標から総合課程の関連就職率を目標とすることについて、現在、
検討中。

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成す
るに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

同左

引き続き、教育内容の高度化に向けた適切な措置を講じる。

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている法
人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、類似
する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹するとの観
点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

中期目標期間終了時（平成29年度）における見直しにあたり、一般大学の工
学部との比較などで成果やコストを示し、比較検証を行うことについて、現
在、検討中。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

同左

所管 法人名 高齢・障害・求職者雇用支援機構厚生労働省４１Ｎｏ
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09 1

・調整金、報奨金について、不正受給があった場合は、支給要領等により不正受給し
た金額に延滞金を加算した金額を返還させることとしている。
・高齢者助成金、障害者助成金について不正受給があった場合は、支給要領等によ
り、助成金の３年間の不支給、機構ホームページにおける事業主名の公表、不正受給
した金額に延滞金を加算した金額を返還、場合によっては刑事告訴措置を講じてい
る。

10 1
高齢者助成金について、事業主向け支給申請の手引き及びリーフレット等に不正受給
に関する記載（助成金の不支給、返還命令、刑事告訴等）を行った。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

11 3
高齢者、障害者及び求職者の雇用支援という業務の特質を踏まえれば、共同調達や間
接業務の共同実施を広く行うことは困難であるが、可能なものについて業務実施の連
携を図ることとする。

12 2

経費の効率化に向けて、コストの分析を踏まえ、本部移転に伴う事務所借料の見直し
等や本部と施設をつなぐインターネット回線の見直しに取り組んでおり、平成29年度
末において、平成24年度予算比で一般管理費で15％以上、業務経費で5％以上削減する
こととしている。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、ま
た場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知
する。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

法人間における連携により共同調達及び共同実施を行った方が効果的かつ効
率的な業務の最適化ができると認められる場合は、適宜対応する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

「業務フロー・コスト分析に係る手引き」も踏まえつつ、引き続き経費の効
率化の目標達成に向け、取り組む。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3
福祉貸付事業及び医療貸付事業については、平成27年10月１日に、金融庁検査を可能
とする制度を導入することを目指し、所要の作業を進める。

03 3
年金住宅融資等の債権の管理回収業務において、現在は回収した年度の決算が終了し
た後に行うこととされている、元利回収金のうちの元本相当額の国庫納付を、遅くと
も平成28年４月１日までに定期的に行うものとするよう、所要の対応を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

〇機構業務の健全性及び適切性を確保するため、内部統制基本方針を定め、当該方針
に基づき各リスク管理体制を定める個別の規程等として、
・内部監査方針及び内部監査規程
・法令等の遵守に関する基本方針及び法令等の遵守に関する規程
・顧客保護等基本方針及び顧客保護等管理規程
・リスク管理基本方針及び各リスクの管理規程
等の整備を行い、平成26年４月１日より施行している。
〇平成26年４月より、民間金融機関出身の監事を構成員に含めたガバナンス委員会
（加えて審議事項等により外部の弁護士・公認会計士等を出席させることができる）
を設置している。

05 1
・理事長直属の内部監査部門として監査室を設置済み。
・監事のうち１名は既に常勤となっている。

06 3 職員研修の実施方針について、平成26年度中に策定する予定。

07 1

・独立行政法人通則法第38条に基づき、独立行政法人福祉医療機構法第15条の勘定別
に財務諸表等を情報開示済みであるとともに、さらに事業毎に分けたセグメント情報
も併せて開示している。
・独立行政法人福祉医療機構法第10条において、役職員の守秘義務規定は措置済みで
ある。

08 3 項目02と同じ

09 2

・平成26年度助成分から、助成対象者の要件として、助成先団体内に複数の役員を置
いていること、また、監事を置いていることを加えることにより、厳格化を図ってい
る。
・平成26年度社会福祉振興助成事業募集要領において、助成期間中における進捗確認
調査を実施することを明記し、助成を要望する団体に対して、適切な事業実施が求め
られることを事前に周知している。

10 1
助成要綱及び募集要領において、不正受給、不正使用を行った場合、助成金の返還請
求（加算金を含む。）や助成決定を取り消した翌年度以降5年間は、助成の要望を受け
付けないとする制裁措置を講じることとしている。

財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図
るとともに、福祉貸付事業及び医療貸付事業については、金融庁検査を導入する。

金融庁検査を可能とする制度の導入に向けて、関係省庁等との調整を図りつ
つ、所要の作業を進める。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、資金の効率的運用の観点から、現在年１回と
されている回収金の国庫納付を定期的に行えるよう所要の措置を講じる。

遅くとも平成28年４月１日までに承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係
る回収金の国庫納付を定期的に行えるよう所要の措置を講じるため関係省庁
と調整する。

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等によ
り構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管理状
況を専門的に点検する。

今後も引き続き法人の財務状況やリスク管理状況の点検を実施していく。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

－

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充する
こととし、その実施方針を策定する。

職員研修の実施方針について、平成26年度中に策定する予定。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行う
金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

－

金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整備
を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る）。

項目02と同じ

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵
守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

助成団体に対して助成期間中における進捗確認調査を実施する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－

所管 法人名 福祉医療機構厚生労働省４２Ｎｏ

64



11 1
「平成26年度社会福祉振興助成事業募集要領」や「平成26年度ＷＡＭ助成ごあんな
い」（パンフレット）において、当該助成金は補助金等適正化法が適用されること、
また、不正受給等があった場合における制裁措置を記載し周知を図っている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 3
金融業務を行う他の法人との情報交換を行うとともに、福祉医療機構が行っている福
祉・医療に関する支援を総合的に行うことで業務の最適化を図っているが、共同調達
や間接業務の共同実施は行っていない。

13 2
品質マネジメントシステムの適切な運用及び内部監査に基づく是正・予防処置活動等
により、業務フローやコスト分析を行い、業務改善活動の推進及び活性化に取り組ん
でいる。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後も引き続き業務改善に係る取り組みを実施していく。

講ずべき措置 今後の対応方針

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、ま
た場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知
する。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後、法人間の連携強化についてどのような在り方があるのか検討を進め
る。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3
近隣に共同調達や間接業務の共同実施を行うことができる法人が見当たらないことか
ら、現時点では実施していない。

03 3
業務フロー・コスト分析は行っていない。入所利用者の地域移行を推進し、人件費、
物件費の節減により毎年度運営費交付金を減額している。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後も必要な検討を行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後、他の法人の実施状況等を参考に検討していく。

所管 法人名 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園厚生労働省４３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 － 労働行政担当職員研修（労働大学校）については、引き続き本法人が実施する。

03 3
・常勤職員数削減については、平成25年度に中期目標を改正し「平成25年度の常勤職
員数から５人以上削減し、職員構成を含めた組織再編に取り組む」旨の記載をした。
・法定理事数の１名減については、平成28年４月１日までに実施する予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3
機構の業務のコスト削減や効率化について、入札方法の見直し等の取組を行うととも
に、共同調達や間接業務の共同実施の実施可能性について検討を行っている。

05 2
労働大学校の施設管理運営業務等については、業務フローやコストの分析を行い、そ
の結果を基に作成された業務マニュアルの活用等により民間委託を実施するなど自主
的な業務改善に取り組んでいる。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に示された手法等について、機構
の業務内容に照らしてその適用範囲を検討し、業務フローやコストの分析の
結果に基づく民間委託等を含めた自主的な業務改善について検討を行ってい
く。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

機構の業務のコスト削減や効率化について、職員から提案のあった業務改善
等に関する案件を審議する業務改善委員会（全部門の管理職で構成）等で審
議され、実施することとなった取組を引き続き行うとともに、共同調達につ
いて先行事例を調べるなど、検討を続けていく。

講ずべき措置 今後の対応方針

労働行政担当職員研修（労働大学校）については、政策研究機能と研修機能が同じ組織の下で
一体的に運営され、高い相乗効果を発揮していることを踏まえ、引き続き本法人が実施する。

現中期目標期間中に平成25年度の常勤職員数から５人以上削減するとともに、法定理事数を１
名削減する。

－

・常勤職員数削減については、現中期目標期間（平成28年度末まで）中に平
成25年度の常勤職員数から５人以上の削減を達成する予定。
・法定理事数の１名減については、実施に向けた所要の調整を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

所管 法人名 労働政策研究・研修機構厚生労働省４４Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・上記の整備法において、機構法にみなし公務員に係る規定を措置した。
・第３期中期計画（26～30年度）において、引き続きセーフティーネット分野（重症
心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、結核、精神科医療など）
の医療を確実に提供するとともに、災害時の医療体制の整備を行っていく旨を明記し
た。

03 2
第２期中期目標期間における積立金の第３期中期目標期間への繰越は、平成26年６月
30日に承認済

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
国立高度専門医療研究センターや労働者健康福祉機構と医薬品等の共同購入を実施
中。

05 2
各病院共通の事務消耗品等の物品調達業務について、コスト分析を行い、民間競争入
札を実施し、平成25年11月から当該業務の契約を開始している。

政策医療を確実に実施しつつ、より柔軟かつ弾力的な業務運営に資するよう、本法人の役職員
身分は非公務員化するが、職務上の公益性・公共性が極めて高いことから、みなし公務員に係
る所要の措置を講じる。

厚生労働省において、国立病院機構に対し、非公務員化後においても、政策
医療や災害時医療が確実かつ円滑に実施、提供されることに万全を期すた
め、必要な対応が適切に行われるよう、労働条件の整備の検討や人員体制の
確保の必要性及びそれらに係る関係規定などを徹底する。

診療事業は全て自己収入で行っていることにかんがみ、積立金は、次期の中期目標期間中に必
要な施設整備等の財源に充てられるよう配慮する。

引き続き、積立金を次期の中期目標期間中に必要な施設整備等の財源に充て
られるよう配慮していく。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、当該業務の契約をとおし、更なる事業費の低減を図る。

所管 法人名 国立病院機構厚生労働省４５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

今年度からの第３期中期計画においては、日本再興戦略、健康・医療戦略等を踏まえ
た常勤職員の増員を行うため、公募を中心に専門性の高い有能な人材を採用すること
としている。
なお、上記増員の財源として、前期中期目標期間からの繰越剰余金の一部なども充当
していく予定である。

03 2
今年度からの第３期中期計画においては、高度かつ専門的な人材を雇用するため、任
期制の適用職員の拡充や年俸制の導入も含め、戦略的な人材確保の在り方について検
討を行うこととしている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3
近隣に共同調達や間接業務の共同実施を行うことができる法人が見当たらないことか
ら、現時点では実施していない。

05 2

「公共サービス改革基本方針」に基づき、業務フロー・コスト分析を実施し、事務・
事業の質の維持や、効率性、コストの削減の活用等の観点から外部委託の拡大等につ
いて検討し、これまで「（独）医薬品医療機器総合機構共用LANシステム等に係る運用
支援業務」の事業については民間競争入札による外部委託を実施した。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件も配慮しながら、共同調達や間接業務の共同実施に向け、今後検討
を行っていく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、業務フロー・コスト分析を行い、外部委託の拡大について検討す
る。

日本再興戦略を踏まえ、医薬品・医療機器の審査ラグ「０」の速やかな実現を目指すととも
に、審査の迅速化と質の向上を図る観点から、自己財源も活用し、本法人の体制強化を図る。

・「日本再興戦略」に記載されている平成32年までに審査ラグ「０」の実現
を目指す。
・平成30年度末までに常勤職員を1,065人体制にする(314人増員)。

その際、高度で専門的な人材確保ができるよう、任期制・年俸制の導入も検討する。

任期制・年俸制の導入については、平成27年度を目途に、システム開発等を
統括する「ＩＴ推進統括者」及び専門性が特に高く、かつ採用が難航してい
る「臨床担当」、「生物統計」、「毒性」、「薬物動態」及び「統計解析」
の職種から順次対象としていく予定である。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

所管 法人名 医薬品医療機器総合機構厚生労働省４６Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・本年４月の地域医療機能推進機構の発足に当たって、財務会計処理マニュアルの整
備、職員研修等を実施したほか、機構本部に業務監査室を設置し適正な内部統制の構
築を図ってきたところ。
・本年秋以降、機構本部による監査については、今後３年かけて全57施設を対象に実
施する予定（今年度は10施設を対象とする予定）。
また、会計監査人による監査については、機構全体に係る監査にとどまらず、毎年
度、全施設を施設ごとに実地により実施する。監事による監査については、機構全体
としての監査を予定しているが、機構業務の実態を把握する観点から、個別施設への
実地監査を行うなど、適切な対応を図ることとしている。
・今年度より、各施設ごとに財務書類の作成を行うこととしている。
（参考）
①本部による内部監査
業務の実施状況、経営管理、医療管理に関する事項等を監査する業務監査指導と、財
務及び会計、資産、内部牽制に関する事項等を監査する会計監査指導等を実施する内
部監査
②監事による監査
機構の業務が、目的を達成するために合理的かつ効率的に運営されているかどうかを
監査する業務監査と、機構の会計に関する事務処理が法令その他諸規程等に従い適正
に行われているかを監査する会計監査
③会計監査人による監査
独立行政法人通則法第39条に基づく財務諸表、事業報告書及び決算報告書について監
査する会計監査人監査

03 3
地域医療に対する医療法体系に基づく国の役割を踏まえ、将来的には、地域における
医療機能の状況に配慮しつつ、地域医療機能推進機構に対する国の関与をなくす方向
で引き続き検討する。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3
地域医療機能推進機構においては、これまで３つの法人が受託・運営をしてきた病院
を１つの法人として運営する形で発足しており、まずは同機構内において医薬品の共
同入札を行ったところ。

05 3
本年４月１日に設立された法人であり、まずは業務を適切に行うこととし、業務実態
に応じて分析方法等を含めて検討することとする。

独立行政法人地域医療機能推進機構への改組に当たり、法人本部が各病院の運営の実態を的確
に把握し、内部統制が有効に機能する体制を構築するとともに、その実効性を検証しながら、
信頼性ある病院運営・指導体制の確立に努める。

同左

地域医療に対する医療法体系に基づく国の役割を踏まえ、将来的には、地域における医療機能
の状況に配慮しつつ、地域医療機能推進機構に対する国の関与をなくす方向で検討する。

同左

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

措置内容について、他の法人との共同入札を視野に入れながら、引き続き検
討することとする。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

分析に必要な情報の収集、蓄積に努める。

所管 法人名 年金・健康保険福祉施設整理機構厚生労働省４７Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
平成26年３月25日、中期目標及び中期計画を変更し、GPIFにおける人員数・給与水
準・経費等の制約を弾力化。また、平成26年３月３日、報酬体系の見直しについて外
部の専門コンサルティング会社に調査等を委託。

03 2
平成26年３月25日、中期目標及び中期計画を変更し、GPIFにおける人員数・給与水
準・経費等の制約を弾力化。また、平成26年３月３日、報酬体系の見直しについて外
部の専門コンサルティング会社に調査等を委託。

04 2

・平成25年度は、国内株式運用受託機関の見直しを実施し、パッシブ運用における新
たなインデックス（JPX日経インデックス400等）の採用、スマートベータ型アクティ
ブ運用の開始、J-REITの組入れを開始した。また、国内外の公的機関投資家と共同で
インフラ投資を開始することとした。
・さらに平成26年度より、物価連動国債の購入を開始し、基本ポートフォリオのかい
離許容枠内での柔軟な運用を行うなど、昨年11月の有識者会議の提言を踏まえた取組
みを行っている。
・日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明し、スチュワードシップ責任
を果たすための方針を制定し公表した。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

05 3
年金積立金の運用という特質を踏まえれば、共同調達や間接業務の共同実施を広く行
うことは困難であるが、可能なものについて業務実施の連携を図ることとする。

06 2

経費の効率化については、目標を設定して取り組んでおり、平成26年度末において、
平成21年度比で一般管理費で15％以上、業務経費で５％以上削減することとしてい
る。コスト分析の結果を踏まえた給与事務処理の民間委託等により削減を図っている
ところ。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

運用委員会について、複数の常勤委員を配置し、資金運用の重要な方針等について実質的に決
定できる体制を整備する。

運用委員会への常勤委員の配置と高度で専門的な人材確保のための新たな給
与体系策定については、調査を委託した外部コンサルティング会社からの提
案を踏まえ、速やかに進める。

高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制の
導入を検討する。

運用委員会への常勤委員の配置と高度で専門的な人材確保のための新たな給
与体系策定については、調査を委託した外部コンサルティング会社からの提
案を踏まえ、速やかに進める。

なお、資金運用の観点から行う公的・準公的資金の運用の見直しやリスク管理体制等のガバナ
ンスの見直し等に係る有識者会議の提言については、それを踏まえ、今後厚生労働省におい
て、当該資金の規模・性格に即して、長期的な健全性の確保に留意しつつ、主たる事務所の所
在に関することも含め必要な施策を迅速かつ着実に実施すべく所要の対応を行う。

・基本ポートフォリオの見直しについて、平成27年度からの次期中期計画期
間にとらわれず、前倒して、適切な見直しをできるだけ速やかに実施する。
・ガバナンス体制の強化については、資金運用の観点から行われた有識者会
議の提言を踏まえ、今後の法改正の必要性も含めた検討を行うなど必要な施
策の取組を加速すべく所要の対応を行う。なお、主たる事務所の所在地につ
いては、平成27年度以降も引き続き東京都とするよう対応を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

共同調達等、全体としての業務の最適化に資するもので可能な取組みについ
ては適宜実施する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に示された手法等により引き続き
経費の効率化の目標達成に向け、取り組むこととする。

所管 法人名 年金積立金管理運用独立行政法人厚生労働省４８Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品等の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購
入を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品等の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

05 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

所管 法人名 国立がん研究センター厚生労働省４９Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購入
を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

05 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

所管 法人名 国立循環器病研究センター厚生労働省５０Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購入
を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

05 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

所管 法人名 国立精神・神経医療研究センター厚生労働省５１Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購入
を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

国立看護大学校は、平成13年に省庁が設置する大学校として、ＮＣで求められる高度
な臨床看護実践能力、臨床看護研究能力を備えた人材を養成するとともに、ＮＣにお
ける将来の幹部看護職員を育成することを目的として設置されたものであることか
ら、当初より裨益する業界等は想定しておらず、それは独立行政法人に移行後も変わ
るものではない。
また当校は、９割超がＮＣに就職しており、ＮＣに就職しない数名についても、進学
や自身の事情等によるものであることから、裨益する業界等に該当しないと考える。
なお、当校の教育の実施に当たっては、教育内容の高度化に資するため、裨益するＮ
Ｃから臨地実習における施設提供及び人的支援を受ける体制を構築している。

05 －

国立看護大学校の一学年の学生数は約100名と規模が小さいため、ＮＣに就職しない学
生のわずかな増減によっても就職率が大幅に変じうるものである。これにかんがみれ
ば、例えば９割といった根拠のない数値を定めるよりも、定性的な目標設定（「おお
むね」など）を可能とすることが適切であると考える。
なお、国立看護大学校の卒業生のＮＣへの就職率は独法化以降の各年とも９割を超え
ており、ＮＣの人材確保という設置目的に沿った成果が達成できている。

06 2

国立看護大学校は、ＮＣで求められる高度な臨床看護実践能力、臨床看護研究能力を
備えた人材を養成するとともに、ＮＣにおける将来の幹部看護職員を育成することを
目的としていることから、各ＮＣの看護部長等と意見交換の場を設け、教育内容等に
ついて意見を踏まえて対応している。

07 2

国立看護大学校は、ＮＣで求められる高度な臨床看護実践能力、臨床看護研究能力を
備えた人材を養成するとともに、ＮＣにおける将来の幹部看護職員を育成することを
目的として設置し、政策医療看護や国際看護の教育を実施しており、他の設置主体で
行う類似する事業の成果や普及状況などを勘案するものではない。現に国立看護大学
校の卒業生のＮＣへの就職率は９割を超えており、現時点においてＮＣの人材確保と
いう設置目的に沿った成果が達成できている。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向けた
適切な措置を講じる。

引き続き、ＮＣで求められる教育内容の高度化及び裨益するＮＣからの支援
体制を維持していく。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。

－

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成す
るに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

引き続き、教育内容等について意見交換の場を設け対応していく。

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている法
人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、類似
する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹するとの観
点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

－

所管 法人名 国立国際医療研究センター厚生労働省５２Ｎｏ
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

09 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品等の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購
入を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品等の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

05 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

所管 法人名 国立成育医療研究センター厚生労働省５３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・６ＮＣ間において医療安全相互チェックを行う。
・医薬品等の共同購入を行っているところだが、事務消耗品を対象にするなど共同購
入を拡大していく。
・事務職について法人間で人事交流を行っているところだが、人事交流を更に推進す
る。

03 3

今年度は第１期中期目標期間（平成22～26年度）の最終年度に当たることから、まず
は第１期の運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、その時々
の政策課題により柔軟な組織改編、研究開発力の一層の向上が図られ、ひいては分野
横断的な疾患や未知の疾患などに対応できるようになるとの観点から、将来的には、
統合などＮＣ全体としての組織の在り方について検討を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2
・ＮＣ間及び国立病院機構等と医薬品等の共同購入を行っている。
・事務職について法人間で人事交流を行っている。

05 2
経営の改善に資するよう、原則毎月１回、月次決算の分析・報告やコストの分析を含
む各部門からの改善事項の提案等を行う会議を開催している。

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同購入等を実施し、法人全体としての業務の効率化を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、自主的な業務改善を図り、更なる事業費の低減を図る。

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事交流を更
に推進する。

・平成26年度内にＮＣ間で医療安全相互チェックを開始予定。
・平成27年度からは、さらに事務消耗品の共同購入を行うことを検討中。
・引き続き効果的な人事交流の在り方を検討していく。

分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開発力の一
層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医療研究センター
全体としての組織の在り方について検討を行う。

今年度は第１期中期目標期間の最終年度に当たることから、まずは第１期の
運営状況や業績に関して丁寧な検証を行い、その検証を踏まえ、研究開発力
の一層の向上を図る観点から、第２期以降に組織のあり方についての検討を
行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 -

所管 法人名 国立長寿医療研究センター厚生労働省５４Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

　申請者の負担軽減と手数料見直しを両立できるよう、①関係府省とも協力して、新
規農薬の審査期間の短縮や地域特産作物を類似の主要作物等とグループ化しての登録
申請を可能にすることによる農薬の適用拡大の迅速化、普通肥料の登録の有効期間の
延長などによる申請者の負担軽減に資する対策、②登録手数料の算定要素に、資材の
効果や品質の検査に加え消費者の健康や環境への影響に係る検査のコストも組み入
れ、検査コストに見合った金額とする手数料の見直しを検討中。
　関係者と調整を行い、今年度中に各種負担軽減対策の概要と登録手数料を検査コス
トに見合った金額に見直すための考え方等を明らかにし、必要な政令等の改正を経
て、平成２８年４月から新たな登録手数料を導入。その際に併せて、手数料の算出根
拠を農林水産省ホームページで公表。

(平成28年４月から新たな登録手数料を実施する理由)
　閣議決定にある「申請者の負担軽減」と「手数料見直し」を両立させるためには、
申請者が各種負担軽減対策の効果を享受しつつ申請を行える時期に、併せて新たな登
録手数料を導入する必要。
　平成26年度に負担軽減対策に係る通知等の改正が完了したものであっても、内容を
周知（半年程度）し、申請者が改正された通知の内容に基づいて新たに栽培試験を行
い作物残留試験等のデータを作成（１～２年）し、実際に申請できるようになるの
は、早くとも28年度後半頃からとなる見込みであるため。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
FAMICは技術的・専門的優位性を踏まえた効果的な連携体制の構築として、分析業務
の実施及び講師の招聘等を行う協定を(独)国民生活センターと結んで実施している。
なお、共同調達は行っていない。

04 2
業務運営の効率化を図るため、既存の事務・事業に係る業務フロー・コストの分析を
行い、効率性・コスト削減や、民間の活用等の観点から外部委託の拡大等について検
討し、各種分析用標準液の調製作業等について外部委託を行っている。

講ずべき措置 今後の対応方針

単年度管理型の法人とする。 -

立地条件や業務の内容等を考慮しつつ、共同調達の実施に向け、今後検討を
行っていく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

業務運営の効率化を図るため、民間活用により業務改善が期待できる業務に
ついて、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に示された手法等を踏ま
え検討を行う。

農薬等の登録検査業務に関しては、生産コスト削減に向けた政策に配慮しつつ、関係府省と
協力して、審査期間の短縮、申請方法の見直し等により申請者の負担軽減を図りながら、検
査コストに見合った適正な金額に手数料を改めるとともに、手数料の算出根拠の透明化を図
る。

①　各種負担軽減対策の実行に向けて関係府省と検討・調整を順次進める。
②　関係者と調整を行い、今年度中に各種負担軽減対策の概要と登録手数料
を検査コストに見合った金額に見直すための考え方等を明らかし、必要な政
令等の改正を経て、平成28年４月から新たな登録手数料を導入する。その際
に併せて、手数料の算出根拠を農林水産省ホームページで公表する。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 農林水産消費安全技術センター農林水産省５５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人の在り方について検討中。また、統合対象４法人においては、
「４法人統合準備委員会」を設置し、検討中。農林水産省担当部局と４法人との意見
交換会も開催し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期の予定を平成28年４月１日とした理由は、

　①　統合法人は、i)４法人の統合であること、ii)研究開発型と中期目標管理型と
いう異なる法人分類間の統合となること、iii)常勤職員数約3,500人の組織となるこ
と、から、円滑な統合・業務運営のためには、組織の在り方や内部規程等の検討に十
分な時間が必要であること
　②　４法人の統合に当たっては薬品管理、会計、旅費等の各システムの統合が必要
であり、システムトラブルを回避するためには十分な準備・移行期間が必要であるこ
と
　③　４法人の中期目標期間の終期は、平成28年３月31日であり、現在４年目の研究
開発等の業務を行っている。仮に、平成27年4月1日の統合とした場合、最終年度であ
る平成27年度の１年間は、従来の中期目標が想定する業務運営体制と異なる、役員の
役割分担等を変更した統合法人の新たな業務運営体制で研究開発等の業務を実施する
こととなるため、円滑な業務運営、最終年度の研究開発成果の創出に影響を及ぼしか
ねないこと
　④　４法人の統合に当たっては、統合される法人の資産を評価する必要があること

　という状況を踏まえたものである。

02 3
種苗管理センターの名称の維持及び種苗管理センター担当の代表権を有する役員の設
置の取扱いについて検討中。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3

農業研究４法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、国際農林水産業研究センター）でのコピー用紙・トイレットペーパーの購入、一般健
康診断及び清掃・保守の業務の共同調達、３法人（農研機構、生物研、農環研）での警備業
務の共同発注を実施するとともに、類似の内容の職員研修の農業研究4法人共同での実施
等、業務の効率化を進めているところに種苗管理センターも参画する。

04 2

・競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第７条第7項に基づく「公共サービス
改革基本方針」の一部変更（平成26年７月11日閣議決定）を踏まえ、清掃業務、警備業務及
び保守点検業務の各業務について、統合４法人と国際農林水産業研究センターにおいて包
括的な民間競争入札を実施することとし、平成27年４月からの業務開始に向けた準備を進
めているところ。
・さらに、業務フローについては、種苗管理センターの各業務について業務手順書等を整備
し、自らの業務を可視化している。また、中期計画において原原種生産量当たりの労働時間
及びコスト把握を行い、その低減に取り組んでいる。このほか、業務を効率的に行うため、ア
ウトソーシング化、業務手順書による検査業務の品質確保等を通じ業務改善を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

・平成27年４月から左記の業務が適切に開始できるよう、民間競争入札を実施す
る。
・各業務ごとの労働時間及びコスト把握に努めるとともに、引き続き業務フローの
可視化やコスト分析により、職員配置の適正化、業務分担の平準化等により、業
務改善を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

　統合４法人に国際農林水産業研究センターを加えた５法人で引き続き共同
調達等を進める。種苗管理センターは27年度より参画する。

講ずべき措置 今後の対応方針

その際、新たな法人は、研究開発業務と、種苗審査に係る栽培試験等の種苗管理業務という
性格の異なる業務を実施することとなるため、試験制度の公正性・信頼性の確保の必要性等
も考慮し、種苗管理センターの名称を維持することに加え、理事長及び研究開発業務を担当
する副理事長以外に同センター担当の代表権を有する役員を置く。

平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会への独法個別法の改正法
案の提出を予定。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記４法人（種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、
農業環境技術研究所）を統合し、研究開発型の法人とする。

　平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会への独法個別法の改正
法案の提出を予定。

　統合後の法人については、研究開発成果の最大化を図り、「攻めの農業」
を推進する観点から、①基礎から応用まで一気通貫した効率的な研究を推進
するとともに、②農研機構、生物研、農環研の研究成果を活用して、種苗管
理センターの行っている業務の高度化・効率化に取り組む。また、統合後
は、適切な組織の合理化に取り組む。

所管 法人名 種苗管理センター農林水産省５６Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人の在り方について検討中。また、統合対象４法人においては、
「４法人統合準備委員会」を設置し、検討中。農林水産省担当部局と４法人との意見
交換会も開催し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期の予定を平成28年４月１日とした理由は、

　①　統合法人は、i)４法人の統合であること、ii)研究開発型と中期目標管理型と
いう異なる法人分類間の統合となること、iii)常勤職員数約3,500人の組織となるこ
と、から、円滑な統合・業務運営のためには、組織の在り方や内部規程等の検討に十
分な時間が必要であること
　②　４法人の統合に当たっては薬品管理、会計、旅費等の各システムの統合が必要
であり、システムトラブルを回避するためには十分な準備・移行期間が必要であるこ
と
　③　４法人の中期目標期間の終期は、平成28年３月31日であり、現在４年目の研究
開発等の業務を行っている。仮に、平成27年４月1日の統合とした場合、最終年度で
ある平成27年度の１年間は、従来の中期目標が想定する業務運営体制と異なる、役員
の役割分担等を変更した統合法人の新たな業務運営体制で研究開発等の業務を実施す
ることとなるため、円滑な業務運営、最終年度の研究開発成果の創出に影響を及ぼし
かねないこと
　④　４法人の統合に当たっては、統合される法人の資産を評価する必要があること

　という状況を踏まえたものである。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

02 2
委託試験研究の適正実施を図るため、実施期間中の現地調査や現地指導といった、交
付後の調査、受給団体の法令順守体制の確保のためのガバナンス強化の支援を既に実
施。

03 1
・不正受給、不正使用を行った場合に、一定期間（１年以上10年以内）申請資格を停
止するなどの制裁措置については、既に規程を定め、導入している。
・また、公募要領において、制裁措置の周知を行っている。

04 -

（農研機構が配分する研究開発資金は、補助金等適正化法は適用又は準用されな
い。）
（農研機構が配分する研究開発資金は委託費であり、補助金等適正化法第２条第１項
に規定する「補助金等」（補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を受
けない給付金であつて政令で定めるもの ）に該当しないため、補助金等適正化法は
適用又は準用されない。）

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

05 2

農業研究４法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、国際農林水産業研究センター）でのコピー用紙・トイレットペーパーの購入、一般健
康診断及び清掃・エレベーター等保守の業務の共同調達、３法人（農研機構、生物研、農環
研）での警備業務の共同発注を実施するとともに、類似の内容の職員研修の農業研究４法
人共同での実施等、業務の効率化を進めている。

06 2

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第７条第７項に基づく「公共サービス
改革基本方針」の一部変更（平成26年７月11日閣議決定）を踏まえ、コスト分析等を行い、
清掃業務、警備業務及びエレベーター等保守点検業務の各業務について、統合４法人と国
際農林水産業研究センターにおいて包括的な民間競争入札を実施することとし、平成27年
４月からの業務開始に向けた準備を進めているところである。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年４月から左記の業務が適切に開始できるよう、民間競争入札を実施す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

引き続き、実施期間中の現地調査や現地指導といった、交付後の調査、受給
団体の法令順守体制の確保のためのガバナンス強化の支援を実施。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

-

講ずべき措置 今後の対応方針

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第179 号。以下「補助金等
適正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

-

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

統合４法人に国際農林水産業研究センターを加えた５法人で引き続き共同調
達等を進める。

上記４法人（種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、
農業環境技術研究所）を統合し、研究開発型の法人とする。

　平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会への独法個別法の改正
法案の提出を予定。

　統合後の法人については、研究開発成果の最大化を図り、「攻めの農業」
を推進する観点から、①基礎から応用まで一気通貫した効率的な研究を推進
するとともに、②農研機構、生物研、農環研の研究成果を活用して、種苗管
理センターの行っている業務の高度化・効率化に取り組む。また、統合後
は、適切な組織の合理化に取り組む。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 農業・食品産業技術総合研究機構農林水産省５７Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人の在り方について検討中。また、統合対象４法人においては、
「４法人統合準備委員会」を設置し、検討中。農林水産省担当部局と４法人との意見
交換会も開催し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期の予定を平成28年４月１日とした理由は、

　①　統合法人は、i)４法人の統合であること、ii)研究開発型と中期目標管理型と
いう異なる法人分類間の統合となること、iii)常勤職員数約3,500人の組織となるこ
と、から、円滑な統合・業務運営のためには、組織の在り方や内部規程等の検討に十
分な時間が必要であること
　②　４法人の統合に当たっては薬品管理、会計、旅費等の各システムの統合が必要
であり、システムトラブルを回避するためには十分な準備・移行期間が必要であるこ
と
　③　４法人の中期目標期間の終期は、平成28年３月31日であり、現在４年目の研究
開発等の業務を行っている。仮に、平成27年４月1日の統合とした場合、最終年度で
ある平成27年度の１年間は、従来の中期目標が想定する業務運営体制と異なる、役員
の役割分担等を変更した統合法人の新たな業務運営体制で研究開発等の業務を実施す
ることとなるため、円滑な業務運営、最終年度の研究開発成果の創出に影響を及ぼし
かねないこと
　④　４法人の統合に当たっては、統合される法人の資産を評価する必要があること

　という状況を踏まえたものである。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2

農業研究４法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、国際農林水産業研究センター）でのコピー用紙・トイレットペーパーの購入、一般健
康診断及び清掃・エレベーター等保守の業務の共同調達、３法人（農研機構、生物研、農環
研）での警備業務の共同発注を実施するとともに、類似の内容の職員研修の農業研究４法
人共同での実施等、業務の効率化を進めている。

03 2

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第７条第７項に基づく「公共サービス
改革基本方針」の一部変更（平成26年７月11日閣議決定）を踏まえ、コスト分析等を行い、
清掃業務、警備業務及びエレベーター等保守点検業務の各業務について、統合４法人と国
際農林水産業研究センターにおいて包括的な民間競争入札を実施することとし、平成27年
４月からの業務開始に向けた準備を進めているところである。

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

統合４法人に国際農林水産業研究センターを加えた５法人で引き続き共同調
達等を進める。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年４月から左記の業務が適切に開始できるよう、民間競争入札を実施す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

上記４法人（種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、
農業環境技術研究所）を統合し、研究開発型の法人とする。

　平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会への独法個別法の改正
法案の提出を予定。

　統合後の法人については、研究開発成果の最大化を図り、「攻めの農業」
を推進する観点から、①基礎から応用まで一気通貫した効率的な研究を推進
するとともに、②農研機構、生物研、農環研の研究成果を活用して、種苗管
理センターの行っている業務の高度化・効率化に取り組む。また、統合後
は、適切な組織の合理化に取り組む。

講ずべき措置

所管 法人名 農業生物資源研究所農林水産省５８Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人の在り方について検討中。また、統合対象４法人においては、
「４法人統合準備委員会」を設置し、検討中。農林水産省担当部局と４法人との意見
交換会も開催し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期の予定を平成28年４月１日とした理由は、

　①　統合法人は、i)４法人の統合であること、ii)研究開発型と中期目標管理型と
いう異なる法人分類間の統合となること、iii)常勤職員数約3,500人の組織となるこ
と、から、円滑な統合・業務運営のためには、組織の在り方や内部規程等の検討に十
分な時間が必要であること
　②　４法人の統合に当たっては薬品管理、会計、旅費等の各システムの統合が必要
であり、システムトラブルを回避するためには十分な準備・移行期間が必要であるこ
と
　③　４法人の中期目標期間の終期は、平成28年３月31日であり、現在４年目の研究
開発等の業務を行っている。仮に、平成27年4月1日の統合とした場合、最終年度であ
る平成27年度の１年間は、従来の中期目標が想定する業務運営体制と異なる、役員の
役割分担等を変更した統合法人の新たな業務運営体制で研究開発等の業務を実施する
こととなるため、円滑な業務運営、最終年度の研究開発成果の創出に影響を及ぼしか
ねないこと
　④　４法人の統合に当たっては、統合される法人の資産を評価する必要があること

　という状況を踏まえたものである。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2

農業研究４法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、国際農林水産業研究センター）でのコピー用紙・トイレットペーパーの購入、一般健
康診断及び清掃・エレベーター等保守の業務の共同調達、３法人（農研機構、生物研、農環
研）での警備業務の共同発注を実施するとともに、類似の内容の職員研修の農業研究４法
人共同での実施等、業務の効率化を進めている。

03 2

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第７条第7項に基づく「公共サービス改
革基本方針」の一部変更（平成26年７月11日閣議決定）を踏まえ、コスト分析等を行い、清
掃業務、警備業務及びエレベーター等保守点検業務の各業務について、統合４法人と国際
農林水産業研究センターにおいて包括的な民間競争入札を実施することとし、平成27年４
月からの業務開始に向けた準備を進めているところである。

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

統合４法人に国際農林水産業研究センターを加えた５法人で引き続き共同調
達等を進める。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年４月から左記の業務が適切に開始できるよう、民間競争入札を実施す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

上記４法人（種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、
農業環境技術研究所）を統合し、研究開発型の法人とする。

　平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会への独法個別法の改正
法案の提出を予定。

　統合後の法人については、研究開発成果の最大化を図り、「攻めの農業」
を推進する観点から、①基礎から応用まで一気通貫した効率的な研究を推進
するとともに、②農研機構、生物研、農環研の研究成果を活用して、種苗管
理センターの行っている業務の高度化・効率化に取り組む。また、統合後
は、適切な組織の合理化に取り組む。

講ずべき措置

所管 法人名 農業環境技術研究所農林水産省５９Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

１　種畜等の生産・供給業務の重点化
 ① 飼育地域が限定される日本短角種について、遺伝的能力評価のための種雄牛
　の検定業務（直接検定業務）を26年度中に廃止するとともに、育種牛群の供給
  業務の段階的な委譲について関係県と協議中である。
 ② 畜産物ではない実験用小型豚の供給業務について、27年度中の委譲に向けて
　全国団体を通じて関係団体・機関と委譲先の選定等に係る協議を実施中である。

２　牧場での飼料生産等業務の民間委託
 ① 飼料作物種苗の増殖業務に係る一部作業について、26年度から新たに民間
　委託を開始している。
 ② 粗飼料生産業務、環境整備業務、放牧地の維持管理業務についても民間委託
　を行う対象牧場や対象作業を拡大している。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
近隣に同種の業務を実施している独立行政法人が存在しないことから、共同調達や間接業
務の共同実施については実施していない。

04 2

・中央畜産研修施設の管理・運営業務について、平成21年度からコスト分析を伴う民間競争
入札（市場化テスト）による民間委託を実施している。
・また、収入及び支出について、経年比較、牧場間比較を行って増減要因を明らかにし、経
費節減のための資料としている。さらに、毎年度業務効率化実施計画を策定するとともに実
施状況の確認を行うことにより、業務の効率化及び経費の節減を推進している。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

種畜等の生産･供給業務については、全国的な視点での畜産物生産という用途に真に必要な業
務に重点化するとともに、牧場での飼料生産等の業務について、段階的に民間への委託又は
都道府県への移管を図る。

１　種畜等の生産・供給業務の重点化に関しては、
　① 日本短角種の育種牛群の供給業務について、委譲に係る関係県との
　 協議を継続する。
　② 実験用小型豚の供給業務について、委譲先の選定等に係る関係団体・
　 機関との協議を継続するとともに、確定した委譲先に対して飼養管理・
　 繁殖技術等の移転を実施する。

２　牧場での飼料生産等の民間委託については、実施効果等を踏まえつつ、
　26年度以降の委託業務・牧場の更なる拡大を検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件も配慮しながら、今後、法人間での共同調達等の可能性について検
討を進める。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後も引き続き事務等の効率化及び経費節減を推進する。

所管 法人名 家畜改良センター農林水産省６０Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人のあり方について検討中。また、統合対象２法人においては、
「独法合同検討チーム」を設置し、検討中。水産庁と２法人による「新法人設立検討
委員会」も設置し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期を平成28年４月１日とした理由は、

（１）統合法人は、人材育成業務と研究開発業務が同一法人内に並立するという他と
異なる統合形態である中で、統合メリットを十分に発揮するためには、①業務方法書
や組織規程等のあり方、②研究成果の人材育成への還元のあり方等、他の統合法人と
は異なる検討事項が山積しており、これらの事項を解決するには十分な検討期間が必
要であること

（２）水産大学校の受験生及びその家族にとり、水産総合研究センターとの統合は大
きな懸念材料であり、既に水産大学校が本年７月に平成27年度の学生募集活動を開始
していることを考慮すると、受験生の大幅な減少を回避するため、受験生等の懸念を
払拭するだけの十分な説明期間が必要であること

　という状況を踏まえたものである。

02 3

・人材育成業務、研究開発業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築す
るため、独法合同検討チームにおいて、業務方法書及び組織規程等の内容を検討中。
・また、水産大学校の名称、立地（下関市）及び施設の維持、並びに代表権を有する
役員の設置の取り扱いについて検討中。

03 2

・裨益する業界等も含めた取組を推進するため、全国漁業協同組合連合会、大日本水
産会等の関係業界等で構成する協議会を平成26年８月１日に設置し、業界との共同研
究の推進や寄付金（奨学金等）の受入れ、業界関係者の協力による実習・講義等の実
施を含め、自己収入の拡大や教育内容の高度化を検討することとする。
・また、地方公共団体や水産総合研究センター、漁業協同組合等から講師派遣を受
け、学生に講義を行う等、業界団体等と連携した取組を進めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・裨益する業界等も含めた取組を推進するため、全国漁業協同組合連合会、大日本水
産会等の関係業界等で構成する協議会を平成26年８月１日に設置し、業界との共同研
究の推進や寄付金（奨学金等）の受入れ、業界関係者の協力による実習・講義等の実
施を含め、自己収入の拡大や教育内容の高度化を検討することとする。
・また、地方公共団体や水産総合研究センター、漁業協同組合等から講師派遣を受
け、学生に講義を行う等、業界団体等と連携した取組を進めている。

05 1
既に年次計画において、水産関連分野への就職率（75%）及び海技士資格の取得率
（三級海技士免許取得：すべての学生が合格するよう努める、二級海技士免許筆記試
験合格：80%の合格率を目指す）に関し、定量的な目標を設定している。

06 2

現行の業績評価について、業界関係者を含む外部有識者７名からなる外部評価委員会
からの評価を踏まえた自己評価を行い、その結果については、独立行政法人評価委員
会の評価結果と併せて業務運営および中期計画の進行管理に適切に反映させ、効率的
な事業実施や実施過程の透明性を確保している。

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成
するに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

今後も引き続き、業界関係者等の意見を聴き、その意見の反映に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向け
た適切な措置を講じる。

全国漁業協同組合連合会、大日本水産会等の関係業界等で構成する協議会を
平成26年８月１日に設置し、業界との共同研究の推進や寄付金（奨学金等）
の受入れ、業界関係者の協力による実習・講義等の実施を含め、自己収入の
拡大や教育内容の高度化を検討しており、協議会での決定内容を平成27年度
から実施する予定。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。

目標の難易度や重要度を踏まえ、また法人全体としての業務を十分に遂行で
きるよう、業務の割り振りも勘案しつつ、次期中期目標においても、具体
的・定量的な目標を設定する。

・平成28年４月の統合に向け、統合法人における人材育成業務、研究開発業
務それぞれの自主性に配慮した内部ガバナンス体制とするための業務方法
書、組織規程等を平成27年度中に策定する予定。
・平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会に法案を提出する予
定。

人材育成業務については、裨益する業界等も含めた取組により、事業者等の要請に的確に応
えつつ、質の高い教育が持続可能な形で行われるよう、自己収入の拡大や教育内容の高度化
に向けた適切な措置等を講じる。

全国漁業協同組合連合会、大日本水産会等の関係業界等で構成する協議会を
平成26年８月１日に設置し、業界との共同研究の推進や寄付金（奨学金等）
の受入れ、業界関係者の協力による実習・講義等の実施を含め、自己収入の
拡大や教育内容の高度化を検討しており、協議会での決定内容を平成27年度
から実施する予定。

人材育成業務、研究開発業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築することと
し、水産大学校においては、その名称、立地（下関市）、施設を維持し、代表権を有する役
員を置く。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。

水産分野における人材育成と研究開発の有機的な連携・融合を効率的に行う
ことにより、水産物の安定供給、水産業の健全な発展に資するよう両法人を
統合する。平成28年４月に統合法人を設立すべく、中長期目標期間を５年と
するほか、人材育成業務の自立性に配慮した内部ガバナンスなどの体制等を
検討しており、平成27年通常国会に法案を提出する予定。

所管 法人名 水産大学校農林水産省６１Ｎｏ
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07 3
中期目標期間の終了毎に見込まれる中期目標の期間における業務の実績を評価する時
期を迎えていないため。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3
当校は単独庁舎であり、近隣にも共同調達や間接業務の共同実施を行うことができる法人
が見当たらないことから、当法人の事業に関する全ての物品・役務の発注は１部署で行って
おり、間接業務の共同実施の例もない。

09 2
施設等の保守管理、警備業務等については、官民競争入札等監理委員会から示された「業
務フロー・コスト分析に係る手引き」に基づくコスト等を比較・考慮し、平成24年度より水産大
学校の施設の管理・運営業務について、複数年、包括的民間委託契約を実施している。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

官民競争入札等監理委員会から示された「業務フロー・コスト分析に係る手引き」
に基づき対象とする業務の選定を行い、その業務区分・事務区分ごとのコスト計算
を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている
法人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、
類似する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹する
との観点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

平成26年度の事業を評価するに際して、平成23年から27年に至る中期目標期
間中の評価を総括することとしており、その際に、水産関連分野への就職状
況や、他の水産系大学の就職、進学の状況を入手可能なデータにより検証
し、必要に応じ所要の見直しを行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件にも配慮しながら、共同調達、間接業務の共同実施ができる相手先があ
るか再検討を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

　統合時期は、平成28年４月１日を予定しており、それに向け、農林水産省担当部局
において統合後の法人のあり方について検討中。また、統合対象２法人においては、
「独法合同検討チーム」を設置し、検討中。水産庁と２法人による「新法人設立検討
委員会」も設置し、検討状況や課題等について情報を共有。

　なお、統合時期を平成28年４月１日とした理由は、

（１）統合法人は、人材育成業務と研究開発業務が同一法人内に並立するという他と
異なる統合形態である中で、統合メリットを十分に発揮するためには、①業務方法書
や組織規程等のあり方、②研究成果の人材育成への還元のあり方等、他の統合法人と
は異なる検討事項が山積しており、これらの事項を解決するには十分な検討期間が必
要であること

（２）水産大学校の受験生及びその家族にとり、水産総合研究センターとの統合は大
きな懸念材料であり、既に水産大学校が本年７月に平成27年度の学生募集活動を開始
していることを考慮すると、受験生の大幅な減少を回避するため、受験生等の懸念を
払拭するだけの十分な説明期間が必要であること

　という状況を踏まえたものである。

02 3

・人材育成業務、研究開発業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築す
るため、独法合同検討チームにおいて、業務方法書及び組織規程等の内容を検討中。
・また、水産大学校の名称、立地（下関市）及び施設の維持、並びに代表権を有する
役員の設置の取り扱いについて検討中。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
当センターは、全国各地に多数の拠点を有することから、センターの事業に関する全
ての物品・役務の発注等を含む間接業務について独自の効率化を図っており、他法人
との共同実施の例はない。

04 2

施設等の保守管理、警備業務等については、官民競争入札等監理委員会から示された
「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に基づくコスト等を比較・考慮し、平成24
年度より大規模庁舎（中央水産研究所：横浜市）の施設の管理・運営業務について、
複数年、包括的民間委託契約を実施している。

人材育成業務、研究開発業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築することと
し、水産大学校においては、その名称、立地（下関市）、施設を維持し、代表権を有する役
員を置く。

・平成28年４月の統合に向け、統合法人における人材育成業務、研究開発業
務それぞれの自主性に配慮した内部ガバナンス体制とするための業務方法
書、組織規程等を平成27年度中に策定する予定。
・平成28年４月１日の統合に向け、平成27年通常国会に法案を提出する予
定。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

官民競争入札等監理委員会から示された「業務フロー・コスト分析に係る手
引き」に基づき対象とする業務の選定を行い、その業務区分・事務区分ごと
のコスト計算を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務
改善を図る。

上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。

水産分野における人材育成と研究開発の有機的な連携・融合を効率的に行う
ことにより、水産物の安定供給、水産業の健全な発展に資するよう両法人を
統合する。平成28年４月に統合法人を設立すべく、中長期目標期間を５年と
するほか、人材育成業務の自立性に配慮した内部ガバナンスなどの体制等を
検討しており、平成27年通常国会に法案を提出する予定。

組織形態の特殊性や業務の性質にも配慮しながら、共同調達、間接業務の共
同実施ができる相手先があるか再検討を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 水産総合研究センター農林水産省６２Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2

農業研究４法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、国際農林水産業研究センター）でのコピー用紙・トイレットペーパーの購入、一般健
康診断及び清掃・エレベーター等保守の業務の共同調達を実施するとともに、類似の内容
の職員研修の農業研究４法人共同での実施等、業務の効率化を進めている。

03 2

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第７条第7項に基づく「公共サービス改
革基本方針」の一部変更（平成26年７月11日閣議決定）を踏まえ、コスト分析等を行い、清
掃業務、警備業務及びエレベーター等保守点検業務の各業務について、統合４法人と国際
農林水産業研究センターにおいて包括的な民間競争入札を実施することとし、平成27年４
月からの業務開始に向けた準備を進めているところである。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年４月から左記の業務が適切に開始できるよう、民間競争入札を実施す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

統合４法人（種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生
物資源研究所、農業環境技術研究所）に国際農林水産業研究センターを加え
た５法人で引き続き共同調達等を進める。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 国際農林水産業研究センター農林水産省６３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 2

・森林保険特別会計を平成26年度末に廃止し森林保険業務は平成27年４月１日から森
林総合研究所に移管、政府による債務保証、森林保険勘定の設置等を内容とする森林
国営保険法等の一部を改正する法律が第186回通常国会において成立し、平成26年４
月16日に公布した。関連する政省令改正については現在作業中である。
・内部ガバナンスの高度化については、項目05～08のとおり。
・積立金については、中期目標を変更し、保険料設計等の基本的考え方を示すことに
ついて現在準備を進めているところ。

02 2

・研究開発型の法人とすることについては、独立行政法人通則法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が第186回通常国会において、平成26年
６月６日成立、６月13日公布。
・中期目標期間については、次期中長期目標期間（平成28年度～）を５年とする。

03 2
水源林造成事業の受け皿法人については、森林及び林業の施策の総合的な検討状況等
を踏まえつつ、平成27年度中に結論を得るべく検討を進める。

04 2

　法令遵守及び契約の適正性を確保するための対策として、これまで、
・法令遵守を担当する理事の選任
・全職員を対象とした法令遵守に関わる内部研修の受講
・本研究所の森林農地整備センターにおけるセンターコンプライアンス室の設置
・契約監視委員会における理事長への意見具申できる体制の構築
・契約担当部署の職員を対象とした外部研修の受講
等を実施済み。
　また、水源林造成事業における財政融資資金の償還等に係るリスク管理を行うた
め、外部有識者等によるリスク管理のための委員会を今年度中の設置に向けて、現在
準備を進めているところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 3
平成27年４月１日より適切に森林保険業務が実施できるよう、リスクを的確に管理す
るための内部規程の整備、リスク管理のための委員会の設置について現在準備を進め
ているところ。

06 2
平成27年４月１日より適切に森林保険業務が実施できるよう、業務執行やリスク管理
を監視する内部組織の設置について現在準備を進めているところ。監事のうち１名は
既に常勤となっている。

07 3
平成27年４月１日より適切に森林保険業務が実施できるよう、職員研修の実施方針に
ついて現在準備を進めているところ。

08 2
森林国営保険法等の一部を改正する法律により森林保険勘定を設けることとしてお
り、独立行政法人通則法に基づき、平成27年度以降、事業別の収支情報等を情報開示
する。役職員の守秘義務規定については既に規定済み。

09 2

法令遵守の強化のための対策として、これまで、
・法令遵守を担当する理事の選任
・全職員を対象とした法令遵守に関わる内部研修の受講
・本研究所の森林農地整備センターにおけるセンターコンプライアンス室の設置
等を実施済み。

10 2

内部監査の実効性を確保するための措置として、これまで、
・内部監査担当職員を対象として外部研修を受講させること
・監査について、理事長の命によりセンターコンプライアンス室が内部監査を
　実施するとともに、独立行政法人通則法に基づく監事監査を実施すること
により、重層的な監査体制を構築・運用

内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査に従事する職員の資質及び能力の向上を図
るとともに、理事長、監事及び内部監査に従事する職員による重層的な監査体制を構築す
る。

左記の体制により、引き続き監査を実施する。

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充す
ることとし、その実施方針を策定する。

平成27年４月１日に職員研修の実施方針の整備を行い、４月以降実施方針に
基づき適切に実施する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行
う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

平成27年度以降、事業別の収支情報等を情報開示する。

法人の組織内における法令遵守体制を強化するため、法令遵守担当理事を設置するととも
に、全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施する。

左記の取組を引き続き実施するとともに、今年度中に外部専門機関による研
修を職員に受講させる。

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等に
より構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管
理状況を専門的に点検する。

平成27年４月１日に内部規程の整備を行い、４月以降内部規程に基づきリス
ク管理のための委員会の設置を含め適切に実施する。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

平成27年４月１日に業務執行やリスク管理を監視する内部組織を設置する。

次期中長期目標策定時に中長期目標期間を５年とする。

水源林造成事業については、受け皿法人の検討について、現中期目標期間終了時までに結論
を得る。

左記方針により検討を進める。

水源林造成事業等は、国の財政支出や財政融資を用いて、多額の契約を行い、公共事業を実
施していることから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵
守及び契約の適正性を確保するための体制の強化を図る。

左記の取組を引き続き実施する。

研究開発型の法人とする。ただし、中期目標期間は５年とする。

講ずべき措置 今後の対応方針

森林保険特別会計を平成26年度末までに廃止し、森林保険業務は森林総合研究所に移管す
る。その際、異常災害等のリスクに備えるため、政府による債務保証を行う。森林保険の被
保険者の利便性を低下させないよう対処するとともに、他の業務と経理を区分し、金融業務
の特性を踏まえ、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、内部ガバナンスの高度化
を図る。森林保険に係る積立金については、その規模の妥当性を定期的に検証し、過去の保
険金支払状況等に基づき算定される保険料率について、その結果も踏まえ見直しの措置を講
じる。

・森林国営保険法等の一部を改正する法律及び関連する政省令改正について
は平成27年４月１日に施行。
・積立金については、今年度中に、林野庁において外部有識者からの意見聴
取を行い、独立行政法人評価委員会における検討を経た上で中期目標を変更
し、保険料設計等の基本的考え方を示す予定。移管後においては、法人に設
置するリスク管理のための委員会において、中期目標で示される基本的考え
方に即して、毎年度、保険料率・積立金の妥当性の検証を行い、その結果を
農林水産大臣に報告することとしている。

所管 法人名 森林総合研究所、森林保険特別会計農林水産省６４Ｎｏ

89



11 2
契約の適正性を確保するため、近年は契約担当部署の職員を対象として、中央省庁等
主催の契約関連の研修を受講させている。

12 2

一者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人と一定の関係を有するも
のとして情報公開の対象となっている法人との契約については、契約監視委員会では
全件を対象として審議を行うとともに、本研究所の森林農地整備センターのセンター
コンプライアンス室では、内部監査事項に「契約の締結及び執行に関すること」を立
て、これまでも関係書類等を検査することにより、契約の適正性を確保してきてい
る。

13 1
法人の理事長に直接意見具申できる体制については、入札監視委員会においては既に
措置済み。また、契約監視委員会についても、今年度に内部規定を改正したことによ
り措置済み。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

14 3 当法人は、近接する独立行政法人がないため、他法人との共同実施の例はない。

15 2
業務の改善については、当所に設置された「事務・業務改善委員会」において、業務の効率
化、経費削減等に関する役職員からの提案を募集し、提案を元に業務フローやコスト等の
分析を行い、審査を経て業務に反映させる自主的な取組を行っている。

契約の適正性を確保するため、契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を定期的に実施
する。

左記の取組を引き続き実施するとともに、契約業務に係る内部研修の在り方
について、今年度中に検討・とりまとめを行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に示された手続き等により、業務フローやコ
スト分析を本年度中に実施し、更なる業務改善の検討を行う。

法人が行う契約に係る監視体制の強化及び充実を図るため、入札監視委員会等において、一
社応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人との契約について、全件を検証
し、分析を行う。その他の契約についても、無作為抽出を実施し契約の点検を強化するな
ど、審議の充実を図る。

左記の取組を引き続き実施する。

入札監視委員会等の機能を向上させる観点から、審議の内容や結果を踏まえ、直接法人の理
事長に意見具申できるよう体制を構築する。

措置済み

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

共同調達等の実施について、他独法の情報も得ながら、共同調達等の実施可
能性について検討を進める。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付
により造成した基金の管理に関する基準（平成19年３月28日付け18農畜機第4545号。
以下「基金の管理基準」という。)を平成26年３月に改正。この改正により、本法人
からの補助金等の交付により造成した基金のうち後年度負担額が明確な事業の基金の
見直し時期を３年毎から毎年度とした。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

03 2

　不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査、受給団体の法令順守体制の確保の
ためのガバナンス強化の支援については、既に実施している。

【農畜産業振興機構で実施しているガバナンス強化の支援の内容について】
〈畜産〉
　補助事業等の適正実施を図るため、交付後の現地調査、本部でのヒアリングを既に
実施している。また、制度理解の促進に資するため、事業説明会や注意喚起等を既に
行っている。
〈野菜〉
　機構主催の会議及び県連等主催の研修会並びに交付金調査等、あらゆる場を活用し
て県庁、県法人、登録出荷団体及び農協等に対して、法令遵守体制の確保について、
周知の徹底を図っている。
〈特産〉
　生産者交付金については、代理人説明会を年に一度開催し、代理人を通じて、申請
手続き等を周知している。また、要件変更等の制度改正時には、事業者も含めて速や
かに通知文書を発出するとともに、ホームページ等を活用した説明を実施するほか、
本部・地方事務所において、随時問い合わせに応じる旨を周知している。

04 1

　補助金等の不正受給、不正使用を行った場合の制裁措置については、既に導入して
いる。
　なお、不正受給、不正使用を行った場合の他、畜産関係法令その他の法令への違反
行為者に対して、一定期間補助金の交付停止措置を講ずる規程を制定している。

【農畜産業振興機構が導入している制裁措置の内容について】
〈畜産〉
　加工原料乳生産者補給金制度等の事業実施主体（指定生乳生産者団体等）について
は、「指定」解除の要件として法律上明記されている。
　畜産業振興事業については、機構が定めた「畜産業振興事業の実施について」にお
いて、一定期間事業実施主体としないことができることを規定している。
〈野菜〉
　業務方法書等の関係規程に、交付決定の取消、助成金の返還及び不正行為を行った
事業実施主体等が必要な是正措置を行わない場合、事業の対象としないことができる
こと等の制裁措置を規定している。
〈特産〉
　交付要綱で、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた場合については、
交付金の全部又は一部を返還させること等ができるとしている。また、罰則規定（３
年以下の懲役又は100万円以下の罰金）の措置が法律上明記されている。

05 1
　補助金等の不正受給等を行った場合、交付の取消や返還命令が行われ、また、場合
によっては刑事罰が課されることを説明会及び機構ホームページにおいて周知した。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためのガバナンスの支援に努める。

今後も交付後の調査を実施するとともに、引き続き受給団体の法令遵守体制
を確保するためのガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

導入済み。引き続き制裁措置の的確な運用・ 実施に努める。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

　引き続き説明会及び機構ホームページで周知する。

講ずべき措置 今後の対応方針

本法人からの補助金等の交付により造成した基金のうち後年度負担額が明確な事業の基金に
ついては、毎年度、当該基金を保有する法人に見直しを行わせ、支払い財源等として必要の
ない額を返還するなどにより、基金規模の適正化を図るよう指導する。

基金の管理基準の改正後、後年度負担額が明確な事業の基金について、毎年
度、当該基金を保有する法人に支払い財源等として必要のない額を返納させる等
見直しを行わせ、基金規模の適正化を図るよう指導する。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

所管 法人名 農畜産業振興機構農林水産省６５Ｎｏ
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

06 3
現時点では、共同調達については同一ビルに他法人が所在しないこと、間接業務の共同実
施については、独自に間接業務の効率化を図っており、更なるコスト削減や効率化が見込
めないことから、実施していない。

07 2
業務フローを踏まえた組織の見直し(25年度は経理部を再編）や、費用対効果分析等を活
用した事業採択による補助事業の効率化に取り組んでいるほか、IT技術支援等について民
間委託の活用を図っている。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件も配慮しながら、共同調達や間接業務の共同実施に向け、今後検討
を行っていく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フローコスト分析に係る手
引き」に記載された手法等を参考に,不断の業務改善を行っていく。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2 項目04～07を参照

03 2

○本年2月から事務局レベルで、連携・協力体制等について協議開始
　・本年5月20日に、役員レベルの「両基金定期連絡会」を設置
　・第2回両基金定期連絡会を12月に開催予定
　・両基金において、
　　① 両基金のパンフ等の並置（実施済）
　　② 両基金のホームページにおいてリンク（実施済）
　　③ 農業者年金基金に係る研修会でのみどり年金制度の情報提供
　　　（47都道府県ごとに開催（6月～10月）される研修会資料にみどり年金制度について記
　　　　載）
　　④  みどり年金担当者(JA)への農業者年金制度の情報提供（農業者年金制度についてみど
　　　　り年金業務手引書に記載して配布（実施済）
　　　等の連携・協力を行った。
○今後、本年12月に開催される連絡会の中で、効果的な加入推進に向けて、連携・協力を更に
深めるための具体的な方策を打ち出し、両者の一体的な情報提供に取り組む。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

○第３期中期計画に沿って「独立行政法人農業者年金基金の内部統制に関する基本方針（平成
25年4月1日）」を定めるとともに、リスクを的確に管理するための内部規程を整備し、リスク
管理委員会を設置
○リスク管理委員会に外部有識者が参加できるよう内部規程を改正し、リスク管理委員会(7月
25日開催)に諮ったところ（内部規程については７月25日付けで改正）
○なお、平成27年３月までに業務方法書を改正し、内部統制に関する基本方針を規定

05 1
○内部監査については考査部門が実施
○監事（1名）は常勤

06 1
○資金運用に携わる職員については、平成15年度から毎年、外部専門家による職員研修を実施
中
○外部専門家による職員研修に関する実施方針については、7月31日に作成済み

07 2
○平成15年度から勘定ごとに財務諸表を公表
○独立行政法人農業者年金基金法を改正し、平成27年10月１日までに守秘義務規定を設け、適
用させることを目指し、所要の作業を進める。

08 － ○農業者年金基金は、金融庁検査の対象外

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

09 3
　共同調達や間接業務の共同実施については現時点では行っていないが、間接業務について、備品及び
消耗品の一般競争入札による調達を徹底するなどの取組を通じ、全体の業務の効率化・最適化を図って
いる。

10 2
　既存の事務・事業に係る業務フローやコストの分析を行い、効率化を進めた結果、経費の削減（平成25
年度は一般管理費で当初予算に対し9.5％、事業費で当初予算に対し8.8％の削減）が図られたところ。

今後の対応方針

○中期目標管理型法人とする。

○ 本法人が実施する農業者年金と全国農業みどり国民年金基金が実施するみどり年金につい
て、加入等の手続の円滑化や効果的な加入推進が図られるよう、同国民年金基金の意向を踏
まえつつ、両者の一体的な情報提供など、連携・協力を深める。

講ずべき措置

項目04～07を参照

－

講ずべき措置 今後の対応方針

今後も引き続きリスク管理委員会を定期的に開催し、リスク管理状況を専門
的に点検する取組を行っていく。

－

○本法人が行う年金事業については、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融
業務に係る内部ガバナンスの高度化を図る。

今後、本年12月に開催される連絡会の中で、効果的な加入推進に向けて、連
携・協力を更に深めるための具体的な方策を打ち出し、両者の一体的な情報
提供に取り組む。

○各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同調達や
間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分け等を可能に
し、全体としての業務の最適化を図る。

－

他法人の実施状況も参考にしながら、今後も引き続き、業務の効率化・最適化に取り
組んでいく。

○金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等により構成
される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管理状況を専門的に点
検する。

○業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部等）を設
置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

○審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充することと
し、その実施方針を策定する。

○金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行う金融業
務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

講ずべき措置 今後の対応方針

○金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整備を図っ
た上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る。）。

－

次期通常国会に独立行政法人農業者年金基金法の改正案を提出予定

○各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」（平
成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フローやコストの分析を
行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に記
載された手法を参考に、不断の業務改善を行っていく。

所管 法人名 農業者年金基金農林水産省６６Ｎｏ

 93



（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3
独立行政法人農林漁業信用基金法を改正し、平成28年４月までに運営委員会を設置す
ることを目指し、所要の作業を進める。

03 － 項目04～08を参照。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

外部有識者等を含む以下の委員会を設置し、財務状況やリスク管理状況等を点検して
いる。
・余裕金運用委員会（平成15年10月設置）
・個人情報管理委員会（平成17年３月設置）
・情報化推進委員会（平成17年12月設置）
・業務改善委員会（平成19年３月設置）
・コンプライアンス委員会（平成19年12月設置）
内部規程等を整備し、平成27年４月１日に統合的リスク管理委員会を設置する。

05 1
平成20年１月に、内部監査を実施する監理室を設置した。また、平成15年10月より２
名の常勤監事を置いている。

06 1
平成26年４月１日に職員研修規程を改正し、外部専門家等による職員研修の実施方針
を定めた。

07 2
・事業勘定毎に財務諸表をホームページにて公表している。
・独立行政法人農林漁業信用基金法を改正し、平成27年10月１日までに守秘義務規定
を設け、適用させることを目指し、所要の作業を進める。

08 3
独立行政法人農林漁業信用基金法を改正し、平成27年10月１日に、金融庁検査を可能
とする制度を導入することを目指し、所要の作業を進める。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

09 2
間接業務の共同実施について、保証業務を行う一般社団法人全国農協保証センター及び
一般社団法人漁業信用基金中央会と、共同して保証業務に係る研修を実施するなどの取
組により、業務の効率化・最適化を図っている。

10 2

事務・事業の見直しについては、業務の効率化を図りコストを削減するため、コスト等の分
析を行い、例えば林業信用保証業務に係る求償権の回収については、費用対効果を検証
してサービサー（債権回収業者）に委託しているほか、平成21年２月に信用基金に「支出点
検プロジェクトチーム」を設置し、予算の効率的･適正な執行のための取組目標を設定して
ホームページに公表し、その達成に向け取り組むなど、自主的な業務改善を図っている。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

主務大臣が民間等の出資者や外部有識者のうちから任命した委員から成る運営委員会（仮
称）を設置し、重要事項の審議を行わせる。

平成27年通常国会に独立行政法人農林漁業信用基金法の改正案を提出予定。

また、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高
度化を図るとともに、農業信用保険事業、林業信用保証事業及び漁業信用保険事業について
は、金融庁検査を導入する。

項目04～08を参照。

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等に
より構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管
理状況を専門的に点検する。

平成27年４月１日からの実施に向け、業務方法書の変更及び内部規程の整備
を行う。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

措置済み

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充す
ることとし、その実施方針を策定する。

措置済み

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後も引き続き、必要に応じて民間委託等を含めた業務改善に取り組んでいく。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行
う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

平成27年通常国会に独立行政法人農林漁業信用基金法の改正案を提出予定。

金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整
備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危機の管理に限る。）。

平成27年通常国会に独立行政法人農林漁業信用基金法の改正案を提出予定。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後も引き続き、必要に応じて業務の効率化・最適化に取り組んでいく。

所管 法人名 農林漁業信用基金農林水産省・財務省６７Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・これまでも中期目標・中期計画に沿って、国内外の政策研究機関とは連携を進めて
いたが、閣議決定を受け、国内外の研究機関とのセミナーの共同開催、共同研究、人
的交流、協力協定の締結等を更に一層進めている。
 具体的には、国内の研究機関との連携については、閣議決定後、新たに内閣府経済
社会総合研究所、労働政策研究・研修機構との共同セミナーを開催している。本年度
の７月以降も、一橋大学との資源エネルギー政策に関する共催政策サロン等を、積極
的に開催する予定である。
・また、海外の研究機関との連携については、閣議決定後、新たに世界有数の研究所
であるブルッキングス研究所（米国）やピーターソン国際経済研究所（同）とのセミ
ナー等の実施、国際会議であるWorld KLEMSコンファレンスの主催などを行ってい
る。本年度の７月以降も、中国国務院発展研究中心との共同研究や、韓国産業研究
院、台湾経済研究院との共催ワークショップ等を、積極的に実施する予定である。
(平成26年度の関係機関との共同研究件数　２件（予定）、
平成26年度の関係機関との共同セミナー件数　４件（予定））
(協力協定締結実績数 海外研究機関２件、国内研究機関１件及び国内研究機関との調
整中１件）

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、NEDOと会議室の共用化を行い、法人間における業
務実施の連携を強化している。

04 2

既存の事務・事業に係る業務フローやコストの分析を行い、効率化を進めた結果、下記の
事業について、民間委託による業務改善を図ったところ。

Webサイトの改ざん検知のASPサービス及び不正アクセス監視サービスの導入にあたり、外
部サービスへの委託を行い、人員の拡充をすることなく365日24時間のセキュリティ対策を
実現した。

また、「公共サービス改革基本方針」に基づき、官民競争入札等監理委員会入札監理等小
委員会における議論を経て、「データベースの維持管理業務」について民間競争入札による
調達を行った。
下記の通り、前期契約に比べ、コスト削減に繋がっている。
「データベース維持管理業務費契約金額（税抜）による比較」
前期契約総額：29,460,000 円
今期契約総額：21,000,000 円
（前回契約比8,460,000 円、28.7％削減）

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、法人、関係機関間における業務実施の連携を強化し、業務の最適
化を実施。

今後の対応方針

政策研究に係る資源配分を効率化しつつ、本法人の機能の一層の向上を図る観点から、国内
外の政策研究機関との連携強化を進める。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

中期目標管理型の法人とする。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

－

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フロー・コスト分析に係る
手引き」に記載された手法を参考に、不断の業務改善を行っていく。

来年度以降も、国内外の研究機関とのセミナーの共同開催、共同研究、人的
交流、協力協定の締結等を本年度と同規模以上を目指して、進めていく方針
である。

所管 法人名 経済産業研究所経済産業省６８Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2
同居する他機関と職員の健康診断等共同で調達が可能なものについては、共同調達を
実施している。

03 2
平成25年度において、各事業部より改善の余地がある業務の洗い出しを行い、特定さ
れた業務に対し、業務フローやコスト分析を行った上で人材育成事業の一部を民間へ
移行した。

　　　

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後も引き続き、他法人と事業の連携を図り、経費の節約や事務手続きの効
率化に努める。

平成26年度は引き続き、業務改善の観点を中心に検討する。また、第四期
（平成28年～）中期計画では業務の見直しを検討することから、平成27年度
より「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を参考に調査を開始する予
定。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

－

講ずべき措置

所管 法人名 工業所有権情報・研修館経済産業省６９Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

・貿易再保険特別会計が平成28年度末までに廃止とされていることから、平成29年４
月１日より特殊会社として運営できるよう平成27年通常国会への貿易保険法改正法案
の提出を検討。
・(独）NEXIの保有する権利義務の承継等の具体的な措置事項については、引き続き
検討し、関係省庁と協議を行う。

02 3

 ・貿易再保険特別会計が平成28年度末までに廃止とされていることから、平成29年
４月１日より特殊会社として運営できるよう平成27年通常国会への貿易保険法改正法
案の提出を検討。
・貿易再保険特会の保有する権利義務の承継等の具体的な措置事項については、引き
続き検討し、関係省庁と協議を行う。

03 3

・特殊会社化、貿易再保険特会の廃止に伴い必要となる経済産業大臣による指揮監督
等の措置の具体的内容については、引き続き検討を行う。
　そのうち、必要な税制措置については、本年に税制改正要望を行う。
・特殊会社化に向けたリスク量試算や準備金等の考え方について、外部有識者を含め
た検討会を６月にNEXI内に立ち上げ、その内容も踏まえ、準備金の妥当な規模等につ
いて、関係省庁と協議を行う。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・案件に係る環境審査について、JBICとの間で共有したカテゴリー分類基準での運用
を開始し、共通案件に係る現地調査についてもNEXIとJBICのどちらか一方の対応で審
査を終了できることとした。これにより、省力化に繋がるとともに、貿易保険利用者
の手続きが削減されることとなった。
・JETROと共同で貿易実務に関する研修を実施することにより、間接業務の効率化を
進め、業務の最適化を図っている。

05 2

・限られた人員の中で拡大・高度化する業務に対応していくことが限界に近づきつつ
あることを踏まえ、既存の働き方や意志決定プロセス、業務体制、顧客対応方法、各
種会議体等について各部署に改めて見直すべき点はないか自主点検を行い、業務効率
化の余地を検討した。その結果、全社で82項目の見直し項目が洗い出され、このうち
全体の９割以上の77項目について2013年度中に対応した。
・また、上述の自主点検とは別に、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」と同等
の手法でNEXI全体の業務量を定量的に把握し、業務量を削減するための業務効率化施
策の策定をコンサルティング会社に委託して実施した。その結果、民間委託によるア
ウトソーシング促進等の施策が策定され、2013年度に実施された。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

これまでの業務改善に引き続き取り組んでいく。

貿易再保険特別会計は、平成28年度末までに廃止し、その資産及び負債は本法人に承継す
る。

平成27年通常国会に貿易保険法改正法案の提出を検討。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、更なる共同調達や間接業務の共同実地に向け、今後検討を行って
いく。

全額政府出資の特殊会社化に当たっては、貿易再保険特別会計の廃止に伴い、貿易保険の特
性を踏まえた経済産業大臣による指揮監督、本法人の保険金支払いに係る債務等に対する政
府保証、必要な税制措置、予算管理及び組織・事務の機動性確保のための措置を検討する。
なお、本法人が保有する将来の保険金支払いのための準備金については、定期的に規模の妥
当性を検証し、その結果も踏まえ、保険料率等の見直しの措置を講じる。

今後の対応方針

・貿易保険法改正法案の提出までに結論を得る。
・特殊会社化後の準備金については、定期的にその規模の妥当性を検証し、
その結果を踏まえ、保険料率等の見直しの措置を講じる。

今後の対応方針

国の政策意図の反映など国との一体性を高めつつ、経営の自由度、効率性、機動性を向上さ
せるため、全額政府出資の特殊会社に移行する。

講ずべき措置

平成27年通常国会に貿易保険法改正法案の提出を検討。

所管 法人名 日本貿易保険・貿易再保険特別会計経済産業省７０Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3
連携協力のための意見交換を７月に開始し、定期的に年２回程度実施する。
また、来年に先端光技術の応用に関する国際シンポジウムを共催する方向で検討を開
始予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
他法人との共同調達は実施していないが、つくばセンターにおいて、（独）物質材料
研究機構とともに、つくば駅と両機関の所内連絡バスについて相互乗り入れを実施
し、コスト削減と利便性の向上に取り組んでいる。

04 2

「公共サービス改革基本方針」に基づき、業務フロー・コスト分析を実施し、事務・
事業の質の維持や、効率性、コストの削減、民間の活用等の観点から外部委託の拡大
等について検討し、これまで、つくばセンターにおける施設・管理等業務について、
つくばセンター設備等維持管理業務、つくばセンター警備業務等の関連する8業務に
ついて外部委託を実施した。

光ネットワーク技術の研究開発を更に進める観点から、情報通信研究機構との連携協力を一
層強化する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

引き続き、業務フロー・コスト分析を行い、外部委託の拡大について検討。

今後も当該取り組みを継続する予定。
各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

講ずべき措置を踏まえ、左記の措置内容の取組を着実に推進し、より一層連
携協力を強化する。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

所管 法人名 産業技術総合研究所経済産業省７１Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 2
合同庁舎に入居している支所等（北海道支所、中部支所、北陸支所、中国支所、製品
安全センター（大阪））において、同居する他機関と蛍光灯等共同で調達が可能な物
品については、共同調達を実施している。

03 2

毎年度、各業務部門におけるコスト分析を行い、業務工程の見直し、改善を図ってい
る。
例えば、平成25年度では、化学物質管理分野において、化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律に基づく事業者からの届出データを評価する工程において、効率的
に集計するツールを開発・活用することにより、対象物質１件あたりのコストを平成
24年度に比べ36%（4,030円）削減した。

今後の対応方針

単年度管理型の法人とする。 －

講ずべき措置

今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

今後の対応方針

他法人との共同調達等については、事前に数量が決定されるような物品等可
能と思われるものについては、共同調達を実施することによる間接部門の余
剰人材の事業部門への振り分け等の可能性と導入コストを考慮した上で、効
果が認められるものについては実施を検討する。

講ずべき措置

引き続きコスト分析等を実施し、自主的な業務改善を図っていく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置

所管 法人名 製品評価技術基盤機構経済産業省７２Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月23
日成立、５月30日公布（当該法律で業務を移管）
平成27年４月１日の日本医療研究開発機構発足に向け、移管に必要な作業を実施中。

03 2

不正防止策として受給先に対する経理指導等の各種取組を従前より実施してきたとこ
ろ、さらに、受給先の費用支払方法の厳格化等の不正防止策強化を実施。また、ガバ
ナンス強化に対する支援として、受給先向け研修において不正行為の事例及び厳格な
処分例等の説明を実施。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

補助金等適正化法、NEDOの交付規程等を踏まえ、複数回検査や現地確認検査を適宜と
り入れ、受給先に対する交付後の調査を的確に実施。また、法令順守体制の確保のた
めのガバナンス強化支援として、受給先向け研修において不正行為の事例及び厳格な
処分例等の説明を実施。

05 1
受給先が不正受給、不正使用を行った場合の制裁措置として、補助金交付等の停止及
び契約に係る指名停止等の措置に関する内部規定を整備済み。

06 1
不正な手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付
決定の取消やその返還を求め、不正行為如何によっては、刑事告訴の対象となり得る
旨を記載したパンフレット等を作成・配布し、注意喚起を実施。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

07 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、JOGMECやJETRO等と会議室の共用化を行い、法
人間における業務実施の連携を強化。

08 2

業務フローやコストの分析結果を踏まえ、平成25年度以前から、情報基盤サービス関
連業務、研究開発資産に係る登録補助やデータメンテナンス等の資産管理業務、外部
来訪者の総合受付業務、契約・会計等システムの運用保守支援業務等について、民間
委託等を実施し、一般管理費削減、業務効率化等、自主的に業務を改善。

今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

－

－

平成27年４月１日の移管実施に向け、引き続き、移管に必要な作業を実施。

引き続き、不正防止のための各種取組及び受給先のガバナンス強化に対する
支援を実施。

引き続き、交付後の的確な調査及び受給先のガバナンス強化に対する支援を
実施。

－

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第179 号。以下「補助金等
適正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は所要の人員
も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」に記載された手法を参
考に、自主的な業務改善を実施。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、法人間における業務実施の連携を強化し、業務の最適化を実施。

ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金及び補助金等を用い
て行う研究開発業務や助成業務について、不正防止策を強化するとともに、受給先のガバナ
ンス強化に対する支援を行う。

所管 法人名 新エネルギー・産業技術総合開発機構経済産業省７３Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・22年12月閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」及び24年１月
閣議決定「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づき、これまでに
も中小企業基盤整備機構（中小機構）とは共用化や連携を推進。
・引き続き、中小機構の地域本部等との共用化を推進するとともに、同一地域に設置
している国内事務所が移転する場合には、近接化等を検討。同方針に基づき、大阪本
部が定期賃貸借契約の終了に伴い移転するタイミングで、公募により物件を選定し、
26年１月までに中小機構の近畿本部とともに同一ビルへ入居済み。また、双方の施設
を相互利用し、民間企業向けのセミナーや連携促進に向けた協議会を開催（25年度実
績：72件）。
・引き続き、中小機構との連携協力を強化。24年度に両法人が締結した連携強化に係
る合意書のフォローアップの機会として、定期連絡会を開催（25年度実績：３回）す
るとともに、個別事業部による情報共有や連絡調整を日常的に実施。
・同合意書に基づき、25年度は、①ジェトロが出展支援する海外展示会のうち、５件
について中小企業基盤整備機構（中小機構）と連携し、中小企業計44社の出展を支
援、②中小機構によるＦ/Ｓ支援の結果、海外展開の意思決定をした企業には、ジェ
トロが現地での操業開始あるいは輸出契約締結まで一連の海外展開支援サービスを提
供（70社に海外事務所によるブリーフィングを実施、39社をジェトロの「新興国進出
支援専門家派遣事業」等に採択）、③中小企業の国際化に向けたセミナーを中小機構
との共催等により日本各地で開催（25年度実績：95本）等の連携を実現。

03 2

・外務省・経済産業省・国土交通省による「国際業務型独立行政法人の海外事務所の
機能的な統合について　最終とりまとめ」（2012年９月）の趣旨に添い、共用化又は
近接化を進めている。
・その結果、25年度中には、25年６月にメキシコシティでジェトロがJICAやJF（国際
交流基金）と同一地区に移転し近接化を果たしたほか、26年３月にジャカルタでジェ
トロ、JFと同一ビルにJNTO（国際観光振興機構）が新たに入居し共用化。また、26年
５月には上海でジェトロが事務所面積を縮小し、空いたスペースにJNTOが６月に移転
し共用化を果たした、などの成果が出ている。その他の都市についても適宜フォロー
アップを実施。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

中小企業基盤整備機構の地方事務所との共用化又は近接化を推進し、中小企業の海外展開支
援が一体的に行えるよう、一層の連携協力を図る。

・両機構間で開催している定期連絡会等を通じて、進捗のフォローアップと
今後の連携方針について確認を行いながら、展示会やセミナー等での協力、
施設共用化の実績を着実に積み上げる。
・国内事務所の移転時には、地方自治体の意向を確認しつつ、個別に近接化
を検討。

・３法人以上が事務所を設置する16都市において、コストや利用者の利便性
等の観点を踏まえ不断に検討を行う。移転が適当と判断された場合、違約金
の支払いなく移転するためには契約終期に合わせて行う必要があることか
ら、契約終期のタイミングで同一物件への移転又は近接化の可能性を検討。
また候補物件については適宜調査を行う。
・各法人の実施するイベントの広報や利用者への相互案内等において引き続
き協力を行う。

講ずべき措置

本法人と国際協力機構、国際交流基金及び国際観光振興機構の海外事務所は、事業の連携強
化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意し、共用
化又は近接化を進める。

所管 法人名 日本貿易振興機構経済産業省７４Ｎｏ

該当なし
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・法人間における業務実施の連携強化については項目02、03のとおり。
・連携の一環で、中小企業基盤整備機構等とセミナー等を共催し、会場費などを節約
（25年度実績：95本）。また、相互の施設の共用化により経費を節減（例：北京やロ
ンドンの国際交流基金の多目的ホールをジェトロや国際観光振興機構に貸出）。

05 2

下記の取組みを通じて、業務フローやコスト等の分析を行い、その結果に基づき、廃
止や民間委託など自主的な業務改善を図った。
・理事長をヘッドとした役員会メンバー出席のもと半期毎に開催される「アウトカム
向上委員会」にて、PDCAサイクルに基づき、各部の①数値目標（定量的指標）の達成
状況、②予算の適格な執行状況及び見通し、③事業遂行における課題の抽出や業務の
改善・見直しに向けた取組み状況などについて確認。
・経営方針の決定プロセスの一環として、各部の基本方針及び具体的な活動方針を審
議する中で、廃止事業を選定・決定。26年度経営方針の決定プロセス（25年度中）で
は、期待した効果が上がっていない、例えば展示会出展事業について、廃止や費用対
効果のより高い他の展示会への見直しを行った。
（以下、廃止した事業一例）
○海外展示会事業：EXCON（インド、建設機械）、Mobile World Congress（スペイ
ン、通信機器）、PITTCON（米国、精密機器）、IndoWater（インドネシア、水分
野）、IGEM（マレーシア、環エネ全般）、広州給排水展（中国、環エネ全般）、
ニューヨーク国際家具現代見本市（アメリカ、デザイン）など
○国内商談会事業：FOOMA JAPAN（食品加工機械）など

・内閣府が推進する官民競争入札等（市場化テスト）を導入し、官民競争入札等監理
委員会の指摘・助言を受けることにより、コスト削減や民間委託等につながってい
る。これまでに、対象案件のうち、所期の目的を達成したとして廃止した事業(1
件）、官民競争入札から民間競争入札へ移行した事業（１件）、コスト削減やサービ
スの質などで良好な成績を上げたことが評価され、市場化テストを卒業した事業（１
件）あり。
・中期計画に基づき、人事関連業務や経理業務などの各業務について、入札等による
外部委託を推進し、効率化及び業務改善を実施（例：派遣職員・嘱託員・海外アドバ
イザーの採用や契約締結等の業務、職員宿舎事務代行業務等）。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、「アウトカム向上委員会」を活用したPDCAサイクルの評価や、官
民競争入札等（市場化テスト）の導入等を通じて、業務フローやコストの見
直しを行い、自主的な業務改善を図る。

引き続き、中小企業基盤整備機構や、国際協力機構、国際交流基金及び国際
観光振興機構等との連携を強化し、その中で会場費などの節約につながる取
組みを行い、実績を重ねる。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
産業技術総合研究所や情報通信研究機構が開発・所有する解析エンジンにて情報処理
推進機構から提供するウイルス検体を解析し情報共有するなど、連携協力の一層強化
に向けた協議を実施中。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3

・他法人との連携協力について項目02のとおり実施中であり、業務実施の連携を強
化。また、共同調達については、近接する法人がなく想定しにくいが、可能性につい
て検討を開始。
・間接業務の共同実施については、独立行政法人としての自主性及び自律性を発揮し
つつ、どのような共同実施がありうるのか検討中。

04 2
業務フローやコスト等の分析を行った結果、情報処理技術者試験の企画業務以外の試
験実施業務のうち、市場化テストのプロセスに基づき、平成25年10月から事業の民間
委託を実施。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置を踏まえ、左記の措置内容の取組を着実に推進し、より一層連
携協力を強化する。

講ずべき措置

情報セキュリティ問題への取組を更に強化する観点から、産業技術総合研究所及び情
報通信研究機構との連携協力を一層強化する。

－

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後の対応方針

今後、法人間での連携の可能性について検討。

電子IPA稼働維持支援業務について、平成27年度以降に市場化テストのプロ
セスに基づき、民間競争入札を実施予定。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 情報処理推進機構経済産業省７５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

（１）　リスクマネー供給業務については、出資採択の審査や個別プロジェクトの管
理を厳格に行う
(a)　出資採択の審査
・民間企業から申請された採択申請書をもとに、各事業担当部における案件の政策的
重要性検討、評価部他による技術的事項審査・経済的事項審査・事業実施関連事項審
査・労働安全衛生環境等に関する審査（HSE審査）等を、必要に応じ外部専門家を活用
しつつJOGMEC内部にて実施。
・理事長をトップとする採択検討委員会で採択の可否を検討し、文書決裁により意思
決定が行われる。石油・天然ガス開発事業、金属鉱物開発事業（探鉱段階の出資除
く）においては、経済産業大臣の同意を申請し、エネルギー・金属鉱物資源確保政策
との整合性を確保。

(b)　個別プロジェクトの管理
・各事業担当部で各案件の年間事業計画の評価を行う。石油・天然ガス開発事業にお
いては、個別作業の実施計画についても評価を行う。
・その他、各案件の作業進捗、収益の状況等について、各事業担当部がパートナー企
業等から適時情報収集を行う。

（２）　財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナ
ンスの高度化を図る

・項目03～06に記載。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

03 2

（１）　金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備する。
(a) 　業務方法書
・改正通則法第28条第２項に定める「業務の適正を確保するための体制の整備に関す
る事項」を記載する。

(b) 　内部規程等
・総務部金融資産課において「金融事業資産管理規程」を平成26年４月18日策定（同
日施行）し、金融事業資産を構成する個々の案件の定期的な点検及び年次毎の評価を
行うことを規定。同規程に基づく定期点検の事務処理の詳細を定めることを目的に、
以下の業務要領を策定。
－「金融事業資産を構成する出資・債務保証等案件の定期点検事務処理要領（平成24
年９月25日策定）」を平成26年４月18日に改正（同日施行）
－「金融事業資産を構成する貸付案件の定期点検事務処理要領」平成26年４月18日策
定（同日施行）
・同規程に基づく金融事業資産を構成する案件の年次毎の評価のための事務処理要領
を策定する（評価実務は平成25年度より開始）。

（２）　外部有識者等により構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置
し、法人の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。
・法人の業務全体の評価に関する重要事項を審議するための外部有識者で構成される
委員会（業務評価委員会）及び機構が取得した株式の処分に関する重要事項を審議す
るための外部有識者で構成される委員会（株式等評価委員会）は設置済

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

・リスクマネー供給業務については、出資採択の審査や個別プロジェクトの管理を厳格に行うと
ともに、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度
化を図る。

（１）措置済み
（２）項目03～06に記載

中期目標管理型の法人とする。 －

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等により
構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管理状況を
専門的に点検する。

（１）
(a) 　業務方法書
・業務方法書に、業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項とし
て、金融事業資産管理方針及び管理体制等について記載する改正を今年度中
に行い、平成27年４月1日より施行。

(b) 　内部規程等
・金融事業資産管理規定等は策定済み。
・同規程に基づく、金融事業資産を構成する案件の年次毎の評価のための事
務処理要領を今秋までに策定。

（２）
・法人の財務状況や金融業務のリスク管理状況を専門的に点検する委員会等
の設置のあり方を今年度中に検討。

所管 法人名 石油天然ガス・金属鉱物資源機構経済産業省７６Ｎｏ
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04 1

（３）  業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内
部組織（監査部等）を設置する。
(a) 内部監査の実施
・業務の執行状況、財務及び会計については、内部監査実施規程に基づき監査室によ
る内部監査を実施。監査室員の専任化を進め（平成25年度から１名、平成26年度から
２名）、内部監査の実施体制を強化。

(b) 内部組織の設置
・金融ガバナンス強化のため、平成24年４月より総務部内に金融資産課を設置済。

（４）  監事のうち１名は原則として常勤とする。
・既に監事は２名共に常勤。

05 2

（５）　審査、回収など金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職
員研修を拡充する。
・担当職員（金融資産課等）が外部で研修（ファイナンス基礎コース、ビジネス定量
分析コース、財務管理会計研修）を受講している。
・また、平成26年度より、金融業務に携わる金融資産課及び審査課の職員が講師とな
り、リスクマネー供給業務を行う各事業部門職員向けに経済性分析講座を共催。

（６）　その実施方針を策定する。
・毎年度、総務部人事課において、職員に対する研修計画を策定している。

06 2

（７）　金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示す
る。
・財務諸表附属明細書及び事業報告書にてセグメント情報として事業別の情報を開
示。出資額、貸付額、貸付金残高、回収額等についても附属明細書において企業毎に
公表。また、連結財務諸表附属明細書において、特定関連会社及び関連会社の情報を
法人ごとに公表。

（８）　法人の行う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。
・守秘義務についてはJOGMEC法第9条に秘密保持義務が規定されている。係る秘密保持
義務に違反した場合の罰則は第24条に規定。
・このほか、就業規則、役職員倫理規定および職務上遵守すべき行動規範等により、
役職員が職務上の義務として遵守すべき事項を定めている。

07 2

・事業完了時に実績報告書・調査報告書を提出させ、受給者の事務所にて帳簿や証拠
書類等の書面検査（必要に応じ現地調査）を行い、不正受給・不正使用がないよう助
成額を確定している。（補助金適正化法に基づく確定検査）
・事業資金の適正使用のためのアクションプラン(機構職員向け）を策定している。

08 3 工事、物品購入、役務提供の指名停止措置要領を策定している。

09 1
助成金の目的外使用や助成事業に係る不正行為等があった場合には、交付決定の取消
し、交付済額の返還命令について、公募要領等で周知している。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

10 2

・経費の効率化のため、海外事務所における他の独立行政法人（NEDO、JETRO他）事務
所との会議室共用を実施。
・共同調達や間接業務の共同実施については、効果的かつ効率的な業務運営に資する
か十分な検討が済んでいないことから、現時点では実施していない。

11 2

中期計画に基づき、運営費交付金を充当して行う業務については、従前より一般管理
費及び業務経費の効率化を着実に実施しており、具体的には、業務フロー等の見直し
により、出退勤管理システムを導入し、人事課における当該管理業務の効率化等を実
施した。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」
（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フローやコス
トの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

これまでの業務改善に引き続き取り組むとともに、「業務フロー・コスト分
析に係る手引き」に記載された手法を参考に、不断の業務改善を行ってい
く。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図る。 助成・給付業務にも指名停止措置要領を拡大して適用することを検討。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化
法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等の
交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場合に
よっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。

－

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同調
達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分け等
を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

共同調達や間接業務の共同実施が効果的かつ効率的な業務運営に資するか十
分考慮した上で、実施の可能性を今後検討する。

審査、回収など金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充するこ
ととし、その実施方針を策定する。

（５）
・今年度下半期には、職員が講師となる財務分析講座の開催を予定。

（６）
・総務部人事課研修計画に、金融関連の研修を来年度より明示的に盛り込
む。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する。一方、法人の行う
金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

（７）
・事業別の収支情報等の開示方法を今年度中に検討。

（８）
・措置済み

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令順守
体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

アクションプランの取組の拡充（確定検査等業務の記載内容拡充等）を検
討。

講ずべき措置 今後の対応方針

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部等）
を設置する。また、監事のうち1名は原則として常勤とする。

－
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・金融業務のリスクを的確に管理するために、内部規程等を整備する。
・コンプライアンス遵守、オペレーショナル・リスク管理、信用リスク管理等に係る
統合的なリスク管理のための委員会等を設置する。
・外部専門家等による若手職員向けの企業財務に係る分析能力向上に資する職員研修
のほか、内部ガバナンスの高度化に資する研修を拡充していく。なお、既に階層別研
修において、コンプライアンス研修を実施している。
・事業別の収支情報等を平成26年度の事業報告書で明らかにするなどの情報公開を行
う。
・高度化事業に対する金融庁検査については、平成27年10月１日に、金融庁検査を可
能とする制度を導入することを目指し、所要の作業を進める。

03 2

ａ）中小企業の経営者､経営管理者等を対象に、自社課題解決の立案につながる具体
的な中小企業の事例等を用いた座学や自社データを用いて実施する豊富な演習等を交
えた現場に即した研修等に重点を置いた研修を実施する。
 【例】
　（重点化）・研修内容充実のため原則3日間コース以上とする（223コース→238
コース）
　　　　　　　・中小企業施策に直結した研修（36コース→52コース）
　（廃止）個人のスキルアップを主な目的とした研修（116コース→廃止）等
ｂ）中小企業大学校における企業向け研修（中小企業政策実施の要請に基づく研修を
除く。）及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務のうち、研修企画等に係るもの
を除いた業務並びに施設の管理・運営業務について市場化テストを実施する。なお、
東京校を除く大学校においては、26年２月に契約を締結し、26年４月より事業実施。
ｃ）宿泊研修施設の稼働率の向上については、専門委員会（有識者、受講者、支援機
関等から構成）を設置し、稼働率の目標値及び改善方策について検討を行い、各校に
おいて順次改善策に着手する。

04 2

・22年12月閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」及び24年１月
閣議決定「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に基づき、これまでに
も日本貿易振興機構（ジェトロ）とは共用化や連携を推進。
・引き続き、ジェトロの地方事務所との共用化を推進するとともに、同一地域に設置
している国内事務所が移転する場合には、近接化等を検討。同方針に基づき、近畿本
部について26年1月にジェトロの大阪本部とともに同一ビルへ入居済み。また、双方
の会議室等を相互に利用し、民間企業向けのセミナーや連携促進に向けた協議会、会
議等を実施（25年度実績：72回）。
・引き続き、ジェトロとの連携協力を強化。24年度に両法人が締結した連携強化に係
る合意書のフォローアップの機会として、定期連絡会を開催（25年度実績：３回）す
るとともに、個別事業部による情報共有や連絡調整を日常的に実施。
・同合意書に基づき、25年度は、①ジェトロが実施する海外展示会事業のうち、５回
の展示会に対して、中小企業計44社の出展を支援、②Ｆ/Ｓ支援の支援先企業（180
社）に対して、ジェトロの海外展開支援サービスを紹介、③中小企業の国際化に向け
たセミナーや研究会等をジェトロとの共催等により日本各地で開催（25年度実績：95
本）等の連携を実現。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 3
・金融業務のリスクを的確に管理するために、内部規程等を整備する。
・コンプライアンス遵守、オペレーショナル・リスク管理、信用リスク管理等に係る
統合的なリスク管理のための委員会等を設置する。

今後の対応方針

・内部規程等の整備については、平成27年４月１日までに、内部統制基本方
針、自己査定規程、出資金評価要領等の策定、見直しを検討していく。
・平成27年４月からの委員会等の設置に向けて、委員会の目的、対象とする
リスクの内容、委員会構成等を検討していく。

中期目標管理型の法人とする。

財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を
図るとともに、高度化事業については、金融庁検査を導入する。

中小企業大学校は、中小企業に真に必要な研修機会を維持しつつ、研修内容の重点化を進め
るとともに、研修企画業務以外の運営業務に係る市場化テストによる業務の効率化や宿泊研
修施設の稼働率の向上を図る。これらの取組状況を踏まえ、宿泊研修施設について、国とし
て保有しなければならない必要性の有無を判断する。

日本貿易振興機構の地方事務所との共用化又は近接化を推進し、中小企業の海外展開支援が
一体的に行えるよう、一層の連携協力を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

・内部規程等の整備については、平成27年４月１日までに、内部統制基本方
針、自己査定規程、出資金評価要領等の策定、見直しを検討していく。
・平成27年４月からの委員会等の設置に向けて、委員会の目的、対象とする
リスクの内容、委員会構成等を検討していく。
・金融業務実施部門の職員向けに、貸付等の審査に係る研修や債権管理・保
全・回収に係る研修等、内部ガバナンスの高度化に資する研修を実施すべ
く、平成26年度内に実施方針を策定する。
・ファンド出資事業についてのファンド種別ごとの出資履行金額等の年度
データ及び累計データ、高度化事業についての債権の償却状況及び機構内部
の審査プロセスなどについても平成26年度の事業報告書で情報開示する。
・金融庁検査を可能とする制度の導入に向けて、関係省庁等との調整を図り
つつ、所要の作業を進める。

ａ）対応済み
ｂ）東京校を除く大学校においては、26年２月に契約を締結し、26年4月よ
り事業実施。東京校においては、26年度中に入札公告し民間委託を27年4月
より実施予定。
ｃ）については、本年夏頃までに専門委員会を設置し、稼働率の目標値及び
改善方策について検討を行い、年末を目途に成案を得る。その後、各校にお
いて順次改善策に着手し、現中期目標期間中に当該目標値を達成するよう努
め、宿泊研修施設について、国として保有しなければならない必要性の有無
を判断する。

両機構間で開催している定期連絡会等を通じて、進捗のフォローアップと今
後の連携方針等について確認を行いながら、展示会やセミナー等での協力、
施設共用化の実績を着実に積み上げる。国内事務所の移転時には、個別に近
接化を検討。

講ずべき措置

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等に
より構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管
理状況を専門的に点検する。

所管 法人名 中小企業基盤整備機構経済産業省７７Ｎｏ
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06 1
・監査統括室を設置済。
・２名の常勤監事を配置済。

07 3
外部専門家等による若手職員向けの企業財務に係る分析能力向上に資する職員研修の
ほか、内部ガバナンスの高度化に資する研修を拡充していく。なお、既に階層別研修
において、コンプライアンス研修を実施している。

08 2

・事業別の収支情報等を平成26年度の事業報告書で明らかにするなどの情報公開を行
う。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条（秘密保持義務）により、既に担保
済。

09 3 項目02を参照

10 3

・中小企業大学校施設については、今後は、中小企業大学校研修事業、機構内事業
（例：職員研修等）での利用に加え、外部利用者に対しても施設利用の促進を図り稼
働率の向上につなげるほか、各校においても地域に応じた対応策を検討しているとこ
ろ。
・宿泊研修施設の稼働率の向上については、専門委員会（有識者、受講者、支援機関
等から構成）を設置し、稼働率の目標値及び改善方策について検討を行い、各校にお
いて順次改善策に着手する。（再掲）

11 2
類似の民間施設の利用料金や大学校施設の一般利用料金との比較等により料金体系を
検証している。

12 2
中小企業大学校では、これまでも市場化テストを実施しており、平成26年４月１日か
ら新たに東京校を除く８校の施設の運営等業務に係る市場化テストを開始した。な
お、東京校については、平成27年度より実施の予定で準備を進めている。

13 1

研修の実施成果の把握は、研修受講の最終日に実施する受講者アンケートにより行っ
ている。アンケートでは、従来までの指標である「役立ち度」に加え、26年度から新
たに「今後の大学校の利用希望」を設定し、中期目標で中期目標期間終了時の受講者
数の目標（受講者数：15万人）を設定した。

14 2
事業遂行状況報告による不正受給等の調査の実施、経理処理の方法等を明示すること
で、助成事業者に対して法令順守を促し、不正受給等の防止を徹底することでガバナ
ンス強化を図っている。

15 1
交付要領等に、交付済み助成金の返還義務、資格停止などの規定を設けるなどして、
制裁措置を行えるようにしている。

16 1
募集要項等に「補助金等適正化法」が準用されること、交付要領等に不正事由等によ
る交付の取消等を規定している。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

17 3

・共同利用が検討可能な高額実験用機械や資材等を調達する予定はない（見込まれな
い）。その他の備品等については、必要に応じて随時調達していることから、他法人
との共同調達は想定できにくいが、今後、法人間での連携の可能性について検討。
・間接業務の共同実施については、独立行政法人としての自主性及び自律性を発揮し
つつ、どのような共同実施がありうるのか情報収集及び検討を行う。

18 2
競争の導入による公共サービス改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく公
共サービス改革基本方針（閣議決定）に従い、中小企業大学校における企業向け研修
に係る業務の一部について、業務フロー・コスト分析を実施。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

－

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

情報化ネットワークシステム運用管理業務について、平成26年７月11日の閣
議決定に従い、民間競争入札を実施し、平成28年度から落札者による事業を
開始する予定。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

法人間における業務実施の連携強化について、引き続き、他法人の情報を収
集や意見交換を実施する予定。

項目02を参照

・施設稼働率の向上を図るため、更なる利用促進に向けた検討を進める。
・本年夏頃までに専門委員会を設置し、稼働率の目標値及び改善方策につい
て検討を行い、年末を目途に成案を得る。その後、各校において順次改善策
に着手し、現中期目標期間中に当該目標値を達成するよう努め、宿泊研修施
設について、国として保有しなければならない必要性の有無を判断する。
（再掲）

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充す
ることとし、その実施方針を策定する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行
う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整
備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る。）。

保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向けた取組を実
施し、施設の稼働率の向上を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務実施部門の職員向けに、貸付時等の診断に係る研修や債権管理・保
全・回収に係る研修等、内部ガバナンスの高度化に資する研修を実施すべ
く、平成26年度内に実施方針を策定する。

ファンド出資事業についてのファンド種別ごとの出資履行金額等の年度デー
タ及び累積データ、高度化事業についての回収見込みのない債権の償却状況
などについても平成26年度の事業報告書で情報開示する。

自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用料金との比較
等により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。

類似の民間施設の利用料金や大学校施設の一般利用料金との比較等により引
き続き定期的に料金体系を検証する。現在、施設の運営等業務は、市場化テ
ストにより民間委託を実施しており、施設利用料金は、民間事業者の収入と
なっているため、値上げ等により自己収入の拡大が図れるか検討する。

施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、管理・運営
コストの低減を図る。

現在実施している東京校を除く８校における市場化テスト、平成27年度より
実施する東京校における市場化テストは、民間委託の活用等により、引き続
き、管理・運営コストの低減を図る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

－

一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に把握できる定
量的な目標を設定する。

－

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
順守体制の確保のためのガバナンス強化の支援に努める。

引き続き、助成事業者に対して法令順守を促し、不正受給等の防止を徹底す
ることでガバナンス強化を図っていく。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・平成25年度においては、事務用消耗品購入、ＯＡ用消耗品購入、施設管理・運営業
務、一般廃棄物処理業務等について、建築研究所含む複数機関による共同調達を実施
したところであり、平成26年度においても引き続き共同調達を実施し、業務の効率化
を図っている。
・更に、構内維持管理業務の共同調達の可能性について検討を行っているところであ
り、業務の効率化を進めていく。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2

・平成25年度においては、事務用消耗品購入、ＯＡ用消耗品購入、施設管理・運営業
務、一般廃棄物処理業務等について、建築研究所含む複数機関による共同調達を実施
したところであり、平成26年度においても引き続き共同調達を実施し、業務の効率化
を図っている。
・更に、構内維持管理業務の共同調達の可能性について検討を行っているところであ
り、業務の効率化を進めていく。

04 2
業務フローやコスト分析等を行い、これまでにデータ整理などの定型的な業務は民間
委託するなど、自主的な業務改善に努めている。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、構内維持管理業務の共同調達の可能性等について検討を進め、業
務の効率化を図っていく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

本法人と建築研究所は、共同調達の実施等により、業務の効率化を図る。
引き続き、構内維持管理業務の共同調達の可能性等について検討を進め、業
務の効率化を図っていく。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。

所管 法人名 土木研究所国土交通省７８Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
都市再生機構技術研究所を建築研究所に移管する方向で、国土交通省、建築研究所、
都市再生機構の三者で検討を行っており、移管する具体的な業務内容、組織、施設の
扱い等について検討中。

03 2

・平成25年度においては、事務用消耗品購入、ＯＡ用消耗品購入、施設管理・運営業
務、一般廃棄物処理業務等について、土木研究所含む複数機関による共同調達を実施
したところであり、平成26年度においても引き続き共同調達を実施し、業務の効率化
を図っている。
・更に、構内維持管理業務の共同調達の可能性について検討を行っているところであ
り、業務の効率化を進めていく。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・平成25年度においては、事務用消耗品購入、ＯＡ用消耗品購入、施設管理・運営業
務、一般廃棄物処理業務等について、土木研究所含む複数機関による共同調達を実施
したところであり、平成26年度においても引き続き共同調達を実施し、業務の効率化
を図っている。
・更に、構内維持管理業務の共同調達の可能性について検討を行っているところであ
り、業務の効率化を進めていく。

05 2
業務フローやコスト分析等を行い、これまでに実験施設等の保守点検などの定型的な
業務は民間委託するなど、自主的な業務改善に努めている。

引き続き、構内維持管理業務の共同調達の可能性等について検討を進め、業
務の効率化を図っていく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

本法人と土木研究所は、共同調達の実施等により、業務の効率化を図る。

研究開発型の法人とする。

引き続き、構内維持管理業務の共同調達の可能性等について検討を進め、業
務の効率化を図っていく。

平成26年中に結論を得る。
都市再生機構技術研究所を将来的に本法人に移管することを検討し、平成26年中に結論を得
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

所管 法人名 建築研究所国土交通省７９Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための所要の体制、交通安
全環境研究所の研究部門としての必要な機能を維持するための措置、統合のシナジー
効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計の検討を進めている
ところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成28年4
月1日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中期目標・中期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒアリ
ング
・統合後法人の中期目標・中期計画について、総務省の第3者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済システム・会計システム統合等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産の名義変更手続き

02 3

国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための所要の体制、交通安
全環境研究所の研究部門としての必要な機能を維持するための措置、統合のシナジー
効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計の検討を進めている
ところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
従来より近隣の研究所と事務用品の共同購入や守衛業務契約、電力契約等の共同実施
を行いコスト縮減、業務の効率化を図っている。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに消防設備、電気設備等の一般的な管
理業務を民間委託するなど、自主的な業務改善に努めている。

講ずべき措置

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

引き続き、業務改善に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

統合後の新法人については、国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための
所要の体制を確保する。また、新法人では、国から移管される国の責務の下で行ってきた事務
を含め、自動車の保安基準への適合性審査等の業務が人員・予算規模の大宗を占めることとな
るが、交通安全環境研究所の研究部門は、自動車における我が国技術の国際標準獲得や鉄道イ
ンフラの戦略的な海外展開等において重要な役割を引き続き担う必要があるため、従来、交通
安全環境研究所が有していた国際標準に係る国際会議の対応体制、他国の研究機関とのハイレ
ベルの連携、対外的プレゼンス等の研究部門としての必要な機能が研究開発を主とした法人で
はなくなることにより損なわれることがないよう、統合に当たっては、交通安全環境研究所の
名称を維持するとともに代表権を有する役員を置く。
また、研究業務の特性を踏まえた目標設定・評価を行うなど弾力的な対応を行う。

引き続き、統合に向けた検討・作業を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置

今後の対応方針

今後の対応方針

引き続き、統合に向けた検討・作業を行う。

所管 法人名 交通安全環境研究所国土交通省８０Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための所要の体制、交通安
全環境研究所の研究部門としての必要な機能を維持するための措置、統合のシナジー
効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計の検討を進めている
ところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成28年4
月1日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中期目標・中期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒアリ
ング
・統合後法人の中期目標・中期計画について、総務省の第3者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済システム・会計システム統合等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産の名義変更手続き

02 3

国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための所要の体制、交通安
全環境研究所の研究部門としての必要な機能を維持するための措置、統合のシナジー
効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計の検討を進めている
ところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
同一敷地内にある国の運輸支局等と警備、清掃業務及び消防・空調整備の保守点検等
の共同調達を可能な限り実施している。

04 2
「業務フロー・コスト分析に係る手引き」等を踏まえ、自主的な業務改善を図るべく
検討を進めているところ。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。 引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

統合後の新法人については、国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施するための
所要の体制を確保する。また、新法人では、国から移管される国の責務の下で行ってきた事務
を含め、自動車の保安基準への適合性審査等の業務が人員・予算規模の大宗を占めることとな
るが、交通安全環境研究所の研究部門は、自動車における我が国技術の国際標準獲得や鉄道イ
ンフラの戦略的な海外展開等において重要な役割を引き続き担う必要があるため、従来、交通
安全環境研究所が有していた国際標準に係る国際会議の対応体制、他国の研究機関とのハイレ
ベルの連携、対外的プレゼンス等の研究部門としての必要な機能が研究開発を主とした法人で
はなくなることにより損なわれることがないよう、統合に当たっては、交通安全環境研究所の
名称を維持するとともに代表権を有する役員を置く。
また、研究業務の特性を踏まえた目標設定・評価を行うなど弾力的な対応を行う。

所管 法人名 自動車検査独立行政法人国土交通省８１Ｎｏ

該当なし

111



（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3
登録基準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行政法人に移管するた
めに必要となる手続き・作業について検討中。

02 2

・自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、全国展開や対象手続の拡大
を図るための、具体的な方策について検討しているところ。
・新技術に対する検査の効率化を進めるため、大型マルチテスタの導入を進めるほ
か、検査方法の改善に関して検討しているところ。

03 －
本閣議決定を踏まえ、引き続き、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定は存続させ
ている。

04 2
予算要求作業等を通じて、無駄の排除を徹底するとともに、区分経理の必要性等につ
き見直しを行っている。

－

引き続き、不断の見直しに努める。

上記の取組を前提に、引き続き受益と負担の関係を明確にさせるため、自動車安全特別会計自
動車検査登録勘定は存続させる。

今後とも、無駄の排除を徹底するとともに、区分経理の必要性等につき不断の見直しを行う。

平成29年度までに自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、全国展開や対象手続
の拡大により抜本的に拡大するとともに、新技術に対する検査の効率化を進め、体制のスリム
化や手数料の引下げを含め、業務の効率化・合理化による利用者の負担軽減及び利便性向上を
図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

自動車検査登録業務のうち、登録基準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行
政法人に移管し、これに伴い所要の人員を同法人に移管する。事務及び人員の移管は、平成２
８年度から順次速やかに実施し、平成30年度開始までに完了するものとする。

引き続き検討を進める。

・ワンストップサービスについては、引き続き検討を進める。
・検査の効率化については、引き続き検討を進め、措置可能なものから逐次
措置を講ずる。

所管 法人名 自動車安全特別会計・自動車検査登録勘定国土交通省８２Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成28年
４月１日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中長期目標・中長期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒ
アリング及び研究開発分野の動向調査
・統合後法人の中長期目標・中長期計画について、研究開発審議会及び総務省の第3
者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済システム・会計システム統合等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産の名義変更手続き

02 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
従来より近隣の研究所と事務用品の共同購入や守衛業務契約、電力契約等の共同実施
を行いコスト縮減、業務の効率化を図っている。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに守衛業務等を民間委託するなど、自
主的な業務改善に努めている。

組織の統合に当たっては、立地場所が離れており研究分野が大きく異なる中でも、運輸産業
の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所が有する研究開
発業務上の特性・プレゼンスを損なうことがないよう、各研究所の名称を継続的に使用する
とともに、重大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保する。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記３法人を統合し、研究開発型の法人とする。 引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 海上技術安全研究所国土交通省８３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成28年
４月１日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中長期目標・中長期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒ
アリング及び研究開発分野の動向調査
・統合後法人の中長期目標・中長期計画について、研究開発審議会及び総務省の第3
者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済システム・会計システム統合等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産の名義変更手続き

02 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
隣接する国の機関と守衛業務や警備業務の契約を共同で行う等、コスト縮減、業務の
効率化を図っている。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに消防設備、電気設備等の一般的な管
理業務を民間委託するなど、自主的な業務改善に努めている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

組織の統合に当たっては、立地場所が離れており研究分野が大きく異なる中でも、運輸産業
の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所が有する研究開
発業務上の特性・プレゼンスを損なうことがないよう、各研究所の名称を継続的に使用する
とともに、重大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保する。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

上記３法人を統合し、研究開発型の法人とする。 引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

所管 法人名 港湾空港技術研究所国土交通省８４Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成28年
４月１日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中長期目標・中長期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒ
アリング及び研究開発分野の動向調査
・統合後法人の中長期目標・中長期計画について、研究開発審議会及び総務省の第3
者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済システム・会計システム統合等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産の名義変更手続き

02 3

運輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所
が有する研究開発業務上の特性・プレゼンスを維持するための名称の継続的使用、重
大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保するための所
要の体制、統合の効果を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計に
ついて検討を進めているところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 2
従来より近隣の研究所と事務用品の共同購入や守衛業務契約、電力契約等の共同実施
を行いコスト縮減、業務の効率化を図っている。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに清掃業務等を民間委託するなど、自
主的な業務改善に努めている。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

組織の統合に当たっては、立地場所が離れており研究分野が大きく異なる中でも、運輸産業
の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所が有する研究開
発業務上の特性・プレゼンスを損なうことがないよう、各研究所の名称を継続的に使用する
とともに、重大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意思決定を確保する。

講ずべき措置

上記３法人を統合し、研究開発型の法人とする。

所管 法人名 電子航法研究所国土交通省８５Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

日本人船員の育成・確保の充実に向けた商船系大学・高専、海運業界との連携・協力
強化及び自己収入の拡大、教育内容の高度化を図るための措置、統合のシナジー効果
を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計について検討を進めてい
るところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成２８
年４月１日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中期目標・中期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒアリ
ング
・統合後法人の中期目標・中期計画について、総務省の第3者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済・給与・会計・人事管理システム統合、共済組合関係等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産、船舶証書の名義変更手続き、登録船舶職員養成施
設の変更手続き

02 3

日本人船員の育成・確保の充実に向けた商船系大学・高専、海運業界との連携・協力
強化及び自己収入の拡大、教育内容の高度化を図るための措置、統合のシナジー効果
を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計について検討を進めてい
るところ。

03 2

平成30年度まで受益者負担の目標を設定し、乗船実習の訓練負担金の拡大を図ってい
る。
次期中期計画の策定に合わせ、海運業界を始めとする関係者の受益者負担の拡大につ
いて検討する。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

【自己収入の拡大】
・教本を実習生のみならず、一般向けに販売を開始した。今後は、販売する教本の種
類を増やし、発行部数の拡大を図る。

・平成30年度まで受益者負担の目標を設定し、乗船実習の訓練負担金の拡大を図って
いる。次期中期計画の策定に合わせ、海運業界を始めとする関係者の受益者負担の拡
大について検討する。

・統合法人は、船員教育手法の研究等について、練習船を活用した実船実験と任意の
海域を再現できる操船シミュレータを活用した演習の一括受注が可能となる唯一の機
関となる強みを活かし、受託研究の範囲の拡大を図る。

【教育内容の高度化】
統合法人における教育内容の高度化に向けた措置として、①座学・乗船実習一貫教育
の促進、②施設・機能の一体的運用、③外航・内航業界との人事交流の活性化による
知見の活用を図る。

05 1 現中期計画において、実習生の訓練課程の修了率100％を目標として設定している。

06 2
これまでも海運事業者等との意見交換の場を設けており、その意見を独法評価委員会
教育機関分科会で紹介し、業績評価に反映している。

今後の対応方針

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成
するに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

今後も継続して実施していく。

－

海運業界を始めとする関係者の受益者負担については、その対象は教育直接経費ではなく人
件費を含む全費用であるという観点から、引き続き段階的にその拡大を図ることを検討す
る。

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向け
た適切な措置を講じる。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。

講ずべき措置 今後の対応方針

【自己収入の拡大】
現在の取り組みを今後も継続して実施していくとともに、さらなる受益者負
担については、次期中期計画の策定に合わせ、検討を行う。
受託研究の範囲の拡大については、統合に向けた検討・作業等を行う。

【教育内容の高度化】
引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。
統合法人は、船員養成機関の核となり、日本人船員の育成・確保の充実につながるよう商船
系大学・高専、海運業界との連携・協力の強化を併せて検討するとともに、自己収入の拡大
や教育内容の高度化に向けた適切な措置等を講ずる。

引き続き、平成30年度まで訓練負担金の拡大を進めるとともに、次期中期計
画の策定に合わせ、対応について検討を行う。

所管 法人名 航海訓練所国土交通省８６Ｎｏ
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07 3 現在の中期目標期間は平成27年度までとされている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3 共同調達や間接業務の共同実施については、現時点では実施していない。

09 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに海事英語訓練の一部を外部委託する
など、自主的な業務改善に努めている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている
法人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、
類似する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹する
との観点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

他法人の取組状況を踏まえつつ、共同調達や間接業務の共同実施等を通じ
た、業務の最適化を検討する。

中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、必
要な検討を行う。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 3

日本人船員の育成・確保の充実に向けた商船系大学・高専、海運業界との連携・協力
強化及び自己収入の拡大、教育内容の高度化を図るための措置、統合のシナジー効果
を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計について検討を進めてい
るところ。
上述に加え、以下のような検討・作業等を行う必要があるため、統合時期は平成２８
年４月１日を予定している。
（検討・作業項目例）
・役員の公募手続き
・統合後法人の中期目標・中期計画策定のための関係業界、学識経験者等へのヒアリ
ング
・統合後法人の中期目標・中期計画について、総務省の第3者委員会への意見聴取
・内部規程の見直し
・統合準備（電子決済・給与・会計・人事管理システム統合、共済組合関係等）
・税制要望
・統合に向けた資産評価、不動産、船舶証書の名義変更手続き、登録船舶職員養成施
設の変更手続き

02 3

日本人船員の育成・確保の充実に向けた商船系大学・高専、海運業界との連携・協力
強化及び自己収入の拡大、教育内容の高度化を図るための措置、統合のシナジー効果
を発揮するための業務実施体制等、統合法人に係る制度設計について検討を進めてい
るところ。

03 2
平成30年度まで受益者負担の目標を設定し、各学校の授業料の値上げを進めている。
次期中期計画の策定に合わせ、海運業界を始めとする関係者の受益者負担の拡大につ
いて検討する。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

【自己収入の拡大】
・平成30年度まで受益者負担の目標を設定し、各学校の授業料の値上げを進めてい
る。次期中期計画の策定に合わせ、海運業界を始めとする関係者の受益者負担の拡大
について検討する。

・統合法人は、船員教育手法の研究等について、練習船を活用した実船実験と任意の
海域を再現できる操船シミュレータを活用した演習の一括受注が可能となる唯一の機
関となる強みを活かし、受託研究の範囲の拡大を図る。

【教育内容の高度化】
統合法人における教育内容の高度化に向けた措置として、①座学・乗船実習一貫教育
の促進、②施設・機能の一体的運用、③外航・内航業界との人事交流の活性化による
知見の活用を図る。

05 1

現中期計画において、海技士国家試験の合格率、海事関連企業への就職率を目標とし
て以下のとおり設定している。
海技士国家試験の合格率：専修科及び海技専攻課程海上技術コース（以下海上技術
コース）においては90%以上、本科においては75%以上
海事関連企業への就職率：専修科及び海上技術コースにおいては90％以上、本科にお
いては75％以上

06 2
これまでも海運事業者等との意見交換の場を設けており、その意見を独法評価委員会
教育機関分科会で紹介し、業績評価に反映している。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成
するに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

今後も継続して実施していく。

今後の対応方針

【自己収入の拡大】
現在の取り組みを今後も継続して実施していくとともに、さらなる受益者負
担については、次期中期計画の策定に合わせ、検討を行う。
受託研究の範囲の拡大については、統合に向けた検討・作業等を行う。

【教育内容の高度化】
引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

引き続き、平成30年度まで授業料の値上げを進めるとともに、次期中期計画
の策定に合わせ、対応について検討を行う。

引き続き、統合に向けた検討・作業等を行う。

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向け
た適切な措置を講じる。

講ずべき措置

統合法人は、船員養成機関の核となり、日本人船員の育成・確保の充実につながるよう商船
系大学・高専、海運業界との連携・協力の強化を併せて検討するとともに、自己収入の拡大
や教育内容の高度化に向けた適切な措置等を講ずる。

海運業界を始めとする関係者の受益者負担については、その対象は教育直接経費ではなく人
件費を含む全費用であるという観点から、引き続き段階的にその拡大を図ることを検討す
る。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。

所管 法人名 海技教育機構国土交通省８７Ｎｏ
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07 3 現在の中期目標期間は平成27年度までとされている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3 共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

09 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに学校の給食業務を外部委託するな
ど、自主的な業務改善に努めている。

講ずべき措置 今後の対応方針

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている
法人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、
類似する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹する
との観点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、必
要な検討を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

講ずべき措置

左記の小委員会のとりまとめを踏まえて必要な対応を行う。

-

交通政策審議会航空分科会基本政策部会及び技術・安全部会乗員政策等検討合同小委
員会（以下、小委員会）のとりまとめ（平成26年７月）において以下のとおり取り組
むこととされた。

・航空会社、養成機関等の操縦士養成に係る連携を促進し、操縦士の供給能力拡充を
図るための様々な課題を検討するとともに、航空会社のニーズを踏まえた操縦士養成
の取組等を進めるため、航空機操縦士養成連絡協議会（以下、協議会）を設置する。
・自社養成をさらに促進するため、引き続き准定期運送用操縦士（ＭＰＬ：Multi-
Crew Pilot License）の活用促進を図るとともに、新たな養成手法として、操縦士の
資格取得から機長資格までの付与までの訓練・審査について、状況に応じて内容を継
続的に見直せるよう体系化することにより、自社養成の効率化に資するＡＱＰ
（Advanced Qualification Program）について、平成26年度において必要な法令改正
の要否を踏まえた検討を行い、その後、行政側及び航空会社側の必要な体制整備を
行ったうえで、平成27年度末を目途に導入を目指す。
・私立大学等の民間養成機関の高額な学費負担の軽減策を検討するため、協議会の場
を活用し、資金確保や実施体制等の課題に関する検討を行い、平成26年度内に一定の
結論を得たうえで、必要な措置を講ずる。
・私立大学等の民間養成機関からの操縦士の供給を充実させるため、供給量の拡大と
質の確保を両立させる必要があることから、技量レベルを向上させるための具体的な
方策について協議会等を活用して検討を行い、平成26年度内に一定の結論を得たうえ
で、必要な措置を講ずる。
・現在、航空大学校と私立大学との間で締結している協力協定をさらに拡大し、航空
大学校で使用している座学資料を国内の私立大学等の民間養成機関に提供し、教材の
共通化を図ることにより、航空機の操縦に必要な知識を効率的に習得できるよう支援
を促進する。
・私立大学等の民間養成機関における供給能力拡充を図るため、追加的な訓練の実
施、今後不足が見込まれる教官の養成等、航空大学校の経営資源を活用した技術支援
の強化を検討する。
・さらに、航空大学校の経営資源の活用方策として、協議会の場を通じて航空会社の
具体的なニーズをとらえながら、自衛隊操縦士に対する計器飛行証明の取得訓練、複
数の航空会社による共同養成訓練やMPL訓練の一部（基礎課程、初期課程）の受託等
を検討し、上記の技術支援強化とともに平成26年度内に一定の結論を得た上で、必要
な措置を講ずる。

・航空大学校については、操縦士の安定的な供給源として中心的な役割を果たすとと
もに、我が国全体の操縦士養成能力の拡充に寄与することが期待される。左記の閣議
決定を踏まえ、少なくとも現状の養成規模を維持しつつ、将来的に、民間養成機関の
養成状況を見ながら必要に応じて養成規模を見直すこととする。なお、養成規模を見
直す時期と範囲については、以下の条件が満たされることを前提として検討を行う。
　１）私立大学等からの操縦士供給量が大幅に増加し、需要を安定的かつ十分に満た
　　　すだけの供給量が確保されていること。
　２）私立大学等の出身者が機長や指導的操縦士に任命される状況が安定的に継続し
　　　ていること。

パイロット養成業務については、今後の需要増大への対応として、航空会社における自社養
成のインセンティブ拡大や私立大学等への技術支援等の取組により、民間におけるパイロッ
ト養成の規模拡大及び能力の向上を図り、将来的に民間において十分なパイロット養成が可
能となった段階で、より多くの部分を民間に委ねていく。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

所管 法人名 航空大学校国土交通省８８Ｎｏ
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03 2

受益者負担のあり方について小委員会で検討が行われ、そのとりまとめにおいて以下
の結論が得られた。

・学生の負担については、授業料を引き上げた場合、自己収入が拡大するものの、経
済力に関わらず能力のある学生を広く継続して募集することが困難になるため、航空
大学校が操縦士の安定的な供給源として中心的な役割を果たしていくためには、授業
料については現在の低廉な水準を維持していくべきである。
・航空会社の負担については、我が国の操縦士不足への対応策が求められている中、
自社養成や私立大学等からの操縦士供給能力の現状も勘案すれば、現段階で航空会社
の負担を引き上げた場合、航空会社が安定的に操縦士を確保することが困難となり、
とりわけ、ＬＣＣ等や地域航空会社にとって、更なる操縦士不足を招きかねない。し
たがって、航空会社の負担額については、平成27年度以降当面は当該年度の負担水準
を維持しつつ、平成25年12月の閣議決定を踏まえ、平成33年度以降の航空大学校の中
期計画の策定に合わせて、その時点での民間養成機関の状況を勘案したうえで、改め
て検討を行う必要がある。
　なお、地域航空会社等負担力の低い航空会社にとっては、採用した航空大学校出身
者が転籍するリスクが高いため、その場合の経営に与える影響も勘案しつつ、今後、
負担方法の見直しを検討する必要がある。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

04 2

・小委員会のとりまとめを踏まえ、学生の授業料については、現在の低廉な負担水準
を維持していくとともに、航空会社の負担については、平成27年度以降、当面の負担
水準を維持しつつ、平成25年12月の閣議決定を踏まえ、平成33年度以降の航空大学校
の中期計画の策定に合わせて、その時点での民間養成機関の状況を勘案したうえで、
改めて検討を行う。
・自己収入拡大への取り組みとして、協議会の場を通じて航空会社の具体的なニーズ
をとらえながら、航空大学校の経営資源を活用して自衛隊操縦士に対する計器飛行証
明の取得訓練、複数の航空会社による共同養成訓練やMPL訓練の一部（基礎課程、初
期課程）の受託等を検討し、平成26年度内に一定の結論を得た上で、必要な措置を講
ずる。

05 3 次期中期目標（平成28年度～平成32年度）での具体的目標の設定に向けて検討する。

06 2
航空大学校では、航空会社との意見交換の場を平成24年から設けており、業績評価報
告書を作成するに当たっては、航空会社の意見をも反映している。

07 3 現在の中期目標期間は平成27年度までとされている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

09 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに航空機の整備業務の一部を民間委託
するなど、自主的な業務改善に努めている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、必
要な検討を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

左記の小委員会のとりまとめを踏まえて必要な対応を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価報告書を作成
するに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。

大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実施されている
法人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しに当たり、
類似する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる事業の伸長を助けその補完に徹する
との観点から、必要な事業規模や内容の見直しを行う。

引き続き、目標の設定に向けて検討する。

こうした方向性の下、負担の公平性、妥当性に留意し、能力ある学生を引き続き広く募集す
る必要性も踏まえつつ、航空会社の負担金の引上げなど、適正な受益者負担の在り方につい
て検討する。

左記の小委員会のとりまとめを踏まえて必要な対応を行う。

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

今後は協議会において航空会社等と意見交換を行い、聴取した意見を評価に
反映していく。

裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の高度化に向け
た適切な措置を講じる。

法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率な
ど、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

　法令遵守及び契約の適正性の確保のための体制強化等については、職員が入札談合
等関与行為防止法違反で起訴されたことを踏まえ、平成26年３月４日に当面の再発防
止対策を発表した。具体的な対策については、項目03、04及び17のとおり。
　また、同月27日に北陸新幹線（長野・金沢間）の消融雪設備工事における入札情報
漏えい事案等に関して、経緯、動機、背景等の分析、再発防止策の検証のため、機構
と利害関係のない弁護士により構成する第三者委員会を設置し、現在も調査が続いて
いる。

コンプライアンス体制の強化について、

(1)担当理事の設置等
　平成26年４月１日に、コンプライアンス規程を整備し、コンプライアンス担当理
事、本社・地方機関ごとにコンプライアンス推進組織の設置等を行った。

(2)コンプライアンス研修・講習会の強化
　全役職員を対象とした「談合防止に関する講習会」、「コンプライアンスに関する
研修」、「e-learning」（役職員のコンプライアンスに関する知識等の深度化及び研
修等の効果測定）を実施することとしている。
　契約担当職員を対象とした「契約業務に関する研修」を定期的に実施している。

(3)内部監査体制の強化
　平成26年４月１日に監査体制の強化のため、監査室を監査部に改組した。
　監査部職員が（一社）日本内部監査協会及び（公社）日本監査役協会の実施する研
修を受講することにより、関係職員の能力の向上を図っている。
　これまでにも理事長、監事、監査部による重層的な監査体制のもとで監査を実施し
ており、監査計画、重点監査項目や監査結果等共有を図ることで連携を図っている。
　従来より理事長と監事との意見交換を定期的に実施している。

(4)社外における公益通報窓口設置
　平成26年４月25日にコンプライアンス通報及び相談規程を整備し、社外におけるコ
ンプライアンス通報窓口（弁護士）を設置した。

(5)発注者綱紀保持規程・マニュアルの整備
　平成26年４月25日に発注者綱紀保持規程及び運用マニュアルを整備し、入札参加事
業者との接触制限、秘密情報ごとの管理責任者の明確化等を行った。

今後、第三者委員会の調査報告書の内容を踏まえ、更なる再発防止対策を実
施していきたい。

03
法令遵守体制の強化に当たっては、担当理事の設置、研修の充実化等の措置を行うととも
に、内部監査の実効性を確保する観点から、関係職員の能力の向上を図りつつ、理事長及び
監事も含めた重層的な監査体制を構築する。

2

・談合防止に関する講習会、コンプライアンスに関する研修については、下
半期の早い時期の実施に向けて準備を進めていく。
・e-learningについては、コンプライアンスに関する知識等の深度化と合わ
せ、研修等の効果測定も行うこととしており、第４・四半期に実施できるよ
う準備を進めていく。
・引き続き契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を定期的に実施して
いく。

・内部監査体制の強化については、引き続き左記の取組みを継続して実施し
ていく。

本法人は、国の財政支出や財政融資を用いて、多額の契約を行い、公共事業を実施している
ことから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守及び契約
の適正性を確保するための体制の強化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 -

所管 法人名 鉄道建設・運輸施設整備支援機構国土交通省８９Ｎｏ
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04 2

入札・契約監視機能の強化について、

(1)入札監視委員会等の機能強化
　平成26年度より、入札監視委員会等の審議対象に高落札率（95％以上）の全契約を
追加した。
　平成26年度より、入札監視委員会の審議範囲を３ブロック単位から本社・支社局単
位（11箇所）に細分化した。
　これまでも入札監視委員会等の審議結果を理事長に報告しているが、平成26年度よ
り、入札監視委員会等の規程に、理事長へ意見具申又は勧告できる体制を盛り込ん
だ。

(2)公正入札等調査特別委員会の運営の見直し
　これまでは、発注担当部署の職員を含む職員による調査を実施していたが、平成25
年11月より、発注担当部署の職員を除く職員による調査及び発注担当部署の職員への
調査を実施している。

(3)一者応札案件に対する監視の強化
　これまでも契約監視委員会において、全ての一者応札・一者応募案件に対して審議
を実施していたが、平成26年度より、一定の関係を有するものとして情報公開の対象
となっている法人のうち一者応札・一者応募となった全案件を重点的に検証すること
により監視の強化を図ることとした。

(4)入札・契約結果の時系列的監視・分析・報告
　落札率の状況等に関しては、入札・契約評価委員会において事後的に前年度との比
較した資料について審議していたが、平成26年度より、一定期間における統計的な分
析など行うことにより審議の深度化を図った。また、特定分野の入札状況等に関して
は、平成26年度より、一地方機関では少ない大規模工事の入札状況に関する分析を、
一括して本社の入札・契約評価委員会において実施することとした。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

06 2
金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程に基づき、法人の財務状況やリス
ク管理状況を専門的に点検するため、学識経験者等の外部有識者により構成される委
員会を設置することとした。

07 1
機構発足当初（平成15年10月１日）から監査室を設置しており、平成26年４月に監査
体制の強化のため、監査室を監査部に改組した。また、監事３名は、当初より常勤と
している。

08 3
金融業務機能についての外部専門家による職員研修を実施すべく、新たに平成26年度
の研修計画において、債権管理・回収業務にかかる船舶関係職員研修を盛り込んだ。

09 2
　事業別の収支情報については、現在でも独法会計基準に基づき、財務諸表内の附属
明細において既にセグメント情報として開示しているところ。
　必要となる手続き・作業について検討中。

10 - -
金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整
備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る。）。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充す
ることとし、その実施方針を策定する。

平成26年10月ごろまでに実施方針を策定し、平成26年度末までに債権管理・
回収にかかる船舶関係職員研修を実施する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行
う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

平成27年10月１日までに守秘義務規定を設け、適用させることを目指し、所
要の作業を進める。

-

講ずべき措置 今後の対応方針

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等に
より構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管
理状況を専門的に点検する。

平成26年９月ごろの開催に向け、委員の選定等準備を進めている。

契約の適正性及び競争性を確保する体制の強化に当たっては、入札監視委員会等において、
高落札率案件の全件審議等による審議件数の拡大、支社・局単位での審議の実施、並びに理
事長に対する審議結果の報告及び意見具申の仕組みの確立を行うなど、契約の監視体制の強
化を図る。

今後、第三者委員会の調査報告書を踏まえた対応を検討する。

05

船舶関係業務については、共有建造事業において多額の繰越欠損金を抱えていることから、
繰越欠損金の具体的な削減計画を策定し、その解消に向け着実な縮減を図るとともに、財務
の健全性及び適正な業務運営を確保するため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図
る。

2
平成26年３月末に繰越欠損金の削減計画を策定するとともに、法人の財務状況やリス
ク管理状況を専門的に点検するため、学識経験者等の外部有識者により構成される委
員会を設置することとした。

繰越欠損金の削減計画に基づき、その解消に向け着実な縮減を図るととも
に、平成26年９月ごろの委員会開催に向け、委員の選定等準備を進めてい
る。
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11 2

（鉄道助成業務）
　全件について、交付決定後の実績報告の内容確認や現地審査を的確に実施してい
る。
　また、機構ホームページ、補助事業者へ配布する参考資料集、補助金等申請のため
のパンフレットに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（補助金等適正化
法）の関係条文を掲載するとともに、補助事業者に対する説明会において法令遵守の
啓発を行っている。

（高度船舶技術実用化助成業務）
　全件について、交付決定後の実績報告の内容確認や現地審査を的確に実施してい
る。
　また、助成対象事業の応募要領等に制裁措置（助成金の交付の取消や返還等）に関
する記述を追加するとともに、説明会や応募に関する問い合わせの際に法令遵守につ
いて注意喚起を行っている。

12 1

（鉄道助成業務）
　補助金の不正受給・不正使用を行った補助事業者に対しては、補助金等適正化法に
基づき交付決定の取消や返還命令がなされることとなる。
また、平成26年６月に機構ホームページにおいて、補助事業者名等を公表するなどの
制裁措置の導入を図る旨の周知を行った。

（高度船舶技術実用化助成業務）
　高度船舶技術実用化助成業務実施細則に制裁措置（助成金の取消や返還命令）を規
定している。
　また、平成26年度募集要領（機構ホームページ掲載）において補助事業者名等を公
表するなどの制裁措置の導入を図る旨の周知を行った。

13 1

（鉄道助成業務）
　補助金等適正化法の関係条文を補助金等申請のためのパンフレットに記載するほ
か、補助事業者に対する説明会において周知している。
　不正受給、不正使用を行った場合には交付の取消や返還命令が行われ、また場合に
よっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレットや機構ホーム
ページなどに記載し、周知している。

（高度船舶技術実用化助成業務）
　本助成金は当該法律の適用外であるが、高度船舶技術実用化助成業務実施細則に基
づき、助成金交付に係る契約書に助成金の取消や返還命令について規定している。
　平成26年度より、助成対象事業の応募要領に制裁措置に関する記述を追加してい
る。
　なお、上述のとおり、補助金等適正化法が適用されないため、刑事罰に係る記載は
していない。

14 2 項目03に同じ

15 2 項目03に同じ

16 2 項目03に同じ

17 2

　一者応札・応募の契約、落札率が高い契約については、項目04に同じ。
　平成26年度より、一定の関係を有するものとして情報公開の対象となっている法人
との契約については全件のうち、一者応札・一者応募案件を契約監視委員会で、それ
以外を入札監視委員会でそれぞれ審議することとした。
　その他の契約については、これまでも入札監視委員会において入札・契約方式別に
各１件以上を無作為抽出し審議していたが、平成26年度より審議範囲を３ブロック単
位から本社・支社局単位（11箇所）に細分化し審議件数の増加を図った。

18 2 項目04に同じ

法人が行う契約に係る監視体制の強化及び充実を図るため、入札監視委員会等において、一
者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人と一定の関係を有するものとして
情報公開の対象となっている法人との契約について、全件を検証し、分析を行う。その他の
契約についても、無作為抽出を実施し契約の点検を強化するなど、審議の充実を図る。

今後、第三者委員会の調査報告書を踏まえた対応を検討する。

入札監視委員会等の機能を向上させる観点から、審議の内容や結果を踏まえ、直接法人の理
事長に意見具申できるよう体制を構築する。

項目04に同じ

法人の組織内における法令遵守体制を強化するため、法令遵守担当理事を設置するととも
に、全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施する。

項目03に同じ

内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査に従事する職員の資質及び能力の向上を図
るとともに、理事長、監事及び内部監査担当職員による重層的な監査体制を構築する。

項目03に同じ

契約の適正性を確保するため、契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を定期的に実施
する。

項目03に同じ

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

（鉄道助成業務）
引き続き、交付決定後の実績報告の内容確認や現地審査を的確に実施すると
ともに、受給団体等に対して法令遵守の啓発を行う。

（高度船舶技術実用化助成業務）
引き続き、交付決定後の実績報告の内容確認や現地審査を的確に実施すると
ともに、説明会や応募に関する問い合わせの際に法令遵守について注意喚起
を実施する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

-

-
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

19 3 共同調達や間接業務の共同実施については、現時点では実施していない。

20 2
業務フロー分析等を行い、これまでに人事・給与・社会保険関係等の業務を民間委託
するなど、自主的な業務改善に努めている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

他法人の取組状況を踏まえつつ、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた
業務の最適化を検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・外務省・経済産業省・国土交通省による「国際業務型独立行政法人の海外事務所の
機能的な統合について　最終とりまとめ」（平成24年９月）の趣旨に添い、共用化又
は近接化を進めている。
・インドネシアのジャカルタにおいて、平成26年３月に、国際交流基金及び日本貿易
振興機構と同一のビルに本法人の事務所を開設し、共用化を実現した。また、中国の
上海において、平成26年６月に、日本貿易振興機構の入居ビルに本法人の事務所が移
転し、共用化を実現した。

03 1
観光庁、国際観光振興機構、外務省、国際交流基金の４者で共用化検討会議を設置。
平成26年８月までに７回開催し、工程表を作成（平成26年８月１日）

04 3

観光庁が実施する訪日プロモーション事業について、平成27年度より原則として本法
人が発注主体となって実施できるよう、平成26年８月末に平成27年度概算要求を行う
ための検討・作業を進めている。本法人が発注主体となるに当たり、予算の適切な執
行、契約に係る適正性の確保等、訪日プロモーション事業の適切な執行を行うための
必要な体制の検討を進めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

（寄附金募集・交付金交付事業）
全件について、交付決定後の事業報告、会計報告の内容確認や審査を的確に実施して
いる。また、本法人のホームページにおいて、寄附金募集・交付金交付制度について
情報発信を行うとともに、交付決定に当たっては交付決定の取消が行われうること、
についても説明している。

06 1

（寄附金募集・交付金交付事業）
本業務の取扱規程において、交付決定を受けた団体に対する交付決定の取消、過去に
不正受給があった団体に対し、過去の不正を理由とする不交付決定を行えることとし
ている。

07 －

（寄附金募集・交付金交付事業）
本業務は補助金等適正化法の適用外ではあるが、交付決定通知書に、交付申請に不正
の事実があった場合や、交付決定の内容及び条件に違反する使用があった場合等に
は、交付決定の取消や交付金の返還命令が行われることを明記している。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

今後も、交付決定後の事業報告、会計報告の内容確認や審査を的確に実施し
ていく。

－

－

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置 今後の対応方針

－

本法人と国際協力機構、国際交流基金及び日本貿易振興機構の海外事務所は、事業の連携強
化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意し、共用
化又は近接化を進める。

引き続き、同一都市にその他の法人が所在する都市において、共用化又は近
接化の可能性について情報共有を行い、具体的な取組を進める。

本法人と国際交流基金は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の拡大のため
事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成２８年度末を目途に、国際
交流基金における受入体制が整い次第共用化することを目標とし、平成２６年夏までにその
具体的な工程表を策定する。

工程表に沿って本部事務所共用化に向けた作業を進める。

観光庁が実施する訪日プロモーション事業については、事業効果を最大化し訪日外国人旅行
者数の一層の拡大を図るため、海外の民間事業者のニーズに即応できる体制の整備を行うこ
とが必要であり、原則として本法人が発注主体となって実施する。
本法人を発注主体とするに当たっては、観光庁及び本法人の総職員数の厳格な管理、予算の
適切な執行、契約に係る適正性の確保及び情報の公開、中期目標期間終了時の国庫納付等の
措置を講ずる。

観光庁が実施する訪日プロモーション事業について、平成27年度より原則と
して本法人が発注主体となって実施できるよう、平成26年８月末に平成27年
度概算要求を行っていく。本法人が発注主体となるに当たり、予算の適切な
執行、契約に係る適正性の確保等、訪日プロモーション事業の適切な執行を
行うための必要な体制の検討を行っていく。

所管 法人名 国際観光振興機構国土交通省９０Ｎｏ
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３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2

本部・海外事務所の共用化・近接化の検討状況については上記02での記載のとおり。
また、効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際協力機構、
国際交流基金、日本貿易振興機構の海外事務所との定期的な会議を開催するととも
に、広報用資料の相互配置、各種イベントの関係者への周知及びポスター等の所内掲
示、Facebook等での他法人事業の紹介、会議室の共同利用等の取組を通じて、これら
の法人との業務実施の連携を強化している。

09 2
業務フローやコストの分析等を行い、その結果に基づき、国際会議統計に係る業務を
民間委託するなど、自主的な業務改善に取り組んでいる。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討す
る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

吉野川局の機能を維持しつつ、関西支社との組織統合を行うことについて、香川県知
事、徳島県知事、高知県知事等との意見交換の場で出された、統合組織の拠点、現吉
野川局の機能を維持するための統合組織の権限等に関する意見を踏まえ、調整を行っ
た結果、組織統合についての一定の理解を得られた。

03 3

現在実施している建設事業が終了した段階で、処分を行うこととし、資産台帳の整
理・確認、処分フローの検討等を進めている。
（参考）水理実験施設に関係する建設事業の工期末(H26.4.1現在)
・思川開発事業　　　　：ダム検証中
・武蔵水路改築事業　　：平成27年度
・川上ダム建設事業　　：ダム検証中
・小石原川ダム建設事業：平成31年度

04 2

・平成24年度より実施していた民間委託拡大に関するモデル地区における試行業務に
ついて、平成25年度末までに「コスト比較」、「受注業者の確保」及び「信頼性の確
保」の観点から検証を実施した。
・用水路管理業務については、上記の検証結果及び平成25年12月の閣議決定を踏ま
え、民間委託の拡大又は定年退職者の活用（※）によりコスト縮減を図ることとし、
「維持管理業務等民間委託拡大計画」で定める用水路管理関係の業務に係る平成29年
度末の民間委託目標値を引き上げるなど、同計画の改定を平成26年３月に決定した。
・その他の業務についても、定年退職者の活用拡大を進めた。
(※)電気・機械設備点検業務といった専門的技術力を要する業務や、積算・工事監督
等の補助業務についての専門知識や技能を有する定年退職者を最大限活用することと
している。

05 2 項目06～10の通り

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

06 2

　平成26年４月の「独立行政法人水資源機構の副理事長及び理事の職務に関する規
程」の改正により、法令遵守担当理事を設置し、併せて関係する規程等も改正した。
　平成26事業年度の年度計画において、「全職員を対象とした外部専門機関による法
令遵守研修等を実施」する旨を定めた。

07 2

　監査に従事する職員の資質及び能力向上のため、引き続き、外部機関（会計監査
人）が行うセミナー、外部機関（会計検査院）が主催する政府出資法人を対象とした
内部監査業務講習会に、監査に従事する職員を参加させることとした。
　これまでも理事長、監事、内部監査担当職員による重層的な監査体制のもとで監査
を実施してきたところ、平成26年４月より、理事長と監事との意見交換を監事監査要
綱に位置づけたほか、内部監査の独立性を確保するため内部監査担当部局を理事長の
直轄組織とし、内部監査の実効性の確保と監査体制の強化を図った。

08 2
　経理事務に係る専門的な知識を習得する場として、経理事務担当者会議をはじめ各
種会議及び内部研修（契約担当部署の職員を含む。）において、契約の適正性を確保
するための研修を実施している。

中期目標管理型の法人とする。 －

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

本法人の吉野川局について、その機能を維持しつつ、関西支社との組織統合の実現のため、
利水者及び関係府県との調整を行う。

平成27年４月目途の統合に向けた準備を進める。

総合技術センターの水理実験施設については、現在実施している建設事業が終了した段階
で、敷地の処分を行う。

資産台帳の整理・確認、処分フローの検討等を進め、現在実施している建設
事業が終了した段階で、処分を行う予定である。

用水路管理業務については、「維持管理業務等民間委託拡大計画」に基づき民間委託を拡大
する。また、その他の業務も含め、定年退職者の活用によりコストの縮減を図る。

用水路管理業務については、「維持管理業務等民間委託拡大計画」に基づき
民間委託の拡大を図っていく。また、その他の業務も含め、定年退職者の活
用によりコストの縮減を図っていく。

国の財政支出や財政融資を用いて多額の契約を行い、公共事業を実施していることから、事
業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守及び契約の適正性を確
保するための体制の強化を図る。

項目06～10の通り

法人の組織内における法令遵守体制を強化するため、法令遵守担当理事を設置するととも
に、全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施する。

法令遵守担当理事を設置して強化を図った法令遵守体制を的確に運用すると
ともに、平成26年度秋から全職員を対象とした外部機関による法令遵守研修
を着実に実施する。

内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査に従事する職員の資質及び能力の向上を図
るとともに、理事長、監事及び内部監査担当職員による重層的な監査体制を構築する。

引き続き、外部機関（会計監査人）が行うセミナー、外部機関（会計検査
院）が主催する政府出資法人を対象とした内部監査業務講習会に、監査に従
事する職員を参加させ、これらの資質及び能力の向上を図るとともに、平成
26年度に監事監査を延べ30回、内部監査を延べ10回以上、理事長と監事の意
見交換を適宜実施するなど、重層的な監査体制を的確に運用していく。

契約の適正性を確保するため、契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を定期的に実施
する。

引き続き、経理事務担当者会議をはじめ各種会議及び内部研修において、経
理事務に係る専門的な研修を計画的に実施していく。

所管 法人名 水資源機構国土交通省９１Ｎｏ
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09 2

　契約監視委員会において四半期毎に一者応札・一者応募であった契約に係る点検を
全件で実施し、見直しの余地について検証を実施している。
　入札等監視委員会において、対象となる工事(予定価格250万円以上)、建設コンサ
ルタント業務等(予定価格100万円以上)及び補償契約から無作為抽出を行い、これら
の契約事務手続きにおける公正の確保と透明性の向上を図るための審議等を通して検
証を実施している。
　高落札率の案件について、平成26年４月から全件を対象として入札等監視委員会に
おいて点検を実施している。
　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（H22.12.7閣議決定）に基づき
実施している対象法人との間の取引等の状況について、全件について検証を実施して
いる。

10 1
現行の「入札等監視委員会の設置に関する規程」において、同委員会は会議結果に基
づき、理事長に対して意見の具申又は勧告を行うことができることとされている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

11 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

12 2

以下の措置のとおり、業務フローやコスト分析等を行い、自主的な業務改善を図って
いる。
　・維持管理業務については、維持管理業務等民間委託拡大計画（策定（平成23年
度）・改定（平成25年度））に基づき、民間委託の拡大又は定年退職者の活用を行う
業務内容の検討とコスト・信頼性確保等の観点からの検証を実施し、平成29年度末の
民間委託目標値を定めて、民間委託の拡大と定年退職者の活用を進めていくこととし
ている。
　・本社、支社局、事務所等の間接業務についてコスト分析等を行い、被服、コピー
用紙等事務用品の調達、保険などを本社で集約発注することにより、調達の効率化、
コスト縮減を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

法人が行う契約に係る監視体制の強化及び充実を図るため、入札監視委員会等において、一
者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人と一定の関係を有するものとして
情報公開の対象となっている法人との契約について、全件を検証し、分析を行う。このほか
の契約についても、無作為抽出を実施し契約の点検を強化するなど、審議の充実を図る。

引き続き、契約監視委員会での一者応札・一者応募である契約に係る点検と
見直しの余地の検証、入札等監視委員会での契約事務手続きにおける公正の
確保と透明性の向上を図るための審議、高落札率の案件の入札等監視委員会
における点検を実施するとともに、「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針」（H22.12.7閣議決定）に基づき実施している対象法人との間の取
引等の状況についても全件について検証を実施し、契約に係る監視体制の強
化及び充実を図る。

入札監視委員会等の機能を向上させる観点から、審議の内容や結果を踏まえ、直接法人の理
事長に意見具申できるよう体制を構築する。

「入札等監視委員会の設置に関する規程」に則り、会議結果に基づき、理事
長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる同委員会の権限行使に係
る適切な体制確保を図っていく。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

運輸業を始めとした事業者団体等からのヒアリングの結果等を踏まえ、安全指導業務
への民間参入の促進に係る工程表を作成し、国土交通省ウェブサイト上に掲載した
（平成26年３月）。また、民間事業者の参入に当たっての認定基準の概要を整理して
同サイト上に掲載した（同６月）。
これまでの取組により、指導講習31事業者、適性診断37事業者が参入（NASVAを除
く）。

03 －
本閣議決定の内容を踏まえ、引き続き自動車事故対策機構において自動車アセスメン
ト業務を適切に実施している。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

07 2

介護料支給業務実施規程及び実施要領において、受給資格の確認を義務づけている。
また、最低支給額を超えて介護料を支給する際には、都度領収書を提出させることに
より不正支給・不正使用の防止を図っている。
加えて、介護料の趣旨・使途等を含む被害者援護制度の概要等については、訪問支援
や交流会等の機会を活用した周知に都度努めている。

08 1
介護料支給業務実施規程及び実施要領に基づき、不正利得の要件に該当した場合、介
護料受給資格の喪失又は一時差し止めの措置を都度採ることとしている。（例：介護
料に相当する他法令の給付を受けた場合など。）

09 －

介護料は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の対象外であるが、不正の
手段により介護料の交付を受けた場合には、介護料支給業務実施規程及び実施要領に
基づき、返還命令等がなされることをパンフレットに記載するとともに、周知の徹底
を図っている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

13 2
業務改善を図るため、業務フロー分析等を行い、個別業務システムを導入するなどし
ている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

－

今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）が適用又は準用さ
れる補助金･助成金等について、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への
使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課される
ことを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。

講ずべき措置

講ずべき措置 今後の対応方針

引き続き、不正受給・不正使用を防ぐためのガバナンスの強化に努める。

－

講ずべき措置

安全指導業務については、運輸業の事業者団体等に重点をおいて、民間参入を促進するとと
もに、その取組についての工程表を平成25年度中に作成し、着実な実行を図る。

工程表の内容に基づき、各事業者団体へ要請文書の発出（平成26年７月）
や、連絡会議・説明会を実施するほか、認定基準の見直しを行い、引き続き
参入を促進していく。また、安全指導業務の実施のノウハウ取得の観点か
ら、NASVAとの協働による安全指導業務の実施を提案することによって、事
業者団体等による安全指導業務への参入が円滑に実施されるよう取組を進め
る（平成26年度中）。（平成27年度以降も、工程表等の内容に基づき、安全
指導業務への民間事業者の参入促進を図る。）

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

－自動車アセスメント業務については、引き続き本法人で実施する。

－

所管 法人名 自動車事故対策機構国土交通省９２Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
福岡空港の民間委託については、引き続き、福岡空港運営検討協議会において、地元
の意向を整理しているところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに技術系職員の職務分担の見直しや職
員配置の適正化を実施するなど、自主的な業務改善に努めている。

本法人が行う福岡空港の周辺環境対策は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関す
る法律（平成25年法律第67号）に基づき、福岡空港の民間委託を行うこととなる際に、新たな
空港運営主体に業務移管する方向で検討が進められている。
　福岡空港について民間委託の手続を進める際には、周辺地域の理解を得る観点からも、丁寧
な手続を踏む必要があることから、業務移管に当たっては、必要な経過措置等も含めた業務の
適正かつ円滑な実施を確保する。
　本法人の業務が全て終了した段階で、本法人は廃止する。

・福岡空港について民間委託の手続を進める際には、周辺地域の理解を得る
観点からも、丁寧な手続を踏む必要があることから、業務移管に当たって
は、必要な経過措置等も含めた業務の適正かつ円滑な実施を確保する。
・本法人の業務が全て終了した段階で、本法人は廃止する。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

講ずべき措置

－

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フロー
やコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

引き続き、業務改善に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同
調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振り分
け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

所管 法人名 空港周辺整備機構国土交通省９３Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2
医療福祉拠点とする団地について、平成26年度中に20団地程度での着手に向け、検討
を開始。また、地方公共団体との協力連携の働きかけを実施中。

03 2

　都心高額賃貸住宅において、サブリース事業者に賃貸住宅を貸与できるよう、業務
方法書を改正(平成26年３月)。
　具体的な実施スキームについて、ＵＲに有識者検討会を設置し、民間事業者へヒア
リングを行いながら検討中。リスク分担等を含めた実施スキームのあり方について平
成26年7月中に有識者検討会での意見集約。
・民間事業者からのヒアリング（平成26年３月以降、延べ21回実施）
・有識者検討会（第１回：平成26年３月。第２回：平成26年７月。）
　平成26年度決算から、サブリースの対象となる団地と他の賃貸住宅事業とのセグメ
ントによる区分等を導入。

04 2
「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」に基づく具体的な実施計画を平成26年度中
に策定するため、地域ごとのＵＲ賃貸住宅の将来需要調査等の検討に着手。

05 2
関係会社が行う賃貸住宅の修繕業務について、平成26年度からの３年間で平成25年度
比10％のコスト削減を図るため、コスト削減に係る、既存業務の改善、新たな契約方
式の導入、仕様の改善・新技術の開発等について調査中。

06 2

・平成26年１月から順次、募集家賃の機動的かつ柔軟な引下げ・引上げを実施してい
る。
・継続家賃の引き上げ幅の拡大等の家賃改定ルールの見直しについて検討しており、
平成27年度中に見直しを行う。
・低所得の高齢者等に対する政策的な家賃減額措置を公費で実施することについて検
討しており、平成26年度中に結論を得る。

07 2
民間との連携手法を多様化するため、再開発床の一時保有・賃貸及び先行取得地の譲
渡原則緩和による土地の保有・賃貸が可能となるよう業務方法書を改正（平成26年3
月）した。

08 2

・平成25年度までの工事完了に向け取り組んだ結果、H16.7機構発足時の未整備面積
のうち、95%の区域で工事完了。
・平成25年度は400haの計画に対して464haの土地の供給・処分を行った。その結果、
平成25年度末時点の残供給・処分宅地は約1,800haとなった。

09 1

・職員の効果的かつ効率的な配置に努めつつ、退職者数に対して補充する採用者を抑
制するなどにより、平成25年度末常勤職員数を3,194人とし、平成20年度末の4,000人
体制から２割削減するとの目標は達成。
・平成26年４月から、各本部で迅速に意思決定できるよう、宮城・福島震災復興支援
本部、岩手震災復興支援本部の２本部体制に組織を改編・強化（現地復興支援体制
399名（平成26年７月現在））。

・ＵＲ団地を活用した地域の医療福祉拠点の形成を図るため、平成26年度中
に20団地程度で先行的・重点的に着手（公表）し、平成32年度までに100団
地程度で医療福祉拠点を形成。
・また、福祉医療施設の誘致等を推進するために必要な事業手法の枠組みの
構築を図る。

左記の検討を踏まえ、平成26年度内に、第１回目の公募実施・契約締結。

・「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」を踏まえ、75万戸の賃貸住宅
を、平成30年度末までに72万戸、平成45年度末時点に65万戸程度まで削減。
同方針に基づく具体的な実施計画を平成26年度中に策定。
・また、エリア単位での複数団地の統合・再配置による団地の統廃合を加速
するための事業手法の枠組みの構築を図る。
・第三期中期目標期間中（平成30年度まで）に、適正な管理戸数について検
証、同方針の内容を見直し、再編を加速。

都市再生機構法の改正を前提として、民間事業者との共同出資による開発型
ＳＰＣを活用した手法を多様化するための方策を導入する方向で検討。

・土地の供給・処分に支障がないように平成26年度以降に残った工事（約
760ha（８地区））を早期に完了させるとともに、地価動向等の市場環境の
変化にも留意しつつ、残る土地約1,800ha（このうち事業中止地区等の素地
約400ha）については、第三期中期目標期間中（平成30年度まで）の供給・
処分完了に向けた取組を促進する。
・これを実現するため、引き続き、販売体制の転換や事業者ニーズに対応し
た宅地の供給や、販売方法の拡充等を行うことにより、供給・処分量を底上
げを図っていく。

都市再生事業について、開発型SPC（特別目的会社）の活用など民間との連携手法を多様化す
ることにより、民間支援を強化するとともにリスクに見合った適正な収益の確保を図る。

ニュータウン事業について、平成25年度までに完了しなかった工事を早期に完了させるとと
もに、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつつ、平成30年度までの土地の供給・処分完
了に向けた取組を促進する。

人員規模については、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基
づき、平成25年度末において平成20年度末に比べて２割削減するとの目標は達成する見込み
であり、東日本大震災に係る体制強化の必要性もあることから、当面、現在の水準は維持す
ることとする。

東日本大震災に係る体制強化とあわせ、業務全般を的確に推進する必要があ
ることから、第三期中期目標期間の期末において、第二期中期目標期間の期
末の水準を維持するとともに、人員配置の適正化を図る。

今後の対応方針

・既存業務の改善及び仕様の改善・新技術の開発について、導入可能なもの
から順次導入予定。
・新たな契約方法等について、小規模修繕工事への導入を予定しており、平
成26年度中に公募予定。

中期目標管理型の法人とする。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）の趣
旨も踏まえ、急速な高齢化が見込まれる地域に存する団地について、本法人の経営を悪化さ
せないよう留意の上、福祉医療施設の誘致等を推進する。

東京都心部の高額賃貸住宅（約13,000戸）については、平成26年度から順次、サブリース契
約により民間事業者に運営を委ね、将来的に、賃貸住宅事業の経営の過度な負担とならない
限り、売却する。

居住者の居住の安定に配慮した上で、定期借家契約の活用等により収益性が低い団地の統廃
合等を加速する観点から、「UR 賃貸住宅ストック再生・再編方針」に基づく具体的な実施計
画を平成26年度中に策定する。

－

講ずべき措置

関係会社が行う賃貸住宅の修繕業務について、平成26年度からの３年間で平成25年度比10％
のコスト削減を図る。また、その達成状況を見極めた上で、本法人との資本関係や業務の範
囲等の当該関係会社のあり方について平成29年度中に結論を得る。

平成26年から、稼働率など需給の状況に応じた募集家賃の引下げや引上げを機動的かつ柔軟
に行うとともに、平成27年度中に継続家賃の引上げ幅の拡大等の家賃改定ルールの見直しを
行い、適切な家賃収入を確保する。また、低所得の高齢者等に対する政策的な家賃減額措置
について、公費で実施することを検討し、平成26年度中に結論を得る。

募集家賃の機動的かつ柔軟な引下げ・引上げについては、今後も賃貸住宅の
需要動向等を勘案し積極的に実施する。

所管 法人名 都市再生機構国土交通省９４Ｎｏ
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10 2

・都市再生事業等の支援業務を行う「業務代行会社」については、震災復興に係る支
援業務等の重要な役割を担っているため、会社統合による経営基盤の強化を図ること
とし、平成27年度の統合に向けて関係会社間で調整を進めている。
・それ以外の会社については、共同出資している地方自治体との協議を開始するとと
もに、外部コンサルタントを活用し、具体的な整理合理化方策を検討中。
・関係会社について、役割や組織の在り方、本法人との契約の在り方について整理し
た上で、平成30年度までにその数を半減。

11 2
・都市再生機構技術研究所を建築研究所に移管する方向で、国土交通省、建築研究
所、都市再生機構の三者で検討を行っており、移管する具体的な業務内容、組織、施
設の扱い等について検討中。

12 1

　平成26年3月に経営改善計画を作成、公表。
　民間の経営感覚を持った実施体制を構築するため、以下の取組を実施中。
・平成24年度から理事長に民間出身者を選任（13名の役員のうち理事長を含む３名が
民間出身者）。
・管理職を含む職員についても民間企業から出向者を受け入れるとともに、民間経験
者の中途採用を実施。
・平成26年４月に民間からの出向者を経営に係る役職に抜擢。

13 2 項目14～18の通り

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

14 2
　機構設立時（平成16年７月）より法令遵守担当理事を設置。
　平成26年３月、役員及び本社幹部職員を対象とした法令遵守研修を実施済。

15 2

・内部監査を担当する監査室の職員の資質及び能力の更なる向上のため、外部研修に
参加。
・理事長、監事、監査室において、監査計画、重点監査項目や監査結果等共有を図る
ことで連携を実施。

16 2
契約担当者を対象とした専門的研修を実施。（担当者研修（個別事案）、新任契約担
当者研修（基本的事項）、談合防止研修等）

17 2

・入札監視委員会等において、一者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行
政法人と一定の関係を有するものとして情報公開の対象となっている法人との契約に
ついて、全件を検証し、分析を行った。
・入札監視委員会に関する内規を改正（平成26年２月）し、以降開催される入札監視
委員会において無作為抽出による契約の点検を実施。これにより契約の点検の強化、
審議の充実化を図った。

18 1
入札監視委員会に関する内規を改正（平成26年２月）し、直接法人の理事長に意見具
申できる旨を定めた。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

19 3 共同調達や間接業務の共同実施については、現時点では実施していない。

20 2
業務フローやコスト分析等を行い、これまでに首都圏の地域支社の集約化、首都圏域
における給与支給業務・契約等業務の一部の集約化、間接業務の一部アウトソーシン
グ化に向けた検討など、自主的な業務改善に努めている。

項目14～18の通り

本取組を引き続き実施。

本取組を引き続き実施。

上記の改革を進めるにあたり、５年、10 年、20 年を区切った経営改善計画を作成するとと
もに、民間出身の役職員の活用拡大を含め、民間のノウハウを採り入れた実施体制の構築を
図る。

関係会社について、役割や組織の在り方、本法人との契約の在り方について整理した上で、
平成30年度までにその数を半減する。

都市再生機構技術研究所を将来的に建築研究所に移管することを検討し、平成26年中に結論
を得る。

経営改善計画に基づく具体的な取組を行い、経営改善に努める。
民間出身者の役員の選任や民間企業からの出向者の受入れ等の取組を継続す
る。

本法人は、国の財政支出や財政融資を用いて多額の契約を行い、公共事業を実施しているこ
とから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守及び契約の
適正性を確保するための体制の強化を図る。

平成26年中に結論を得る。

平成27年度以降、順次資本関係の解消又は会社統合等を実施。

本取組を引き続き実施。

法人の組織内における法令遵守体制を強化するため、法令遵守担当理事を設置するととも
に、全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施する。

内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査に従事する職員の資質及び能力の向上を図
るとともに、理事長、監事及び内部監査担当職員による重層的な監査体制を構築する。

講ずべき措置 今後の対応方針

契約の適正性を確保するため、契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を定期的に実施
する。

法人が行う契約に係る監視体制の強化及び充実を図るため、入札監視委員会等において、一
者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人と一定の関係を有するものとして
情報公開の対象となっている法人との契約について、全件を検証し、分析を行う。その他の
契約についても、無作為抽出を実施し契約の点検を強化するなど、審議の充実を図る。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

他法人の取組状況を踏まえつつ、共同調達や間接業務の共同実施等を通じた
業務の最適化を検討する。

入札監視委員会等の機能を向上させる観点から、審議の内容や結果を踏まえ、直接法人の理
事長に意見具申できるよう体制を構築する。

全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施予定。

本取組を引き続き実施。

講ずべき措置 今後の対応方針
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 1
財務状況の着実な改善を図るための「経営改善計画」を策定し、平成26年3月の役員
会にて決定。同計画の内容は、平成26年度からの第三期中期計画に反映済み。

03 3

内部統制活動を効果的に行うため、以下の取組みを実施。
・奄美基金職員全体を集めた会議（＝全体会議）を実施し、奄美基金の業務実施に関
する目標・重点戦略を共有
・全体会議の中で、職員個人の目標の明確化、定例会・役員会における業務等の進捗
状況・諸リスクの把握等を実施。
・金融庁検査の導入については、平成25年12月の閣議決定内容を、平成25年12月の役
員会議、全体会議等において情報共有済み。

04 3
日本政策金融公庫及びその他金融機関等との間で人事交流、業務連携等を図るべく、
対象金融機関や人事交流条件や意見交換の開催頻度等の具体的な条件について検討を
開始。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 3

・金融業務における、統合的なリスク管理に必要な内部規程、組織等について、参考
となる他の政策金融機関の規程等の収集・分析を行っている。
・業務方法書にリスク管理に関する規程を追加するため、改正案の検討を進めてい
る。

06 3
　監事のうち１名をリスク管理担当とし、同監事付として職員１名を配員する方針を
決定しており、次期の監事２名の任命時（平成26年10月１日）から措置する予定。

07 3
職員研修については、資格取得の推進と併せ、通信講座の受講、顧問弁護士による研
修及び定期的な内部の勉強会等により実施している。

08 3

業務別の収支情報等の情報開示については、平成25年度の実績について、平成26年８
月の政策評価委員会の評価を受け確定することから、その後、速やかに開示すること
を決定済。
金融業務の高い公共性を踏まえ、役職員の守秘義務規定を整備するために必要となる
手続き・作業について検討中。

09 3 金融庁検査を導入するために必要となる手続き・作業について検討中。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

10 3
日本政策金融公庫及びその他金融機関等との間で人事交流、共同調達や間接業務の共
同実施の可能性も含めた業務連携等を検討するため、対象金融機関や人事交流条件や
意見交換の開催頻度等の具体的な条件について検討を開始。

11 2
業務フローやコストの分析を行い、これまでに融資及び保証に係る審査及び債権管理
等主要業務における業務手順の標準化や、人員配置の見直しを行うなど、自主的な業
務改善に努めている。

講ずべき措置 今後の対応方針

・事業別の収支情報等の開示は、平成25年度実績より行う。
・平成27年10月１日までに守秘義務規定を設け、適用させることを目指し、
所要の作業を進める。

平成25年度に決定した「経営改善計画」を踏まえた第三期中期計画を着実に
実施する。

引き続き、内部統制活動の効果的な取り組みに努める。
平成27年10月１日に、金融庁検査を可能とする制度を導入することを目指
し、所要の作業を進める。

　人事交流については、日本政策金融公庫等と具体の調整を図るべく、奄美
群島振興開発基金側としての条件について検討を進める。
　業務連携については、対象とする金融機関、会議等の開催頻度について検
討を進める。

・平成26年度内に業務方法書及び内部規定等を改める予定。
・リスク管理委員会等についても、同業務方法書等に位置づけを行い、平成
27年度に立ち上げを行う予定。

平成26年10月１日より、監事のうち１名をリスク管理担当とし、同監事付と
して職員１名を配員する予定。

審査、回収等の金融業務機能の強化を図るため、外部専門家等による職員研
修を拡充するため、実施方針について平成26年度内に案を作成する。

金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等に
より構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法人の財務状況やリスク管
理状況を専門的に点検する。

業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部
等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。

講ずべき措置 今後の対応方針

審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充す
ることとし、その実施方針を策定する。

金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行
う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

本法人の財務状況を着実に改善するため、リスク管理債権比率及び繰越欠損金の削減の具体
的な計画を策定するとともに、平成26年度から始まる次期中期計画に反映する。

-

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、業務の最適化について検討する。

財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を
図るとともに、金融庁検査を導入する。

本法人の金融業務における審査体制やコンサルティング機能の強化を図るため、日本政策金
融公庫との統合の可能性も視野に入れつつ、人事交流、業務連携等を実施するなど、同公庫
等との連携を図る。

金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整
備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る。）。

平成27年10月１日に、金融庁検査を可能とする制度を導入することを目指
し、所要の作業を進める。

所管 法人名 奄美群島振興開発基金９５Ｎｏ 国土交通省、財務省
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3
・移転先物件の賃貸借契約に係る公募手続を平成26年６月30日より実施。
・経過措置として機構の主たる事務所を東京都に置く期限を定める独立行政法人日本
高速道路保有・債務返済機構法施行令附則第２項を改正する予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

04 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに経理業務の一元化による関西業務部
の一課廃止や業務の繁閑に応じて派遣制度を活用する等、組織運営の効率化を図る観
点から継続的に業務体制の見直しを実施しており、自主的な業務改善に努めている。

講ずべき措置

日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第５条において、「機構は、主
たる事務所を神奈川県に置く」と規定されていることから、経過的に東京都に置かれている
主たる事務所を平成27年３月末までに神奈川県に移転する。

中期目標管理型の法人とする。

移転に必要な諸対応を実施し、平成27年３月末までに主たる事務所を神奈川
県に移転する。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

今後の対応方針

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

講ずべき措置

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

引き続き、業務改善に努める。

-

講ずべき措置 今後の対応方針

所管 法人名 日本高速道路保有・債務返済機構国土交通省９６Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

・中立的立場の外部有識者により構成される第三者委員会として、平成26年４月14日
に役員会で、「事業運営審議委員会」を機構内に設置し、機構の事業運営の妥当性に
関する事項として、経営の健全性、年度決算、次年度予算案その他理事長が必要と認
める事項についての審議を同委員会にて行うことを決定した。
・平成26年５月20日に第１回の委員会を開催し、委員長の互選及び委員会の設置趣旨
説明の後、機構の役割に対する助言、今後の委員会の進め方等について審議した。審
議概要については、市場の評価の参考となるよう、機構のＨＰで公表している。

03 2

・ＭＢＳの発行額の平準化を図るため、ＭＢＳの発行所要額の満額を発行することを
原則としつつも、市場環境等を踏まえた上で必要に応じてＭＢＳの発行額の調整（担
保となる住宅ローン債権の一部を繰り延べる）を行うとする運営変更を行った。
・第81回債（平成26年１月条件決定）において、ＭＢＳ発行額ベースで約161億円先
送りし、先送りした分について、第82回債（平成26年２月条件決定）において証券化
する措置を講じた。加えて、第84回債（平成26年４月条件決定）において、ＭＢＳ発
行額ベースで約249億円先送りし、先送りした分について、第85回債（平成26年５月
条件決定）において証券化する措置を講じた。
・ＭＢＳ発行に係る金融機関のニーズを把握するため、民間金融機関等との意見交換
を継続的に行い、必要に応じて、機構内で共有している。
（閣議決定以降、平成26年６月末までに個別に10機関と意見交換を実施済。）

04 3

・統合後の円滑な業務実施を図るための地元対応として、自治体、金融機関等の関係
各界の理解を得る必要があるため、平成25年12月の閣議決定を受け、同月中に、廃止
支店管轄の受託金融機関に対して、閣議決定内容を通知した。
・北関東支店、南九州支店の統合先をそれぞれ首都圏支店、九州支店とすることにつ
いて、平成26年４月に役員会へ付議し、組織決定した。
・支店体制の見直しに伴う労働条件の変更については労使交渉事項に該当するため、
上記の組織決定を受けて、労使交渉を開始したところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

05 3
共同調達や間接業務の共同実施については、隣接する他法人がないため、現時点では
実施していない。

06 2
業務フローやコストの分析等を行い、これまでに債権回収業務、システム運用業務等
の外部委託及び審査業務、会計事務等の業務の集中化を進め、自主的な業務改善を実
施している。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

・市場環境等を踏まえた上で必要に応じてＭＢＳの発行額の調整（担保とな
る住宅ローン債権の一部を繰り延べる）を行う措置を今後も講じていく。
・ＭＢＳ発行に係る金融機関のニーズを把握するため、民間金融機関等との
対話は、引き続き継続的に行っていく。

・統合後の円滑な業務実施に支障が生じないよう見直し後の組織体制及び事
務所移転に伴う課題について検討を進める。
・統合後の円滑な業務実施のためには、金融機関等への丁寧な説明や調整が
必要であるため、機会を捉えて自治体、金融機関をはじめ関係のある地域各
界に説明を実施する。
・労使交渉については、今後、具体的な労働条件等の提示後に、本格的な労
使交渉になる。当該労使交渉終了後、必要に応じて、個別調整を開始する。

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

証券化支援業務について、機構のＭＢＳに対する市場の信認を維持するためには、経営の健
全性を維持することが重要であることから、中立的立場の外部有識者により構成される第三
者委員会を機構に設置し、過度な規模拡大の防止や民業補完の視点を踏まえた上で、機構の
事業運営の妥当性を審議するとともに、その概要を開示する。

-

講ずべき措置

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

引き続き、業務改善に努める。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

隣接する他法人がないため現時点では実施の可能性は低いが、引き続き、共
同調達や間接業務の共同実施等を通じた業務の最適化を検討する。

民間金融機関の住宅ローンが変動金利型中心である現状に鑑み、当面は、機構のＭＢＳの発
行額の平準化を図り、ベンチマーク性を高めることで民間によるＭＢＳの発行の活性化及び
流動性の向上を促し、我が国の証券化市場を育成する。また、ＭＢＳ発行を図る民間金融機
関等との対話を継続的に行い、ニーズを迅速に把握する。

平成28年度末までに北関東支店、南九州支店を他支店と統合する。

・第２回の委員会開催は平成26年８月26日を予定しており、経営の健全性や
年度決算等の、機構の事業運営の妥当性に関する事項について審議する予定
であり、その後も定期的に開催するものとする。
・審議概要については、引き続き、市場の評価の参考となるよう、機構のＨ
Ｐで公表していく。

所管 法人名 住宅金融支援機構国土交通省・財務省９７Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

02 3 今後検討を行う。

03 2

コスト分析等を行った結果、管理業務においては、従前より、清掃、警備、所用車運
行、緑地管理等の業務を民間委託により実施しており、効率的な業務運営を図ってい
るところであるが、本手引きを受け、委託業務の拡充等について引き続き検討を行
う。

つくば地区の他の独法の状況も踏まえつつ、今後検討を行う。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

講ずべき措置 今後の対応方針

本手引きを受け、委託業務の拡充等について引き続き検討を行う。

講ずべき措置 今後の対応方針

今後の対応方針講ずべき措置

研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 国立環境研究所環境省９８Ｎｏ

該当なし
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2 今後の検討の進め方等、法人内部での検討を開始したところ。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

03 2

・不正受給、不正使用を防ぐための交付後の監査を実施するとともに、事業の進捗中
における報告又は指導及び調査を実施している。
・なお、石綿健康被害救済法による救済給付については、不正利得の徴収に関する条
項に基づき対応している。

04 2

・不正受給、不正使用を行った場合の制裁措置として、加算金及び延滞金の納付等の
措置を講じている。
・なお、石綿健康被害救済法による救済給付については、不正利得の徴収に関する条
項に基づき対応している。

05 1
助成先に配付するパンフレット等において、助成金の返還や加算金等に関して規定し
ている交付要綱を示し、周知を行っている。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

06 3 主務省及び関係法人等と情報交換を行っているところ。

07 2

公共サービス改革基本方針（平成25年６月閣議決定）に基づきつつ、コストの分析を
行うなどして、平成25年度に民間競争入札を行い、公害健康被害補償業務における汚
染負荷量賦課金徴収関連業務について日本商工会議所と委託契約を締結、申告書等の
点検及び未申告督励業務を行うことなどにより、機構業務の効率化を図った。

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
順守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

講ずべき措置 今後の対応方針

引き続き監査等を実施していく。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後該当する事業があれば適宜検討する。

補助金等に係る予算の適正化等に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化
法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の取消や返還命令が
行われ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等
に記載し周知する。

引き続き主務省及び関係法人等と情報交換をするなど、共同調達や共同実施
について検討を行う予定。

資格停止などの制裁措置についても今後検討する予定。

実施済み。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなど制裁措置の導入を図
る。

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

旧環境事業団から承継した債権管理回収業務については、債権の回収状況を踏まえつつ、次
期中期目標期間中に、業務の実施体制の見直しを行い組織の縮減を検討し、その結論を得
る。

引き続き債権管理回収業務の実施体制に係る検討を行うことで組織の縮減に
ついて第三期中期目標期間終了までに結論を得ることとしたい。

講ずべき措置

－

今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。

所管 法人名 環境再生保全機構環境省９９Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律（平成25年法律第82号）の規定
に基づき、平成26年３月1日付で廃止。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律（平成25年法律第82号）の規定に基づ
き、廃止する。

所管 法人名 原子力安全基盤機構原子力規制委員会１００Ｎｏ
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（様式）

１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

・支部組織における組織のフラット化
　平成27年７月、原則、支部組織について、「給与課」と「厚生課」を統合し、「給
与厚生課」とする。
・本部組織における部課の統合
　平成27年７月、３部を２部に再編する。
・期間業務職員の更なる活用
　平成27年７月以降、更に活用する。
　
平成27年度実施に当たっては、年度当初の業務量の増大、人事異動及び従業員管理シ
ステムの再構築に鑑み、７月開始とする。

03 3
常勤理事２名のうち１名を非常勤理事とする。
実施に当たっては、現理事の任期満了（平成26年９月30日付）に伴い、平成26年10月
から実施予定。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

04 3 消耗品等の他法人との共同調達について、検討中。

05 3

平成25年12月20日付内閣府公共サービス改革推進室事務連絡「公共サービス改革法の
事業選定に関するヒアリングの実施等について」において、『（独）駐留軍等労働者
労務管理機構が実施している業務』が業務フロー・コスト分析の実施対象事業に選定
されたところ。なお、併せて「平成27年度以降実施」とされているところ。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年度以降、業務・フローコスト分析を実施予定

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後の対応方針

単年度管理型の法人とする。

講ずべき措置 今後の対応方針

措置内容について平成27年７月から開始し、段階的に拡大し、業務の一層の
効率化を図ることとする。

支部組織における組織のフラット化、本部組織における部課の統合、国家公務員身分を有す
る期間業務職員の更なる活用による人件費の削減等の取組を、平成27年度から開始し段階的
に拡大していくことにより、業務の一層の効率化を図る。

－

講ずべき措置

平成27年度中に、常勤理事２名のうち１名を非常勤化する。
現在実施中の公募の結果適切な人材を選定できた場合、平成26年10月に非常
勤理事として任命する。

講ずべき措置 今後の対応方針

消耗品等の他法人との共同調達について、東京都港区（機構本部所在地）の
他の独法の状況も踏まえつつ、今後とも検討を行う。

所管 法人名 駐留軍等労働者労務管理機構防衛省１０１Ｎｏ

該当なし
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