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○小野分科会長  第41回独立行政法人評価委員会経済産業研究所分科会をただいまから

開催させていただきます。 

 今日は、議題が３つございます。１つ目は23年度の業務実績の報告、２つ目は23年度の

財務諸表の審議をいただいて、これは決議をいただくということになっています。３番目

が23年度の実績評価における評価基準についてです。 

 事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○坂本企画調査官  ありがとうございます。本日の配付資料の確認をさせていただきま

す。 

 本日の配付資料の一覧をまとめてございます。資料１から資料８-２までを配布させて

いただいております。ご確認いただければと思います。 

 では、本日は、１つ目の議題といたしまして、平成23年度の業務実績について、経済産

業研究所からご報告をいただきます。 

 ２番目の議題といたしまして、平成23年度の財務諸表のご報告と審議を行わせていただ

きます。こちらは通則法上、評価委員会への諮問事項となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 最後に、事務局から平成23年度業務実績評価について、その基準などについてご説明を

させていただきます。 

 なお、本委員会につきましては、議事録、議事要旨及び資料について、独立行政法人評

価委員会運営規程の定めに基づきまして、公開することとなっておりますので、ご承知お

きください。 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。それでは、早速１つ目の議題に入ってまい

ります。23年度の業務実績ということですが、最初に理事長と所長から一言ずつごあいさ

つを頂ければと思います。最初に、理事長からお願いします。 

○中島理事長  理事長の中島でございます。いつもどうもありがとうございます。評価

委員会分科会が開催されるに当たりまして、一言簡単にごあいさつさせていただきます。 

 前回、４月にもお集まりいただきまして行われた分科会ですけれども、昨年度は新たな

第３期中期計画期間の第１年度に当たるということでございまして、その終了に当たって、

主として数量、あるいは幾つか特徴的な研究成果を挙げながらご報告申し上げたところで

ございます。本日につきましては、23年度の決算が出ましたし、また成果につきましても
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外部レビューの結果なども出ましたので、それを踏まえてご報告し、ご評価いただければ

と思う次第でございます。 

 申し上げるまでもなく、ＲＩＥＴＩとしては、引き続き３つの視点、それから９つの研

究プログラム分野について研究、あるいはシンポジウム、セミナーの開催などを通じまし

て、実証的な視点からアカデミアと政策現場をつなぐ役割を今までも果たしてきましたし、

また今後も従来にも増して、その役割を果たしてしていくという所存でございますので、

引き続きよろしくお願い申し上げます。簡単でございますけれども、ごあいさつとさせて

いただきます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。それでは、藤田所長、一言お願いします。 

○藤田所長  藤田でございます。本日は評価委員会の皆様、大変お忙しいところお集ま

りいただきまして、本当にありがとうございます。 

 第３期中期目標期間の２年目に入り、ＲＩＥＴＩの研究全体を学問的に一層質を高める

とともに、また政策的にもさらに役立つようにＲＩＥＴＩ全体一丸となって推し進めてい

きたいと思います。そういうことを通じて、国内はもとより国際的にもＲＩＥＴＩの存在

感を一層増すような形で進めていきたいと思っております。 

 また、産総研とＩＰＡとの統合も２年後に近づいてきておりますので、そのための準備

も一層進めていきたいと思っております。 

 本日は、皆様の忌憚ないご意見のほどよろしくお願い申し上げます。 

○小野分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、23年度の業務実績のご報告をお願いします。最初に、中沢ディレクターから

よろしくお願いいたします。 

○中沢研究調整ディレクター  お手元の資料２に従いまして、23年度の業務実績につい

てご説明いたしたいと思います。 

 まず、私からⅠ．サービスの質、そのうちの調査及び研究業務についてご説明いたしま

す。 まず、資料２でございますけれども、平成23年度、先ほど理事長からごあいさつ申

し上げたところでございますが、３つの重点的な視点に従って研究開発を行っております。

「世界の成長を取り込む視点」、「新たな成長分野を切り拓く視点」、「社会の変化に対応し、

持続的成長を支える経済社会制度を創る視点」の３つでございまして、経済産業研究所の

研究を重点的に行うという観点からこの３つの視点を必ず加えて研究活動を行っていただ

いているというところでございます。 
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 これに従って研究プログラムは、その下に書いていますとおり９つのプログラム、貿易

投資、国際マクロ、地域経済、技術とイノベーション、産業・企業生産性向上、新しい産

業政策、人的資本、社会保障・税財政、政策史・政策評価、以上の９本のプログラムに分

けて進めていっているところでございます。 

 23年度につきましては、58のプロジェクトを実施してまいりました。以下、１ページ目

からずっとこの内容につきまして概要を書いておりますけれども、５ページのところまで

でございます。①から⑨までのプログラムについてご説明をしているところでございます

が、これについては説明を省略いたします。 

 特定研究というところがありますけれども、これは９本のプログラムに属さないものと

して幾つか書いてございます。これもこちらに書いてあるとおりでございますので、説明

を省略いたします。 

 ５ページ目の一番下からでございますけれども、では、その行いました研究活動がどう

いう評価であったのかというところをみていきたいと思います。 

 まず、58本の研究プロジェクトと申し上げましたけれども、この結果、23年度には 109

本のディスカッションペーパーを提出いただきました。これは23年度の目標が84本、５年

で 240本ということであれば１年当たり84本と考えますと、この目標を大きくクリアして

いるところでございます。 

 ６ページ目でございます。その58本のプロジェクトそれぞれについて経済産業省の関係

課にアンケートを行いまして、評価をいただいたところでございます。58本のうち有効回

答をいただきましたのが53個のプロジェクトでございますけれども、政策ニーズとの合致

については49個がＡ評価をいただいたほか、非常に高い評価をいただいているというとこ

ろでございまして、総合的には政策ニーズとの合致では評価Ａであったということでござ

います。 

 次に、研究成果が政策形成について有用なものであったかどうかということでございま

すと、ＡＡ評価の政策形成にとって有用だと考えられたものが19個、どちらかといえば有

用であったというものが12個、すべてがＡＡとＡ評価をいただいております。総合点とし

てはＡＡであったと考えております。 

 ６ページの下半分でございますけれども、学術分野の専門家に論文の評価をしていただ

きました。これは、外部レビュアーと呼んでおりますが、１本当たり複数の先生方に学術

レベルでの評価をいただいたところでございます。有効回答 120個のうち、ＡＡの評価、
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国際的にみても十分通用する水準にあるといただいたものが25個、高い水準にあるという

Ａ評価をいただいたものが65個、これで全体の４分の３ぐらいを占めているということで

ございます。全体として総合的には評価Ａをいただいたのではないかと考えるところでご

ざいます。 

 次の７ページ目でございます。その他の指標ということでございますが、外国語による

論文数、シンポジウム、セミナー等に参加する外国の識者の数、こういったものを目標指

標に掲げたところでございます。23年度目標を 100件としていたところ、それを大きく上

回る実績としては 177件の件数を達成したところでございます。 

 また、白書、審議会等の議論に研究成果が活用されることについては、20件程度を目標

にしていたところでございますから、これも大きくクリアしまして、54件の引用などをし

ていただいたということでございます。 

 さらに、特記事項として幾つか申し上げたいと思います。まずは、「ＪＳＴＡＲ」、「く

らしと健康」というプロジェクトがあるわけでございますけれども、高齢化時代を迎えま

して、新しいデータベースを構築しているところでございます。このデータを公開したと

ころ、利用申請というものが15件ありまして、非常にセンシビリティーの高い個人情報を

ふんだんに含んだデータベースでありますけれども、実際の単なる統計の平均値では得ら

れない、あるいは集計値では得られないパネルデータを追いかけることができるデータと

いうことで、非常に厳しい申請要件を求めているところでございますが、これについては

15件の申請がありました。 

 また、第２回の調査、これでパネルが完成するというわけでございますけれども、今年

度になりますが、５月下旬に公表いたしまして、ＪＳＴＡＲ、データベースの利便性がま

すます高まると考えております。 

 特記事項としては海外からの客員研究員、ヴィジティングスカラー、それぞれ客員研究

員１名、ヴィジティングスカラー４名を受け入れて、研究活動に大いに貢献していただい

ているところでございます。 

 また、平成22年度末に起きました東日本大震災におきまして生じた被災者及び被災地企

業の影響についてのアンケート調査を行いまして、迅速に対応していく課題についての議

論を行ったというところでございます。 

 あと、ＢＳＷＳ等の開催実績と書いてございますけれども、ＢＳＷＳはご案内のとおり

研究プロジェクトのスタート時点での議論、それからＤＰ検討会、ＰＤＰ検討会は 論文
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のレビューのプロセスということでございますが、以下に記しますとおり、精力的に活動

を行ってきたというところでございます。 

 また、通商産業政策史シリーズでございますが、これは全12巻のところ、平成23年度に

つきましては４巻既に刊行したところでございまして、残すところ４巻というところまで

来ております。 

 手短でございますが、まずは調査研究については以上のとおりでございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。では、続いて、上野ディレクターお願いし

ます。 

○上野国際・広報ディレクター  それでは、引き続き私から８ページ以降を説明させて

いただければと思います。 

 政策提言・普及業務ということでございますけれども、１番目、研究成果をとりまとめ

た研究書の出版でございます。23年度において研究書を11冊発行しております。４冊が目

標でございますが、これを大きく上回っております。中には今話のございました通産政策

史４冊が入っているところでございます。 

 ２番目の公開シンポジウム等でございますけれども、公開のシンポジウム、セミナーと

しては、目標が６回のところ６回開催したというところでございます。 

 ＢＢＬの開催は目標が50回のところを10回多く60回開催しているところでございまして、

研究者、行政官、産業界の相互の交流に貢献したと思っているところでございます。 

 ９ページ目に移りまして、３番目のところで、今度はこれらの満足度でございますが、

これにつきまして、６回のシンポジウムのところをそれぞれ整理してございますが、それ

ぞれ80％近い、あるいはそれ以上の評価を得ているところで、年間平均満足度といたしま

すと84％、括弧は経済産業省の職員の満足度84％ということで同様になっておりまして、

３期の目標としては、66％ということでございますので、この目標を大きく上回っている

という状況でございます。 

 ＢＢＬにつきましては、全体平均いたしますと、全参加者では88％、経済産業省は87％

ということで、非常に人気が高くある状況でございます。 

 これらにつきまして、シンポジウムやセミナーごとにそれぞれ参加者アンケートを行っ

て満足度を聞いているところでございますが、これらを次回以降の開催に生かしていくと

いうところでございます。 

 ９ページ目、下のところ、 (4)でございます。ＲＩＥＴＩのホームページへのヒット数、
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それから研究論文のダウンロード数でございます。ホームページにつきまして、これはト

ップページでございますけれども、目標が80万件のところ、23年度の実績は 107万件とい

うことで、これも目標は達成しているところでございます。内訳は日本語、中国語、英語

とございますが、下のところに書いてございます。 

 10ページ目に移りまして、研究論文でございますけれども、１本当たりのダウンロード

平均数ということでみてまいりまして、目標が 4,400件でございますが、実績として 5,3

84件ということで、これも実績が目標を上回っているところでございます。 

 これは今年度、23年度に公表されたものについて、その平均を出しているわけでござい

ますが、これまでいろいろ多く研究論文が蓄積されてございまして、これらの研究論文の

ダウンロード件数は年間で過去最高の 415万件に上っているところでございます。 

 ５番目のニュースレターの発行でございますが、日本語につきまして、目標が月３回で

ございますが、実績として毎週、月４回出したところでございます。参考までに英文と中

文は月１回出しているところでございます。 

 印刷物による広報誌発行総回数ということで、ここに今ございますが、ＲＩＥＴＩハイ

ライトということで出してございます。これは目標が年５回以上というところでございま

すが、23年度は６回出しているところでございます。34号につきましては、22年度で未達

になったところが、これは震災で遅れた関係でこちらに回っているというところがござい

ます。 

  (6)の特記事項でございますけれども、特に特徴のあるところをここで整理してござい

ますが、１つ目は東日本大震災への対応でございます。震災の直後から、復興政策の提言

などの積極的発信に努めまして、特別コラム、震災関係では13本、Special Report、震災

関係で８本、「世界の視点から」が３本、それから東日本大震災対談シリーズというもの

を行いまして、これは３回、ＢＢＬセミナー、関連のものでございますが15回、それらの

集大成として、先ほどご紹介をしております政策シンポジウムの開催、これは３回行って

いるところでございます。 

 一方、ウエブサイトのトップページに東日本大震災コーナーを開設して、多くの人に見

られるようにしているところでございます。 

 先ほどご紹介いたしましたＢＢＬセミナーでございますが、これは非常に人気が高くご

ざいまして、参加者数は23年度で述べ 5,418人、１回当たり90人ということになっており

まして、過去最大になっているところでございます。 
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 11ページ目に移りまして、③のところで、マスメディアを通じた発信の状況でございま

すが、テレビ、ラジオで中島理事長を中心に多くの情報発信をしているところでございま

す。 

 新聞、雑誌も、中島理事長、藤田所長、鶴上席研究員など多くの寄稿を行っているとこ

ろでございます。 

 それに加えて、日経の経済教室、ＲＩＥＴＩの研究成果として取り上げられたものは８

件ということでございます。そういう状況で積極的に発信している状況でございます。 

 次の国際化への進化への取り組みということで、ＲＩＥＴＩの国際化をいろいろな面で

推進しております。１つ目のところ、研究機関との交流でございまして、中国ＤＲＣとの

共同研究を以前から実施しておりますけれども、これについて、また昨年、５年間の協力

関係を更新しております。こういう形で中国ＤＲＣとの交流を推進しているところでござ

います。 

 ヨーロッパにおきましては、欧州ＣＥＰＲとワークショップをロンドンで開催してござ

います。これについては、ＶｏｘＥＵというものがＣＥＰＲにございまして、著名な先生

のコラムを集めて、１日２本とか結構な割合で載せているものでございますけれども、そ

れにつきまして、当方とも提携を開始するということで、ＲＩＥＴＩのコラムをＶｏｘＥ

Ｕにも掲載していただくとともに、ＶｏｘＥＵのコラムにつきましても、当方で選んで、

ＲＩＥＴＩのウエブサイトにも掲載していくというようなことで協力関係を深めていると

ころでございます。 

 アメリカにおきましては、米国の外交問題評議会ということで、これにつきましても、

昨年、協力に関するＭＯＵを締結して、ヴィジティングスカラーについての継続的受け入

れを行っているという状況でございます。 

 その他、各種会議を行っておりまして、韓国のＮＥＡＲ財団、中国のＣＡＳＳと、これ

は１回目を昨年行いまして、つい先日２回目を行ったところでございますが、継続的に通

貨金融協力をメインテーマにして会合を行っているところでございます。 

 アジア開発銀行と一橋大学とのコンファレンス、米国ＲＡＮＤ研究所とのワークショッ

プ、台湾経済研究院、韓国の産業研究院、これも継続的に行っているものでございますが、

ワークショップを昨年度はソウルで開催しているところでございます。 

  (2)で学術的成果として国際的に高い評価を得た実績ということで、査読つき英語論文

の件数ということで、35件ございます。その他で、先ほど国際化というところで、海外か
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らの客員研究員、ヴィジティングスカラーの受け入れを積極的に行っていることは申し上

げました。それから、ＲＩＥＴＩのウエブサイトの「世界の視点から」のコーナーで海外

の著名な先生から寄稿をいただいて、23年度10件ということで、22年度と比べて相当大幅

に増加したというところでございます。 

 あと、12ページに移りまして、最後にＲＩＥＴＩの政策提言・普及業務の外部レビュー

ということで、他省庁、地方公共団体、政府関係機関、大学、経済界、ＮＰＯ等に対して、

紙面、それからウエブ上で政策提言・普及業務に関してアンケートを行っているところで

ございます。 

 そこで２つの質問を行っております。１つ目の質問は、ＲＩＥＴＩは目的を、どの程度

果たしているかということでございまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価でございます。Ａ評価を

４点とした場合の平均点は3.28ということでございまして、これを 100％換算しますと、

81.9％の数字になるところで、相当高い点ではないかと思います。参考までに昨年までは

平均点2.94でございましたので、これから比べますと上がっているというところでござい

ます。 

 13ページに移りまして、質問２で、ＲＩＥＴＩの研究活動は、あなたの業務、研究の参

考になりましたかということで、こちらのほうは平均点3.49で 100％換算しますと、87.2

ということで、さらに大きくなっております。これにつきましては、一昨年度をみますと、

2.95ということでございますので、これも相当大幅に増加しております。どうしてここが

多いかというところでございますが、ＢＢＬの評価がコメントを書いていただく人をみる

と高くなっているところでございます。それが影響しているのではないかと思っておりま

す。 

○中沢研究調整ディレクター  資料３、13ページから引き続き説明させていただきます。 

 13ページですが、３．資料収集管理統計加工及び統計の箇所についてご説明いたしたい

と思います。 

 ＪＳＴＡＲに関しては、先ほどご紹介したとおりでございますが、そのほかにもＲＩＥ

ＴＩとして、主なデータベースとして全部で７本のデータベースを用意しております。13

ページの下に書いてあるとおり、ＪＩＰデータベース、アジア通貨単位、ＡＭＵに関する

データベース、ＪＳＴＡＲ、ＲＩＥＴＩ―ＴＩＤ、東アジア貿易関係のデータベース、14

ページにありますけれども、総合エネルギー統計についての解説、都道府県別エネルギー

消費統計、長期接続産業連関データベース、こういったものを提供しているところでござ
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います。23年度についての主な取り組みといたしましては、ＪＩＰデータベースにつきま

して、業務の効率的な運用という観点から官民競争入札により業者を選定したデータシス

テムの改定を行ったということで、連関に効率よくデータベースの整備を行うことに努め

ました。 

 ＡＭＵ、アジア通貨単位につきましては、行政ニーズにこたえるために機械産業につい

ては８分類あるのですけれども、名目産業別の実効為替レートを日次で提供することを始

めました。 

 ＲＩＥＴＩ―ＴＩＤにつきましては、先ほど紹介いたしましたとおり、通商白書で大変

大きく活用されたということでございます。 

 15ページになります。その他データ提供の関係で取り組んだ主な内容といたしまして３

点あると思っているのですけれども、個別企業等の情報の漏えい予防措置としまして、セ

キュアＵＳＢというシステムを導入いたしまして、バインダーの置き忘れであるとか、事

故による影響を最小限にするための工夫を始めました。 

 ２つ目の取り組みとしましては、先ほど紹介しましたとおり、さまざまなデータベース

であるとか、さまざまなデータ利用のための申請という作業をＲＩＥＴＩでは行っている

わけでございますけれども、申請の作業を簡便にするために、研究者向けにワンストップ

ポータルサイトを整備して、非常に使いやすいものにするようにいたしました。 

 短時間でパネル分析が可能とするために、政府統計調査のうち、企業ごと、あるいは工

場ごとの時系列化を実施した。これによって、ＲＩＥＴＩの研究者のみならず、世の中の

研究者に対して、非常に便利なパネルデータを提供することに役立ったと考えております。 

 その次に、研究・発信のパフォーマンスを向上させる取り組みとしまして引き続き書い

ているところでございますけれども、平成23年度からの第３期におきまして、先ほど申し

上げましたとおり９本のプログラムが走っているわけでございますが、この９本のプログ

ラムそれぞれにつきまして、一定の方向性を設定してとりまとめを行うためのプログラム

ディレクターを設定しまして、コーディネーション機能をもたせているということでござ

います。 

 新たな研究員の採用としましては、通商交渉のエキスパート、あるいは外国人の研究員

を上席研究員として採用するといったことに取り組んでまいりました。 

 そのほか、こちらで特に書いていないのですけれども、研究管理を厳格に行うために研

究プロジェクトの期間をこれまで厳密に決めていなかったわけでございますが、原則２年
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以内と設定いたしまして、かつ正当な理由なく計画が大きくおくれたという場合にはプロ

ジェクトの改廃を求めるというような措置をとるということで、プロジェクトの遂行には

緊張感をもってやっていただくというように努めてきたところでございます。 

 外部諮問委員会の箇所、15ページに書いているところでございますけれども、22年に実

施されたものでございますが、外国人２人を含む、全部で７人の委員にＲＩＥＴＩの業務

運営に関しまして、諮問、意見をいただいているところでございます。 

 日本人の先生方だけではなくて、外国人の先生方はなかなか日本に来ることができない

ものですから、おいでになった際をとらまえて意見を伺うようにしております。23年度に

いただいた意見の中には、政策決定のためのプロジェクトの優先度についてもうちょっと

考えたほうがいいのではないかとかデータベースの整備、海外の研究機関との研究協力に

ついてのいろいろなご意見をいただいたほか、先ほど広報から紹介いただきましたＶｏｘ

ＥＵへの参加についての提言もいただいたということでございます。 

 情報システムを活用したパフォーマンス向上としまして、23年８月から新しいＰＣ―Ｌ

ＡＮシステムを導入いたしました。クラウドシステムを導入した結果、ロケーションを問

わずにファカルティフェローなどの通常所外におられるような研究者との情報共有を綿密

に行うことができるようになったと。副作用がありまして、24時間縛られるということも

あるのですけれども、夜でも週末でも仕事ができるというメリットもございますというこ

とでございます。 

 もう１つ、サーバーの機器を、所内のサーバー室から外部のデータセンターに移設した

ということで、突発的な停電による業務のふぐあいにも対応できるようにしたところでご

ざいます。 

 最後になりますけれども、特記事項のところでございますが、温暖化防止のための京都

議定書のＣＤＭ理事会というのがありまして、私どもの常勤研究員の１人がこちらの常任

理事として採用され、２ヵ月に１回程度国際会議に出ている。そのような国際活動への貢

献もさせていただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。それでは、山城ディレクターお願いします。 

○山城総務ディレクター  では、引き続きまして、総務ディレクター山城でございます。 

 業務運営の効率化という項目の一般管理費と業務費の効率化に関する事項についてでご

ざいます。これは両方とも中期目標に示してある項目でございまして、一般管理費につき
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ましては、運営費交付金によって行う事業について、毎年度平均で前年度比３％以上の効

率化を図るというのが目標になっております。 

 前年度比の削減率ということで、24.9％ということになっていまして、３％削減という

のは大きく達成しているのですけれども、これは後ほどご説明いたしますが、分室を移動

しましたことによる賃借料の削減というのが大きくきいている結果でございます。 

 業務費については、前年度比１％以上の効率化というのが同じく目標に書いてございま

すけれども、 7.7％の削減ということで達成いたしております。 

 次に、役職員の給与の水準の適正化という項目でございますけれども、特徴だったのは

ちょうど23年度の年度頭に及川理事長から中島理事長にかわられたということで、まずは

報酬の総額のところでお２人の理事長分のものが出ていると。厳密にいうと、中島理事長

の分はフルタイムの１年分ですけれども、及川前理事長の分は業績給ということで評価を

いただいたものを踏まえて出したものが昨年度の支出となっておりますのがそこに計上さ

れていることでございます。 

 もう１つは、16ページ、一番下のほうに及川理事長の分ということで退職手当を支給し

ているというのが特徴でございます。 

 次の17ページに行っていただきますと、今度は常勤職員の給与なのですけれども、特に

参考２ということで、ラスパイレスの話がいつも議論になるわけでございます。ＲＩＥＴ

Ｉは東京にオフィスがございまして、あと学歴が基本的に高いという職場の特性でありま

すものですから、公務員との比較の場合、地域・学歴勘案というのでみていただくのが一

番いいかと思いますけれども、75.8というのが一般の職員になっておりまして、研究職員

は 108という数字になってございます。 

 これは22年度の数字でいいますと、一般職員は78.1でございまして、研究職員は 120で

ございましたので、それぞれ下がっているということで、研究職員のほうは年長の研究職

員が転出いたしまして、若い研究職員が入ってきたということでクリアに説明がつくので

すけれども、事務職員の構成が余りかわっていないのに、国家公務員に比べてさらに下が

ったかというのは、必ずしもクリアな理由はよくわからないところであります。中期計画

にも書いてございますように、国家公務員以下の給与水準を引き続き維持ということはも

ちろん守っていきたいと思っているのですが、一方で、頑張って成果を上げた職員への処

遇をもう少しよくするということを行っていけたらと思っている次第でございます。 

 あと、参考３のところで、人件費についても目標が課されているわけでございますけれ
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ども、平成17年度を基準として５年間で５％削減目標というのが中期、第２期目標期間中

は課されていたのですが、これが23年度も延長という形になってございました。要するに、

６年間で６％の削減目標というのが基準になるわけですけれども、23年実績で17年度と比

べますと12.2％減ということで、６％減という目標は達成しているということはご報告申

し上げたいと思います。 

 続きまして、18ページ以降ですけれども、入札・契約に関する事項ということでござい

ます。これは19ページをみていただくと、Ⅲのところに、平成23年度に締結した契約の状

況という表がございます。 

 件数といたしましては、契約全体が44件あった中で、随意契約というものが２件、率に

いたしますと 4.5％です。金額は５億 8,600万強という総額の中で随意契約は 1,340万 2,

000円ということで、金額としても 2.3％という数字になってございます。 

 この契約関係のものといいますのは、中期目標にも書いてございますように、平成21年

11月の閣議決定に基づく取り組みを着実に実施せよということになっていまして、具体的

には随契については、きちんと削減目標をつくった上でそれを削減していく。あと、契約

監視委員会を設けて、そこで随契になった案件については、随契の理由の妥当性、あと、

競争に付したけれども、結果的に一者応札になったものについては、競争を阻害するよう

なものがなかったか、競争性を確保するような取り組みがあったかということをチェック

してきたということになっております。随意契約については、今申し上げましたような数

字になっていまして、これは前年度の比較表が下にありますけれども、前年度の比較でも

それぞれ絶対件数、実数、比率とも大きく低下していることでございますし、先ほど申し

ました随契の目標という点からも22年度につくった目標が随契の件数で８％、金額で26％

という数字ですので、それに比べますと、大きく目標をクリアしているというようにご報

告できるかと思います。 

 20ページ、21ページは個別の随契になった案件と一者応札になった案件のものなのです

けれども、これを21ページの (3)に書いてあります、ここにおられます八田監事、濵田監

事と白山真一委員長、向弁護士の４人から成る契約監視委員会にご報告をいたしまして、

競争性の問題、あるいは透明性の問題について、５月21日に審議をしていただきました。

結果は、透明性とか競争性の確保については問題なく適切であるというようなご評価をい

ただいているということでございますが、それをご報告申し上げる次第でございます。 

 次に、22ページでございますけれども、マネジメントに関する事項ということで、これ
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も中期目標に書いてありますが、内部統制の充実・強化ということです。従来からＲＩＥ

ＴＩは幾つかの月曜会などの取り組みをやっていたところですが、新しく中島委員長が来

られてから、理事長の指示を受けまして、下の２つの○に書いてある事項を23年度から新

たに始めました。１つは、前回、４月の会合でも申し上げましたけれども、内部統制に関

するヒアリングを全所的に行いまして、所内のリスクの洗い出しを各職員が行って、それ

を事務局が回収した上で、理事長みずからにご審査をいただくというプロセスをとりまし

た。今後、それらのリスクの是正計画を立てて、いわゆるＰＤＣＡのサイクルを繰り返し

て、充実させていきたいと思ってございます。 

 最後の○ですけれども、もう１つ理事長が平成23年度から始めたことといたしまして、

新理事長のもとで、予算及び研究の執行状況につきまして、四半期ごとにチェックを行う

という会議を導入いたしまして、進捗管理機能を強化しているということを申し上げたい

と思います。 

 最後の５．の公益法人に対する会費の支出ということで、３月23日の行政改革実行本部

決定ということで、業務遂行のために真に必要なものを除き、公益法人の支出は行わない

ようにしなさいという本部決定がなされまして、結果、下の３つの公益法人につきまして

は、23年度末をもって退会いたしたところでございます。 

 次に、23ページが財務内容のご報告でございます。決算報告書が書かれてございますけ

れども、注目していただきたい数字といたしましては、収入の予算・決算差額としての 1

20万 1千円というのと、支出の予算・決算差額の２億 2,055万円という２つの数字が軸に

なるわけでございます。 

 ②のところで運営費交付金の繰り越しにつきましてのご報告をいたしたいと思うのです

けれども、今申し上げましたように、平成23年度の支出につきましては、予算と決算の差

額で２億 2,055万円余の差額が発生しております。このうち、明らかに23年度中に終了し

たプロジェクトの分だというものにつきましての損益が 740万円ございます。これにつき

ましては、平成24年度内に積立金として整理いたしまして、第３期の終了時に国庫返納す

るという予定にしてございます。 

 一方で、研究プロジェクト及び業務については、一部のものにつきまして、進捗のおく

れであるとか、計画の見直し、修正によりまして、翌年度、本年度に延期、繰り越された

ものがありますので、それを合計で２億 1,300万円余、要するにそれは今申し上げました

２億 2,055万 281円からプロジェクト損益分の 740万円を差し引いた額でございますけれ
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ども、この２億 1,300万余を翌年度に繰り越させていただき、24年度の収益化ということ

を行っていただきたいと思ってございます。繰り越し分の内訳はそこに書いてあるとおり

でございます。 

 あと、収入のほうですけれども、平成23年度の収入につきましては、予算・決算の差額

 120万円余でございますが、この額について今申し上げましたプロジェクトの損益分 740

万余を加えまして、為替差損の雑損４万 1,000円余を減じました 856万 1,125円を当期未

処分利益として計上したところでございます。この利益につきましては、経済産業大臣の

承認が得られましたら、平成24年度内に積立金として整理いたしまして、第３期終了時に

国庫返納する予定ということにいたしたいと思ってございます。 

 最後のページでございますけれども、資産の点で１点ご報告でございます。これは冒頭

でもちょっと申し上げました点ですけれども、分室につきまして、平成22年の12月７日の

閣議決定に示されました分室の徹底的な効率利用を図る観点から場所を移動いたしました。

その結果、平成22年度 7,842万円だったものが 4,306万 7千円ということで、45％という

大きな削減効果を上げることができたということをご報告申し上げます。 

 最後に、自己収入でございますけれども、自己収入それぞれ普及関係の収入、それから

競争的資金の獲得ということで、経済産業省からの受託と、あと科学研究費間接費収入と

いうのがありますが、いずれの項目も22年度実績よりアップしておりまして、特に科研費

につきましては、大幅にアップすることができたということをご報告いたしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。24ページにわたりまして、詳細な説明をい

ただきました。 

 それでは、今から質疑応答の時間を15分ほどとりたいと思います。ご自由なご発言をお

願いいたします。それでは、小笠原さん、よろしければ。 

○小笠原委員  ご説明ありがとうございます。いくつか質問をさせていただきたいと思

います。 

 まず、６ページのＭＥＴＩ関係課室へのアンケート結果、以前ですと回答数がこれだけ

の数ではなくて非常に少なかったような記憶がちょっとありまして、今回どのような課に

どういった形でどういうアプローチをしてこういった回答を得られたのかというところを

確認させていただければというのが１点目であります。 
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 それと、同じように、もうずっと評価をさせていただいておりまして、定量的な評価と

いうのは別紙のところでもみさせていただいているとおり、目標以上の数値を達成されて

いらっしゃる。それを達成していないというのは、そういう理由はこちらは根拠は持ち合

わせていませんので、むしろ定性的なというか、定量ではあるのですけれども、こういっ

た満足度等の部分で確認したいのが２点目で、９ページのシンポジウムにおける参加者の

満足度の中のＭＥＴＩ職員の方の満足度というようなところがこの表の中にもあるのです

が、これもどういった形で、出席されている方から純粋に満足度調査をされた結果なのか

ということをちょっと確認させていただければと思います。 

 ３点目も同じように、外部レビュー結果というところでして、これは12ページに大きな

質問が２つあるということで、こういった結果が出ているのですが、今、前期の結果とか、

そういったものが私も手元にないものですから、この結果というのは、昨年と比べてどう

だったのか。例えばまばらではあるのですけれども、ＡからＤまでの評価の中でＤ評価と

いう厳しい評価をされているケースもありますので、これはどういったリソースからなの

か。これは匿名でやっているのか、そうでないのかというところも含めてちょっとご確認

をさせていただきたいと思います。 

 あと、最後になりますけれども、15ページのところで、この辺のマネジメントを強化す

るということで、研究プロジェクトの中で２年以内という形で期限をとって、それで改廃

については徹底していきたいというご説明をいただいたかと思うのですが、その結果、例

えば今期、従前と違ったケースがあったかどうか。ご説明いただきたいということであり

ます。 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○小野分科会長  それでは、答えられる部分を答えていただけますか。 

○中沢研究調整ディレクター  それでは、今いただいた質問のうちの１点目と４点目に

つきましてお話ししたいと思います。 

 担当課のアプローチがどう変わったのかということなのですけれども、これは数がふえ

ているのは、まず、担当者が非常に熱心に回収に努めたということがあるのです。経済産

業省の方々はご多忙なのですが、そこをしっかり回収に努めていただいたという努力の成

果がまず１つあると思います。 

 もう一点あるとしましたら、経済産業省の担当課においてもＲＩＥＴＩの研究に対する

関心が非常に高まり、むしろ意識をもって経済産業研究所の研究をみていただいていると

いうことであります。手前みそで申し上げますと、研究活動において、担当課、あるいは
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関連課になるたけ声をかけるように努力していますので、それが反映されたものではない

かと思っております。手法自体は変わっていません。 

 ４点目でございます。そういう緊張感を高めたような研究活動を２年で終わるとかパフ

ォーマンスの低いものについては廃止ということでございますが、この結果廃止に至った

ものはございませんけれども、中間報告会などを開催しながら改めるべきところは改めて

いただくというところについては積極的にやっているところでございまして、途中で軌道

修正をいただくというようなことは間々行っているところでございます。 

 私からは以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。では、上野さん、お願いできますか。 

○上野国際・広報ディレクター  先ほどシンポジウムのところのＭＥＴＩの参加者です

が、これは実際にシンポジウムに参加した人からとっているところでございます。 

 12ページ目の政策提言のアンケートでございますが、ウエブと郵送で 400ぐらい返って

きているのですけれども、ほとんど、90％以上ウエブで返ってきています。これは両方同

じなのですが、所属機関と部署と役職は聞いていまして、名前までは聞いておりません。

ただ、メールアドレスはわかるような形で返答が返ってきているところでございます。 

○小笠原委員  ちなみに、ちょっと評価がよろしくないようなケースというか、こうい

うところが余りヒットしなかったなとかがもしあれば。 

○上野国際・広報ディレクター  悪いところで、ＲＩＥＴＩの活動が余り参考にならな

かったとした人のコメントは幾つか、ただ、６～７件ぐらいなのですけれども、いろいろ

なものが書いてありまして、傾向というのは特に、これからみるのはなかなか難しいです。

少し紹介すると、ＢＢＬについては応募多数で参加できなかったとか、これは中央省庁の

方からですが、研究内容自体が必ずしも広く経済産業省の職員に共有されているとは思い

ませんとか、公的なポジションの研究が多く、もう少しビジネスサイドの研究発表を期待

しているとがあります。 

○小野分科会長  今のところにＤ評価が４件とありますでしょう。 

○小野分科会長  なるべく悪口をたくさん聞いておいたほうが組織としては役に立つと

ころなので、むしろ非常にありがたい意見だと思います。 

○小笠原委員  このウエブの回答というのは前期実績はないのでしたか。 

○上野国際・広報ディレクター  前期実績は、12ページの下のほうにトータルの数字と

して書いてございまして、第２期では平均2.94で今期は3.28、これは質問１でございます
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けれども、質問２についても2.95だったのが3.49になっているということです。 

○小笠原委員  ということは、昨年に比べると、このアンケート結果はかなり上がって

いる。びっくりするほど上がっているということですね。 

○森川副所長  ちょっと補足しますと、これは前回の分科会でたしかご紹介したのでは

ないかと思うのですけれども、去年までは調査会社に委託して、それで調べてもらったの

です。これはもったいないので、むしろ我々が例えば広報誌を送るときに、そこにアンケ

ート票を入れるとか、ウエブのアドレスを載せるとか、そのような格好で、わりとＲＩＥ

ＴＩのユーザーというのがはっきりしているところにターゲットを絞る形で、かつコスト

をかけないでとるようなスタイルに今年度から変えたのです。そういうことで逆に上がっ

ているという面もあるかもしれません。したがって、上がっていること自身はいいことで

すけれども、これは調査の仕方を変えたことの影響も入っているとご理解いただければと

思います。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○小笠原委員  もう一点だけ。６ページのＭＥＴＩ関係課室へのアンケート結果につい

ては、以前ですと抽出件数がすごく少なくて、その抽出件数の少ない中で個別のコメント

というのが結構あっとあった感じがあるのですけれども、今回は回答数が非常に多いもの

ですから、そういったところは全体的な平均した評価でさらっとしていますが、この中か

らで、例えばこういう要望があったとか、こういうリクエストがあったとか、こういうと

ころを期待していますというようなところはどんなところがあったかもしおわかりになれ

ばと思います。 

○森川副所長  ストレートなお答えではないのですけれども、昨年度、一昨年度もほと

んど回収できていたと思うので、前はすごく少なかったということはないのではないかと

思います。２枚ぐらい紙を出してもらう感じで、こういう基本的な評価２つと特にどうい

うところがよかったとか、あと、今ご指摘の今後もっとこのようにやってほしいみたいな

ことを記述していただいているのです。 

 プロジェクトについては、基本的にはすべてどこかの課に評価してもらわなくてはいけ

ないので、これはことしに限らず昨年度もほとんど回収できたと思います。むしろ今年度

は②のほうがやや少ないのです。これはなぜかというと、新しく第３期で始まったプロジ

ェクトで、まだディスカッションペーパーなどが出ていないものがありまして、そういっ

たものについては、①の政策ニーズとの合致度については答えていただいているけれども、
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成果がどうだったかというところはまだいっていないので、これは少ないというのはあり

ますが、むしろ従来は両方とももう少し大きい回答数だったと思います。 

 例えば法人税制について、租税特別措置の評価をしたプロジェクトがありまして、楡井

ＦＦがやっていたプロジェクトですが、これについては研究開発税制について評価したよ

うな論文が３本出ていて、これ自身は非常に高い評価だったのですが、税制措置というの

はいろいろありますので、もっとそれ以外の分野に広げてやってほしいというようなコメ

ントがあったのではなかったかと。Ｒ＆Ｄ税制に限らず、もう少し広く社会保険料負担と

か、法人税の一般的な引き下げとか、こんなことについても検討すると役に立つというよ

うなコメントがありました。プロジェクトごとにそれぞれそういったたぐいのコメントを

いただいているということでございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。それでは、古城先生、コメントがございま

したら。 

○古城委員  定量的な点については、非常によい評価になっていると思います。そこで

敢えて、教えていただきたいという点があります。ホームページのヒット数、総数自体は

すごく増えているわけですけれども、英語と中国語がやや減ってしまっています。以前は

たしか英語は伸びていましたが、英語版が減っているというのがちょっと気になります。

これは何か原因があるのでしょうか。つまり昨年度がかなり多くなっていたので、平均に

戻ったみたいなことがもしあれば聞かせていただきたい。もう１つ、ＢＢＬ、満足度も非

常に高くて、回数も非常に多くなっているということでいいと思うのですけれども、これ

は内訳としてはほとんど経産省の方が出られているということなのでしょうか。ほかの省

庁の方も来られているのか、どういう方がそれに参加されているのかというのを教えてい

ただきたいと思います。 

○上野国際・広報ディレクター  ＢＢＬにつきましては、 3,000人ぐらいの登録者がご

ざいますけれども、毎回 100名程度の参加になっておりまして、経済産業省を含む官庁関

係の方、それと、民間企業の方も相当来られておられます。あと研究者の方、テーマによ

って来られる方も変化がございますけれども、相当幅広く参加していただいていると思っ

ています。 

○小野分科会長  大使館の人も来られています。私も参加しますけれども、民間も結構

来られています。省庁だけということではないです。むしろ民間のほうが多いのではない

かと思います。 
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○古城委員  そうしますと、来られる方は幅広く来て、かなり定着したとみていいとい

うことですか。 

○上野国際・広報ディレクター  ほとんど毎週やっているようなところでございますの

で、よく来られる方もおられますし、特定のテーマに関して来られる方もいます。時には

有名な方が来られるとすぐいっぱいになってしまいます。そういう意味で結構人気のある

ものになっているということでございます。 

○古城委員  わかりました。ありがとうございます。 

この間も参加しようと思ったのですけれども、臨時の会議が入ってしまったので参加で

きなかったのです。ですので、そのように幅広く定着しているというのは非常にいいこと

ではないかと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○森川副所長  英語のアクセスの件数は調べてみましたが、去年が特に多いというわけ

ではないです。ですから、2009年度に40万で、2010年度、１年前が34.6、これが34万件と

いうことなので、前にも申し上げましたが、2009年度から2010年度にかけては日本語もす

ごく落ちたのです。これはインターネットエクスプローラーのスペックの変更が大きな理

由だったので、ここで大きく落ちているのは日・英共通なのですけれども、2011年のとこ

ろで日本語は盛り返しているけど英語と中国語はむしろ落ちているので、これはたまたま

去年が高かったということではなくて、努力する余地があるということだろうと思います。 

○小野分科会長  ありがとうございます。私から１つお願いがあるのですけれども、公

益法人に対する会費の支出の見直し、これは極めて遺憾であると思います。 

○坂本企画調査官  ＲＩＥＴＩに責任はなくて、行革からは、真に必要なもの以外は原

則会費の支出はだめだということになました。この４件がＲＩＥＴＩの該当事例だったの

ですけれども、精査をしまして、もちろん活動へのご協力とか活動への参加について否定

するものでは全くなく、会費を納めなければ本当にできない活動なのか、会費を納めなけ

れば今までの連携とか参加ができないのかというところがきちんと説明できないことから、

やめていただいたということなので、そこは参加とか協力とかというのを否定するもので

は全くありません。 

○小野分科会長  その判断が間違いだということを申し上げているということです。要

するに、官と民とが繋げているルートを切ってしまうのだと。むしろ官民一体になって評

価をしていくという姿勢がないと困るということをいいたいということです。 それでは、



- 20 - 

 

23年度の財務諸表のご説明に入りたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

 

○山城総務ディレクター  それでは、財務諸表につきまして、ご説明をさせていただき

ます。 

 まず、１枚めくっていただきますと、貸借対照表が出てまいります。ここでご注目いた

だきたい数字は、真ん中に負債の部ということで、流動負債として運営費交付金債務とい

う数字、２億 1,314万 8,607円という数字がございますけれども、これが先ほど申し上げ

ました繰越金ということでございます。これを24年度への繰越金ということでさせていた

だこうということでございます。 

 あと、貸借対照表の一番最後に当期未処分利益ということで、 856万 1,125円という数

字がございますけれども、これが先ほど最後にご説明いたしました当期未処分利益の数字

でございまして、これを次のページの損益計算書のほうに移ってみていただきますと、一

番最後に書いています当期総利益の数字と合致しているわけでございます。 

 損益計算書につきまして、ざっくりと概要を申し上げますと、経常費用で書いてござい

ます12億 9,271万 7,093円という経常費用だったわけでございます。これだけの支出をさ

せていただきながら当研究所の運営を平成23年度やってまいりました。支出を収益化をい

たしましたⅡの１．運営費交付金収益で12億 7,539万 3,593円という数字が載っておりま

すけれども、この運営費交付金を大宗といたしまして、あとは自己収入ということで賄う

という形で運営をやってきました。そうした１年間の活動の結果、繰り返しになりますけ

れども、 856万 1,125円の当期総利益が出たということでございます。 

 次に、３ページを飛ばしていただきまして、４ページの利益の処分に関する書類（案）

ということで、大臣のご承認をいただくということで案となっておりますけれども、この

 856万 1,125円という数字を利益処分という形で計上させていただきまして、大臣の承認

が得られましたら24年に積立金として整理いたしまして、第３期の終了時にご返納を行う

という先ほど申し上げましたことでございます。 

 ちょっと飛ばしましたキャッシュ・フロー計算書につきまして、一言、23年度の特徴を

申し上げますと、上から４つ目の項目で、国庫納付金返納額ということで６億 5,149万と

いう数字がございますけれども、これは２期中期目標期間中に積み立ててまいったものを

中期目標期間が終了いたしましたので、それを受けまして、23年度に国庫納付をさせてい

ただいたという額でございます。それを計上しております。この額が大きいので、Ⅳの資
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金減少額がマイナス４億 4,700万円余となっておりまして、Ⅵの資金期末残高が３億 7,4

00万というように大きく減っているわけですけれども、これはまさに23年度の今申し上げ

ました特殊要因でございますので、そういったことでご理解いただければと思います。 

 簡単でございますけれども、私から財務諸表のご説明は以上でございます。 

○小野分科会長  ありがとうございました。説明されていないページもありますけれど

も、それも含めてご質問がありましたらお願いします。 

○小笠原委員  では、大きく２つほど。先ほど繰越金は運営費交付金債務としては２億

 1,000万円だというお話ですが、これはプロジェクトの進捗や未払い債務となるようなも

のがまだ留保されてとか、つまり通常であればもう少しクリアされて、もっと額が少なく

なるようなところがまだ残っているという認識で考えたらいいのか、それとも、これは予

定どおりでして、当然のことだと考えたらいいのか。それと、この２億 1,000万円は、来

期というか、新後期にはどのような予定になるのか。その辺をお聞かせいただきたいのが

１つ。 もう１つは、寄附金についてご説明をお願いします。  

○小野分科会長  どうぞ。 

○山城総務ディレクター  まず、繰越金の２億 1,300万のことでございますけれども、

これは予定どおりということではなく、３月11日に震災があって、どうしてもプロジェク

トの立ち上げが遅延したことに依ります。そもそも第３期の初年度ですので、どうしても

プロジェクトの立ち上げがおくれるという要因はございます。それに加えて震災があった

ということで、ファカルティフェローという形で多くの大学の研究員にいろいろな研究を

お願いしているという性格を強くもっている組織のため、東大の経済学部もゴールデンウ

イーク明けまで全く機能停止状態だったとか、当然、東北大学もそういった状況でもあり

ましたものですから、どうしても立ち上げがおくれたという要因はダブルできいていたと

いうのがあります。あと、今回、中沢ディレクターからご説明しましたような多様なプロ

ジェクトを立ち上げておりますけれども、20人ぐらい新規で今回のプロジェクトからプロ

グラムのディレクターというか、トップ、研究プロジェクトをやっていただく方々が20人

ぐらい目の子でおられまして、そういう方々にＲＩＥＴＩのいろいろなプラクティスをわ

かっていただいて立ち上げるというのもありますので、そういったことでどうしても全体

がおくれ気味になったということはあろうかと思っております。 

 ただし、成果としては先ほど繰り返し申し上げましたように、成果目標自体は大変よく

クリアできていると思いますけれども、予算としては、遅れはあったかなと思いまして、
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それを来年度繰り越させていただいて、ぜひ大切に使わせていただきたいというのが１点

目です。 

 それから、寄附金は新たに入ったものでございまして、通商産業福祉協会という一般財

団法人が財団化をするときに公益財産というものを寄附するということが一般財団から公

益系の財団に移る１つの基準であり寄附先として選んでいただき、23年度からスタートし

て、この200万となりました。ＰＣ―ＬＡＮの賃借料に充当するという形で経理処理を行

っています。 

○小笠原委員  それが定額であれば、細かい話ですけれども、交付金債務なりにその分

だけ残るということですか。 

○山城総務ディレクター  そういうことになります。 

○小野分科会長  ありがとうございました。それでは、財務諸表の説明は終わらせてい

ただいて、監事の監査概況について八田監事からでよろしゅうございますか。 

○八田監事  お手元の資料の４―３になります。ここに濵田監事と私、八田、２名での

監査報告書を理事長あてに意見表明いたしております。 

 お読みいただくとわかりますが、監事監査は、独立行政法人通則法第19条第４項の規定

に基づいて行っております。 

 １番目、監査の方法と概要ですが、基本的には月曜会と呼ばれる毎週開催のＲＩＥＴＩ

の基本的な動向に関しての会議に出席させていただきながら、皆さん方の対応の方法、監

事の視点からいいますと、手続の問題、情報開示の問題、運営の適正性、合理性等々判断

させていただいております。 

 また、基本的には会計帳簿の調査を中心とした会計監査が監事監査の中心にあります。

先ほどの業務報告にもありましたように、昨年から特に中島理事長になられてからマネジ

メントに関して内部統制の充実・強化が一層図られるということから、これにつきまして

も適宜ご相談を受けながら、あるいは評価結果を承ってコメントをさせていただいていま

す。 

 ２番目、監査の結果ですが、これの詳細については割愛させていただきますが、基本的

には１番目から５番目、６番目というところは既にご説明のありました財務報告に関する

内容の適切性を認めております。 

 業務運営の状況に関しても既にご報告があったとおり、適切であると認めております。 

 最後ですけれども、不正及び誤謬並びに違法行為は認められないということで、基本的
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にすべて適正適法であるという旨の監査意見を表明いたしております。 

 以上です。 

○小野分科会長  ありがとうございました。八田監事からのご報告です。 

 以上で資料の説明、質疑応答ということでありますけれども、追加でコメントされるよ

うなことはありますか。――よろしゅうございますか。 

 この議題２について、財務諸表については、評価委員会の意見を主務大臣に届けるとい

うことになっておりますので、これは議決が必要になっております。分科会として議決を

したいと思います。適当であるという議決をしたいと分科会長として提案いたしますが、

よろしゅうございますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。それでは、適当であるという議決をしたということで、よろ

しくお願いいたします。 

 

 それでは、３番目の議題ですけれども、評価基準について、23年度の確認をしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○坂本企画調査官  ありがとうございます。お手元の資料５から資料８―２に基づきま

して、評価員の先生方に評価をしていただくに当たってのご説明をしたいと思います。 

 まず、資料５でございますが、23年度業務実績評価シートということで、こちらはカラ

ー刷りになっておりますが、赤字は前年度同様の内容です。青字のところは今年度から少

しフォーマットが変わっておりまして、留意事項が少し追加されておりますので、確認い

ただければと思います。 

 評定の仕方につきましては、昨年度同様でございますが、最初のページですけれども、

業務運営の効率化で20％、サービスの質というところで２つに分けさせていただいていて、

調査及び研究で40％、政策提言及び普及で20％、３つ目として財務内容で20％の４つの項

目ごとに評価をいただいて、右上のところにあります算式に当てはめていただいて総合評

定をいただくということでお願いできればと思います。 

 資料６でございますが、こちらは前回の基本方針とほとんど変更はございませんが、経

済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針ということで書いてございます。こ

ちらの分科会では、評価基準に基づいて、法人の業務実績の全体について評価を行うとい

うことで、 (2)の（イ）のところに記載がございまして、これをもとに親委員会のほうで、
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こちらは７月26日の予定でございますが、分科会の評価結果の妥当性を審議いただくとい

うことで、小野分科会長に代表して出席いただき、この会議で評価が確定するという格好

になってございます。 

 次に、資料７でございますが、これは社会室のほうでまとめました今回の評価の進め方

についての説明でございます。 

 先ほどの資料５の評価シートですが、今年度バージョンに資料２の内容を資料５の評価

シートに埋め込んだ形で、先生方にどこに評価をいただくかというのがわかるような形に

して、お願いさせていただきたいと思っております。 

 大変恐縮ですが、今月22日の金曜日をめどに評価部分についてコメントを入れていただ

いて返信をいただければと思います。 

 以上、簡単ですが、今年の評価についてのご説明でございました。 

○小野分科会長  ありがとうございました。今のご説明の中の２―１の法人の取り組み

状況がありましたね。個別にＲＩＥＴＩとして講ずべき項目というのはこういう項目だと

いうのは資料としてありますか。 

○山城総務ディレクター  今、坂本企画官からお話のあった各項目については、今ご説

明をしてきましたように、自己収入の拡大とか分室の有効活用とか、あと外部諮問委員会

を設置してシンクタンク機能を強化するといったところをきちんと取り組んできていると

ころであります。 

○小野分科会長  ありがとうございました。 

○坂本企画調査官  評価シートの中には、個別に指摘された事項についてはこういう実

績になっていますというのがわかるように書き込んで皆さんに配付したいと思います。最

後に１つ項目が加わっている。例えば資料５の23ページの青字の部分とかに加わって追加

されていると思います。 

○小野分科会長  ありがとうございます。それでは、今お話のあった６月22日までに提

出をお願いしますということで、よろしくお願いします。ほかに追加してコメントされる、

あるいは何かご質問はありますか。 

 ありがとうございました。それでは、最後のページ、参考資料に今後のスケジュールと

いうのがございますので、これをご確認いただきたいと思います。６月22日までに資料を

いただいて、７月18日に分科会を開催します。それと７月26日に親委員会がありますとい

うことで、時間はまだ決まっていないということです。このスケジュールでよろしゅうご
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ざいますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ほかにコメント、あるいは質問がなければ、以上で第41回の独立行政法人評価委員会Ｒ

ＩＥＴＩの分科会を終了させていただきます。本当にお忙しいところ、ありがとうござい

ました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


