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補足評価表に関する事項について
１．内部統制に関する取り組み

理事長がリ ダ シップを発揮できる仕組み ミッションの周知等・理事長がリーダーシップを発揮できる仕組み、ミッションの周知等

・コンプライアンス推進活動・取り組み

２．契約状況の点検・見直し

３ 福利厚生費に関する取組み３．福利厚生費に関する取組み

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

５．利益剰余金に関する事項

６ 保有資産の管理運用に関する取り組み６．保有資産の管理運用に関する取り組み

７．業務・システムの 適化に関する取り組み
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８．事業仕分け等に対する対応



１．内部統制に関する取り組み

○理事長がリーダーシップを発揮できる仕組み、ミッションの周知等

● ト経営方針 聴取●ユニット経営方針の聴取
毎事業年度の開始時に、研究ユニット等の部門長から理事長へ部門運営方針（予算を含む）を提示。事業実施

に際して理事長から直接指示できる体制を構築。
●研究ユニット評価結果を踏まえた予算配分等
研究 トの評価結果を理事長に報告 理事長は評価結果を研究 ト 予算配分等に反映 また 別途研究ユニットの評価結果を理事長に報告、理事長は評価結果を研究ユニットへ予算配分等に反映。また、別途

モニタリング意見交換も実施、その結果についても理事長へ報告。
●研究所経営に関する研究ユニットとの意見交換
平成２１年度においては、第３期中期目標期間に向けた研究所経営の論点（研究体制、ガバナンス体制等）、

第３期中期目標 中期計画及び研究戦略に いて 研究 ト長等との意見交換も実施

＜外部委員＞＜外部委員＞
研究ユニット研究ユニット

＜内部委員＞
ジ び 全般
＜内部委員＞
ジ び 全般

・研究ユニット評価の仕組み

第３期中期目標・中期計画及び研究戦略について、研究ユニット長等との意見交換も実施。

理事長

経営方針の聴取

各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価

各重点課題のロードマップ、
アウトプットを中心に評価

研究分野戦略

研究ユニット研究ユニットマネジメント及び課題全般
を中心に評価

マネジメント及び課題全般
を中心に評価

成果評価
＊ロードマップ評価
＊アウトプット評価

メント 評点による評価

アウトプット評価
＊マネジメント評価
＊その他特記事項

評価資料・プレゼンテーション
＊アウトカム実現に向けたロードマップ

（課題全般と重点課題）
＊アウトカム実現に寄与するアウトプット
＊アウトカム創出に向けたマネジメント

コメント・評点による評価

評価部
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報告書 理事長
国民

反映（研究資源配分等）

公開



１．内部統制に関する取り組み

・理事長裁量による政策予算配分

○産総研予算は「ユニット長の自律的な判断」と「理事長の政策」の２軸構成

事長裁 政策予算 分

〈〈２つの柱を確立２つの柱を確立〉〉
－ 運営費交付金の特長を活かした弾力的な予算編成として、研究ユニットの自律的経営基盤 と

なる「ユニット経営予算」と理事長裁量による「政策予算」という２本柱による予算編成なる「ユニット経営予算」と理事長裁量による「政策予算」という２本柱による予算編成

イノベーション・ハブ機能の充実イノベーション・ハブ機能の充実研究戦略に基づく本格研究の実践研究戦略に基づく本格研究の実践

平成２１年度政策予算（理事長裁量予算）平成２１年度政策予算（理事長裁量予算）

イノベ ション・ハブ機能の充実イノベ ション・ハブ機能の充実

・研究成果の移転促進

・産業技術人材の育成

研究戦略に基づく本格研究の実践研究戦略に基づく本格研究の実践
●研究ユニットへの配分予算●研究ユニットへの配分予算（ユニット経営予算除く）（ユニット経営予算除く）

・分野重点化予算 等
●本格研究実施のための政策予算本格研究実施のための政策予算

・地域センターの活動強化

・政策要請に基づく知的基盤の整備

・融合重点化予算
・産総研産業変革イニシアティブ
・ハイテクものづくりプロジェクト 等

3 H21年度実績No.11



１．内部統制に関する取り組み

●個人評価

・短期評価制度 ＜賞与（業績手当）に反映＞

被評価者は 年度当初に年間計画を設定（グル プ長と相談の上 組織目的を的確に反映）

評価プロセスを通じて「職員の意欲向上」、「職員間の意思疎通」及び「課題の認識」を図り、
組織全体のパフォーマンスを向上

・被評価者は、年度当初に年間計画を設定（グループ長と相談の上、組織目的を的確に反映）

・ 評価は年間計画の達成度を実績で判断して絶対評価（目標の難易度や努力を考慮）。一次評価者に評価面談を義務付けてパフォーマンスの

向上を支援。

・ 短期評価の結果は、業績手当の査定に反映。短期評価 結果 、業績手 定 反映。

・長期評価制度 ＜昇格、昇給、キャリアパス形成に反映＞

・各級で定めた経験年数を満たした職員に長期評価を義務付け

・長期評価制度では ①研究・業務実績 ②産総研内部への貢献 ③外部への貢献の３つの評価軸で職務遂行能力を総合的に評価・長期評価制度では、①研究・業務実績、②産総研内部への貢献、③外部への貢献の３つの評価軸で職務遂行能力を総合的に評価

・長期評価制度の結果は、昇格発令（理事長発令）等に反映

●役職員へのミッション等の周知

平成２２年４月からの第３期中期目標期間を迎え、中期目標・中期計画の内容とこれらを踏
まえた第３期の研究戦略を策定し、全役職員に対する説明会をつくばセンターをはじめ各地
域センタ で実施し 産総研のミ シ ン等を周知している

●役職員へのミッション等の周知

域センターで実施し、産総研のミッション等を周知している。
また、各種の定例所内会議等（理事会(毎週開催)、研究分野別連絡会（月1回開催）、地域

センター長懇談会（月１回開催））等において所内への周知体制が構築されているほか、必要
に応じて理事長からメッセ ジを全職員に向けて発信
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に応じて理事長からメッセージを全職員に向けて発信。



１．内部統制に関する取り組み

○コンプライアンス推進体制の確立

•特許生物寄託事業において、過去に危険度の高い可能性のある微生物を誤って受け入れていた。
•その事実が明らかとなった平成１３年以降において、当該微生物を取り扱った職員への告知がなされなかった。

特許生物寄託センターの不適切な対応（平成１１～１３年度）

経済産業省より第三者からなる調査委員会設置の指示（平成１９年１０月）

「独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターの管理体制等に関する調査委員会」設「独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センタ の管理体制等に関する調査委員会」設
立（平成１９年１１月）

委員長：加々美 博久（かがみ ひろひさ、西内・加々美法律事務所弁護士）
委員長代理：吉倉 廣（よしくら ひろし、国立感染症研究所名誉所員）
委員：高 巌（たか いわお、麗澤大学国際経済学部教授）
委員 手柴 貞夫（てしば さだお 協和発酵工業（株）技術顧問） （敬称略）委員：手柴 貞夫（てしば さだお、協和発酵工業（株）技術顧問） （敬称略）

１ 産総研等 の提言

調査委員会からの提言（平成２０年２月）

１．産総研等への提言
２．寄託センター業務に関する提言
３．内部統制活動を推進するための６つの提言

(1) 寄託センターの組織的位置付け見直し
(2) 幹部会の見直し、理事の権限・責任の明確化( )
(3) 外部専門家の招聘

(4) 法令遵守・内部統制のための体制整備
組織内に分散化したリスク管理委員会やコンプライアンス

関係部署の諸機能を整理し、１つの部署に統合・強化すべき。 ⇒ コンプライアンス推進本部設立
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(5) コミュニケーションを促すための教育研修・交流会の実施
(6) モニタリング機能の強化

※出典：特許生物寄託センター管理体制問題等対策本部報告書（平成２０年１２月１８日）等



「不適切な手続きによる支出等」に関する調査結果（平成２０年４月１８日及び７月４日）

１．内部統制に関する取り組み

＜不適切な手続きの主な内容＞
・研究用消耗品等の納入後に発注等の手続きを実施
・発注とは異なる研究用消耗品等の納入等
・契約変更の手続きを行わず年度を越えて研究用消耗品等を納入等

＜問題の所在＞
・５０万円未満の研究用消耗品等についての調達請求手続き及び検収手続き（納入の検査）の双方が同一の研

究者に委ねられており、研究者が研究を第一として事務手続きを軽視したこと。

契約変更の手続きを行わず年度を越えて研究用消耗品等を納入等

・受注業者も、正式な契約変更を頻繁に行うより必要な研究用消耗品等を実質的に納入する方が手間がかから
ないため、正式な契約変更を行わなかったこと。

再発防止策
《具体的再発防止策》 《組織的再発防止策》

１．５０万円未満の研究用消耗品等の購入についても、調達請求者
以外の者が検収を行う第三者検収制度を平成２１年２月より開始。

《具体的再発防止策》 《組織的再発防止策》

２．職員への会計規程遵守の徹底不足と職員の適正手続きに関する
認識不足に鑑み、会計全般に係るルール遵守を中心とする会計制
度説明会を実施。また、第三者検収制度実施にあたっては、当該制
度に関する説明会のほか、各種会議等を通じて研究ユニット長及び

再発防止強化に向けて、法令遵守・

内部統制のための体制整備
度に関する説明会のほか、各種会議等を通じて研究 ット長及び
職員に周知。（平成２０年１２月～平成２１年１月）

３．業者約４，１００社に対し、職員から不適切な働きかけがあった場
合、直ちに調達担当部署に連絡するよう文書による周知を平成２０

↓

コンプライアンス推進本部設立
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年９月及び１０月に行ったほか、新規業者にはその都度調達担当か
ら周知。



１．内部統制に関する取り組み
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コンプライアンス推進本部設置（2008.7.11）

１．内部統制に関する取り組み

リスクに関する組織的取組み実施

関係部署一体化、副理事長が本部長就任、担当理事の明確化、リスクに関する組織的取組実施

理事長 理事長

コンプライアンス推進本部

監
査
室

企
画
本

（
リ
ス
ク

情
報
公

法
務
室 副本部長（担当理事）

本部長（副理事長）

室
（
６
）

本
部

ク
管
理
委
員

公
開
・
個
人
情

室
（
５
）

総括企画主幹（２）

総括・企画チーム（５）

員
会
事
務

情
報
保
護

監
査

リ
ス
ク

情
報

個
人

保
護

法
務

局
）（
２
）

護
推
進
室
（
５

査
室
（
５
）

ク
管
理
室

報
公
開
・

人
情
報

護
推
進
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（

務
企
画
室
（
５
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５
）

※括弧内の数字は主に従事する職員等の数

室
（
４
）

５
）

５
） ※2010年6月1日現在



ミッション

産総研における各部署や職員等のコンプライアンスに関する取組みを支援するとともに、参加型コンプライアンスを推進

１．内部統制に関する取り組み

し、リスク管理の 終責任部署として関連部門等と連携を図りながら、研究所運営の効率化及び社会からの信頼に応える
組織の構築に寄与する。

本部長 （副理事長）

副本部長

総括企画主幹（２）

（担当理事）

法務企画室（５）

総括・企画チーム（５）
本部内の総合調整（関連研修を含む）

コ
ン
プ
ラ

情報公開・個人情報保護推進室（５）
情報公開 個人情報保護に係る企画 立案 総合調整及び相談窓

法務・訟務事務の総括、規程類等の整備、法律相談
内部通報制度、利益相反管理、関連法令等の調査・分析

ラ
イ
ア
ン
ス
推

リスク管理室（４）
リスク管理に係る企画 立案 総合調整 リスク評価（分析を含む）

情報公開・個人情報保護に係る企画・立案・総合調整及び相談窓口
公開請求窓口業務、２法業務（個人情報、情報公開）の実施

推
進
本
部

監査室（５）
監事監査の支援 内部監査の実施（会計 業務 コンプライアンス）

リスク管理に係る企画・立案・総合調整、リスク評価（分析を含む）
リスク管理委員会事務局（リスク管理及び危機対策体制）

部
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監事監査の支援、内部監査の実施（会計、業務、コンプライアンス）
改善状態の評価、評価に基づく改善提案
監事、外部会計監査人と連携



（参考）用語の整理

１．内部統制に関する取り組み

リスク：健全かつ円滑な業務遂行を阻害する要因。

危機：顕在化、あるいは、まさに顕在化しようとしているリスク。

リスク管理（リスク ネ ジメント） 存在するリスクの分析 評価を基に そのリスク管理（リスクマネージメント）：存在するリスクの分析・評価を基に、その

解消を含めた顕在化防止により、健全かつ効率的な経営を実現するための活動。

危機対策（クライシスコントロール）：危機への対処。被害拡大防止（ダメージコ

ントロール）や適切なコミュニケーション（情報提供・公表等）による信頼の維持、

確保に向けた活動を含む。

コンプライアンス：法令・規程等の遵守 さらには社会からの期待に応えることコンプライアンス：法令・規程等の遵守、さらには社会からの期待に応えること。

内部統制システム：リスク管理及び危機対策に向けた活動の仕組み。

リ クリ クリスクリスク

危機コンプライアンス
の不全

危機コンプライアンス
の不全
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参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底（１）

１．内部統制に関する取り組み

コンプライアンス推進においては、個人の意識向上が重要と捉え、コンプライアンス推進本
部の活動が「押しつけ」とならぬよう、「参加型」コンプライアンス推進を意識して施策を展開。

職員等の研修実施

職員向けの研修に 従来別々であったコンプライアンス関係の研修を一体化して 「コンプラ職員向けの研修に、従来別々であったコンプライアンス関係の研修を 体化して、「コンプラ
イアンス」のコマを設定（平成２０年度初）

平成２１年度の「コンプライアンス」研修は、平成２０年度に実施した当該研修の際に寄せら
れた職員からの意見等及び 近の事例等を盛り込んだ研修資料を活用し 実施したれた職員からの意見等及び 近の事例等を盛り込んだ研修資料を活用し、実施した。

「コンプライアンス」研修は、職員等基礎研修（ほぼ３年に１回受講）を基本に、つくば及び各
地域センターで実施した。（平成２０年度は延べ３０回以上実施。約２，５００名が受講。平成地域センタ で実施した。（平成 年度は延 回以 実施。約 ， 名が受講。平成
２１年度は延べ１２回実施。約１，０００名が受講。）

研修資料の全職員閲読実施

• 職員等基礎研修資料（パワーポイント）のノート部分に「より詳細な解説」を付け、全職員等が
対面研修と同様の理解が得られるよう配慮しイントラに掲載し 全職員等に対し閲読依頼 確
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対面研修と同様の理解が得られるよう配慮しイントラに掲載し、全職員等に対し閲読依頼・確
認を実施（平成２０年度初）



参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底（２）

１．内部統制に関する取り組み

「コンプライアンスに関するセルフチェックリスト」

による全役職員のチェック実施

職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高めるため、参加型による「コンプライアンスに
関するセルフチェック」を２回実施し、基本的な考え方の再認識を促した。（平成２０年度は１回）

セルフチ ックリスト及び研修

研修資料

ｾﾙﾌ

改
訂

に
全

研修資料

セルフチェックリスト及び研修
資料の改訂に全職員が参加

ｾﾙﾌ
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

全
職

員
が

参

ｾﾙﾌ
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
改訂版参

加

研究現場等とのコミュニケーションやセルフチェック等も重視しつつ、費用対効果のよいコンプライアンス
を推進。

所内において 「ル ルの遵守が自然体で無理なく継続的に行われるような体質（文化 風土）の醸成が

12

所内において、「ルールの遵守が自然体で無理なく継続的に行われるような体質（文化・風土）の醸成が
不可欠」であること等のコンセンサス作りを推進した。



参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底（３）

１．内部統制に関する取り組み

「コンプライアンスの道標」の作成及び周知啓発

業務を遂行する上で 低限知っておく必要がある主な事項について取りまとめた「コンプライアンス業務を遂行する上で 低限知っておく必要がある主な事項について取りまとめた「コンプライアンス
の道標」を作成し、職員等ひとりひとりがコンプライアンス意識を高くもって行動するよう促した。

13

全職員等へ配布（平成２１年度）



参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底（４）

１．内部統制に関する取り組み

不知等による ンプライアンス問題の未然防止に特に有用であると考え それぞれの緊急連絡先

「コンプライアンスの道標」の作成及び周知啓発

不知等によるコンプライアンス問題の未然防止に特に有用であると考え、それぞれの緊急連絡先
や相談窓口等を自ら書き込む欄を設けるなどの工夫を実施した。

各自が、自らの緊急連各自が、自らの緊急連
絡先や相談窓口等を
書き込む欄を設け、不
知等によるコンプライ
ア 問題の未然防アンス問題の未然防
止を図った。

14



（平成２０年度）リスク管理方針策定に向けた重点対応リスクの抽出

１．内部統制に関する取り組み

１．リスクの洗い出し

・ リスク管理委員会資料、リスク管理自己評価等のレビューを行い、産総研におけるリスク事例を
洗い出した（リスク事例数１，０００程度）

２．リスクの分類
・ リスクの洗い出しで得た情報および文献に基づき リスクの種類を分類し・ リスクの洗い出しで得た情報および文献に基づき、リスクの種類を分類し、
リスクテンプレート（中分類数 ５９）を作成し、各分類項目を所管する部門等の明確化した

３ リ クの数値化および重点対応リ クの選定３．リスクの数値化および重点対応リスクの選定

・ リスクの分類で決定した中分類別に代表的なリスク事例を
選択（リスク事例数約150）し、それぞれのリスク事例を二つ

の方法で数値化。（基本的に数値化されたリスク（リスク度）

４．重点対応リスク選定の妥当
性についてのヒアリング

・現場を熟知している方に重点
対応リスクの候補を見て頂き

の方法で数値化。（基本的に数値化されたリスク（リスク度）
は、リスク事例の影響度と発生可能性の積で算定）
・ リスクの見える化（リスクマップの作成）

・ リスクの数値化の結果に基づき、重点対応リスクを選定し
た

対応リスクの候補を見て頂き、
方法と結果に関する感想とそ
の他の想定される重要リスク
について意見を伺った

た。
意見を伺 た

５．重点対応リスクとその背景・原因の考察 リスク管理方針の

15

・ 重点対応リスクに共通する背景や原因を考察し、全
所的に優先的に取り組むべき課題を決定した

リスク管理方針の
策定へ



リスク管理方針の策定

１．内部統制に関する取り組み

全所横断的取り組み課題と産総研リスク管理方針
（平成21年6月5日策定）

• 全所横断的に取り組む

（平成21年6月5日策定）

全所横断的に取り組む
べき課題として

「コンプライアンス意識
の醸成」の醸成」

および

｢情報共有・コミュニ情報共有 ミ
ケーションの円滑化｣

を明示した産総研リス
ク管理方針を策定ク管理方針を策定

16



リスク管理体制等の再構築（１）

１．内部統制に関する取り組み

＜リスク管理 危機対策体制＞

旧体制

＜リスク管理・危機対策体制＞

リスク管理においては継続性及び網羅性が特に
重要である一方 危機対策は機動性が不可欠

理事長理事長

【再構築に当たっての考え方】

重要である 方、危機対策は機動性が不可欠

目先の危機対策に目を奪われがちで、体質の改
善につなげるようなリスク管理ができなかった。

ク管理委員会

リスク管理状況の
概要を適宜報告

委員指名

ク管理委員会

リスク管理状況の
概要を適宜報告

委員指名

善に なげるようなリスク管理ができなかった。
また、危機対策において、機動性が懸念される点が
あったという反省

ため ク管 体制と危機対策体制を分離

リスク管理委員会

・副理事長（委員長）
・理事長が指名する役職員

リスク管理委員会

・副理事長（委員長）
・理事長が指名する役職員

このため、リスク管理体制と危機対策体制を分離

リスク管理は、重点対応リスク等を含む産総研リ
ク管理方針を基に 各階層においてリ ク管理を

指示
コンプライアンス

推進本部
指示

コンプライアンス
推進本部

スク管理方針を基に、各階層においてリスク管理を
徹底

危機対策は 理事長を頂点とした危機対策体制を

関係委員会指示 報告 関係委員会指示 報告

17

危機対策は、理事長を頂点とした危機対策体制を
構築し、機動的に事案へ対処

産総研 各部門等産総研 各部門等



＜危機対策体制＞ H21.7.1～リスク管理体制等の再構築（２）

１．内部統制に関する取り組み

理事長

報告 指示

指名
タスクフォース

or
緊急対策マネージャー

報告

報告

危機対策チーム
・副理事長
理事（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進本部担当）

指示

緊急対策マネ ジャ
（非常に緊急性の高い場合）

報告・理事（ｺﾝﾌ ﾗｲｱﾝｽ推進本部担当）
・理事（業務推進本部担当）

報告 指示

コンプライアンス推進本部
指示

危機対策の経験
をリスク管理方針
へ反映

発生報告

総合調整
経過管理

研究ユニ ト 管理 関連

リスク管理担当者

リスク管理責任者

研究ユニット

リスク管理担当者

リスク管理責任者

管理・関連
ユニット関連委員会

管理監等

AISTAIST

18

職員 職員

AISTAIST
全体全体



＜リスク管理体制＞ H21 7 1～リスク管理体制等の再構築（３）

１．内部統制に関する取り組み

リ ク管 体制

理事会 リスク管理委員会

委員長 ンプライアンス推進本部長

H21.7.1

プ

リスク管理方針案の提案
活動結果の報告

リスク管理方
針の決定

委員長：コンプライアンス推進本部長
委員：コンプライアンス推進本部副本部長
委員：理事（企画本部担当）
委員：理事（業務推進担当）
外部委員

結果報告

助言・
検討依頼

監査等

コンプライアンス推進本部

全所的な管理

監査等
コンプラ
イアン
ス推進
本部が
直接所
管する

研究関連・管理部門

管する
業務に
係わる
リスク

事業所毎の管理
管理監管理監

事業所毎の管理

19

各部門等による個別管理部門等 部門等 部門等 部門等 部門等 部門等



リスク管理体制の強化

１．内部統制に関する取り組み

リスク管理委員会

報告 助言

リスク管理委員会の位置づけ及び実施

リスク管理委員会は、リスク管理を効果的、か

• リスク管理活動に関する情報の取りまとめ・全体評価
• リスク管理の体制・仕組みの策定・見直し

リスクの分析 評価

<コンプライアンス推進本部>

① 研究所のリスク管理に関する方針及び体
制に関する事項

つ、効率的に実施するため、次に掲げる事項
をコンプライアンス推進本部長に助言

• リスクの分析・評価

<部門等・地域センター>

報告 フィードバック

制に関する事項

② 研究所のリスク管理活動の評価及び改善
のための提案

③ その他研究所のリスク管理に関し必要な
（１） リスク管理の
活動プランの策定

（２） リスク管理の実行

部門等 地域センタ

リスク管理のPDCAの実行

③ その他研究所のリスク管理に関し必要な
事項

平成２１年度から年２回実施

外部の有識者（学識経験者等）の助言を受け

（３）リスク管理活動の
自己評価

（４）リスク管理活動の
是正・改善

リスク管理のPDCAの実行

リスク管理のPDCAの実行

外部の有識者（学識経験者等）の助言を受け

て、各部門等へフィードバック

・ 報道機関への対応窓口を広報部へ一元化するなど、各研究関連・管理部門におけるポジションを整備。

各部門等において、リスク管理のPDCAサイクルを年２回実施。（７６部門等）（平成２１年度）

20

・ 行動者目線での原因究明として事故当事者の心理状態の把握を試みるなどのリスク顕在化対策を強化。



リスク管理のPDCAの実行（１）

１．内部統制に関する取り組み

(1)全所横断的課題に対する自己評価（ H21年7月～12月）
（全７６部門等、自己評価A・Bは９０％超）

A

B 2010.1集計

コンプライアンス意識の醸成

B

C

D

E

2010.1集計

A: 32件 B: 38件

C: 5件

コンプライアンス意識の醸成 A: 32件 B: 38件

E: 1件

情報共有・ コミュニケーション
の円滑化 B: 35件A: 39件 C: 2件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A： 極めて満足できるレベル
B： 満足できるレベル

満足 きる ベ はなく 今後さらなる努力が必

21

C： 満足できるレベルではなく、今後さらなる努力が必要
D： 不満足なレベル
E： その他（評価なし等）



リスク管理のPDCAの実行（２）

１．内部統制に関する取り組み

課題毎の自己評価
（自己評価A・Bは９０％超）

課題のリスクテンプレート大分類別分布
（全７６部門等 １６２課題）

(2)部門等における独自取り組み課題に対する自己評価（ H21年7月～12月）

組織ガバナンス評判

外部環境 リスクテンプレート大分類項目別自己評価

（自己評価A Bは９０％超）（全７６部門等、１６２課題）

H22.1集計

環境安全衛生

資金・資産管理

ヒューマンリソース

資金・資産管理

ヒューマンリソース

組織ガバナンス

業務プロセス
環境・安全衛生

成果・情報管理

業務プロセス

コンプライアンス A

B

C

D

E

成果・情報管理
コンプライアンス

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

評判

外部環境

環境・安全衛生

項目数

A： 極めて満足できるレベル
B： 満足できるレベル
C 満足できるレベルではなく 今後さらなる努力が必要
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C： 満足できるレベルではなく、今後さらなる努力が必要
D： 不満足なレベル
E： その他（評価なし等）



その他リスク管理の取り組み

１．内部統制に関する取り組み

(1)リスク管理モニタリングの実施（平成２１年度）

○地域センター ：３ヶ所 ～ センター所長の交替に伴い、一部*は全所移転に伴い特に内○地域センタ ：３ヶ所 センタ 所長の交替に伴い、 部 は全所移転に伴い特に内
部監査と一体的に実施
（東北センター、中国センター*、中部センター）

○管理・関連部門：３部門 ～ 研究支援に係る業務の繁忙な部門を選択して実施○管 関連部門 部門 研究支援 係る業務 繁忙な部門を選択 実施
（産学官連携推進部門、財務会計部門、研究環境整備部門）

○研究ユニット：２研究ユニット ～ 地域センターのモニタリングに合わせ実施
（バイオマスRC、サステナブルマテリアルRI）

(2)研究ユニットの中間・終了評価に伴うリスク管理及びコンプライアンスへの
取り組み評価の実施（ユニット長におけるトップマネジメントの一環として）長
（平成２１年度）

○研究センター： ５研究ユニット
（中間評価 新燃料自動車技術RC 生命情報工学RC 太陽光発電RC（中間評価：新燃料自動車技術RC、生命情報工学RC、太陽光発電RC、

終評価：デジタルものづくりRC、生産計測技術RC）
○研究ラボ ：１研究ユニット （中間評価：エネルギー半導体エレクトロニクス RL）
○連携研究体：２研究ユニット

23

○連携研究体：２研究ユニット
（次世代モバイル用表示材料CRT、環境調和型ディーゼルシステムCRT）



一般事故数の推移その他参考資料

１．内部統制に関する取り組み

100

H22.3集計

60

80

40

60

件数
人的被害無し

20

40 被害

人的被害有り

0

16 17 18 19 20 2116 17 18 19 20 21

年度
【推移の特徴】

・ H16年度～19年度は人的被害事故が増加（2倍）

24

H16年度 19年度は人的被害事故が増加（2倍）
・ H19年度以降は、一般事故数・人的被害事故数とも減少

注）一般事故＝実験中の事故等（業者等事故、施設不良事故、交通事故を除く）



内部監査

１．内部統制に関する取り組み

内部監査

理事長等経営層の目、耳、手足となって、研究所の業務の公正、効率的な執行の観点から、独立した
立場で、財務・業務・コンプライアンス等の側面から継続的にモニタリング監査を実施した。

• 平成２０年度は２６部門、平成２１年度は２３部門に対して内部監査を実施。また、内部監査と合わ
せて、全部門を対象として、ＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）方式の監査を実施。

※ＣＳＡ方式：予めチェック形式の評価シートを配布し、業務プロセスの責任者が自己評価方式監査を行い、監
査効率の向上と被監査部署の理解増進と周知徹底を図る内部監査手法

会計検査院検査

査効率の向上と被監査部署の理解増進と周知徹底を図る内部監査手法。

理解しやすい説明を行うべく、関係部署への指導に努めた。

監事監査

内部監査結果の情報を基に、監事監査の円滑な実施を支援した。

• 産総研ミッションの周知・浸透の状況、リスク管理・内部統制に係る制度の構築・周知及び浸透
の状況について、研究現場等における状況確認、意見交換により把握されている。

• 監事と理事長、理事等との意見交換などが適宜行われ、監事意見が報告されている。
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２．契約状況の点検・見直し

・随意契約見直し計画（平成１９年１２月）

「１者応札 １者応募に係る改善策について （平成２１年７月３０日）

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日閣議決定）

競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても真に競争性が確

・「１者応札・１者応募に係る改善策について」（平成２１年７月３０日）

競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、 般競争入札等についても真に競争性が確
保されているか、点検、見直しを行うこととする。

契約の点検・見直し（対象：２０年度・２１年度（未契約分）及び複数年度契約（１９年度以前締結））
１．随意契約事由の妥当性確認

「独立行政法人産業技術総合研究所契約監視委員会」設置

随意契約事由の妥当性確認
２．競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行可能性
３．真に競争性が確保されているかの確認（一者応札・一者応募の見直し）

◎随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み

新たな「随意契約等見直し計画」の策定・公表（平成２２年４月末）

(1) 契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施
(2) 随意契約等の見直し

①随意契約によることができる基準の厳格な運用
②総合評価方式の導入拡大
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②総合評価方式の導入拡大
(3) 一者応札・一者応募の見直し



２．契約状況の点検・見直し

委員会での点検内容及び指摘事項

１．随意契約を継続しているものについての妥当性の確認
平成２０年度選定随意契約１０８件のうち２３件 複数年度選定随意契約５件のうち２件を平成２０年度選定随意契約１０８件のうち２３件、複数年度選定随意契約５件のうち２件を

抽出選定し点検 （何れも随意契約理由が「個別判断によるもの」を抽出）

＜指摘事項＞
国 分表 準じた判断がなされ おり 妥当 あると判断 （指摘な ）→国の区分表に準じた判断がなされており、妥当であると判断。（指摘なし）

競争性 な 随意契約から 般競争入札等 移行可能性２．競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行可能性
平成２０年度選定随意契約１０８件（全件）を点検

＜指摘事項＞
→すでに競争性のある契約に移行している案件（１３）件については妥当であると判断。
→更に競争性のある契約に移行できるものがあるのではないか。

３．真に競争性が確保されているかの確認 (一者応札・応募の見直し）
・平成２０年度契約（一者応札関係）２，１９４件を類型化し、外部委員により抽出選定され

た 件を点検
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たリスト６４件を点検
・平成２１年度契約（平成２１年２月１日以降契約締結予定案件）９８件を点検



２．契約状況の点検・見直し

＜指摘事項＞
(1)契約方式を変更せず 条件等による見直し(1)契約方式を変更せず、条件等による見直し
→調達情報をより詳しく公表したほうが応札者にとって有用ではないか。
→調達計画をわかる範囲で公表するなどの対応が有用ではないか。
(2)契約方式の見直し(2)契約方式の見直し
→調達内容によっては、一般競争入札契約から企画競争契約に、公募随意契約から一

般競争入札契約にした方がよいものがある。
→導入後に後年度負担を伴うものはなるべく当初に総合評価方式で導入するなど 全→導入後に後年度負担を伴うものはなるべく当初に総合評価方式で導入するなど、全

体として効率的な調達を推進すべきではないか。
(3)その他の見直し
→説明会に参加した者が応札・応募をしなかった理由を把握・分析して、その後の調達→説明会に参加した者が応札 応募をしなかった理由を把握 分析して、その後の調達

に生かす必要があるのではないか。
→予定価格の作成に当たっては、契約案件ごとのデータを収集、蓄積しておくとよいの

ではないか。な 。
→継続性のある実験を伴うような契約案件について、信頼性や整合性の担保をどこまで

重要視すべきか検討すべきではないか。
→研究機器の候補選定及び仕様決定を行うに当たっては、責任を明確化すべきではな

いか。
→契約審査体制を充実させるため、契約審査に技術の専門家を加える等により、より一

層の厳格化を図るべきではないか。
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２．契約状況の点検・見直し

随意契約及び一者応札・一者応募の見直し（主な取組み）

◆ 随意契約等見直し計画を策定 (平成22年４月公表）(
真にやむを得ないものを除き、速やかに一般競争入札等に移行する

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

平成２０年度実績 見直し後

入札・公募公告等に仕様概要を記載し 調達情報をより詳しく公表

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

競争性のない随意契約 108 5,681,078 62 3,778,888

入札 公募公告等に仕様概要を記載し、調達情報をより詳しく公表
（Ｈ２２．３ より実施）

年間調達・工事計画の早期公表
（Ｈ２２．６ 公表予定）（Ｈ２２．６ 公表予定）

入札・公募の辞退者へのアンケートを実施して辞退理由を分析し、その後の調達に活用
（Ｈ２１．９ より実施）

調達実績のデータベース化を進め、その後の予定価格策定等に活用
（Ｈ２２．５より 実施）

契約審査体制のより一層の厳格化を図るため、法人外部から採用する技術の専門家を
契約審査に関与させ、仕様内容・調達手段についての技術的妥当性の検討を充実強化
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（Ｈ２２．６ .1より実施）



透明性、競争性の確保・産総研契約監視委員会の設置及び点検・見直し

２．契約状況の点検・見直し

随意契約の見直しと、調達手続きにおける透明性、競争性の確保
・競争性のない随意契約については、更なる見直しにより、一般
競争入札等に移行した結果、２０年度実績に比べ、金額において

【18FY実績】 【見直し計画】 【20FY実績】

競争性

【21FY実績】

競争入札等に移行した結果、２０年度実績に比べ、金額において
は７．８％、件数においては２．２％に縮減された。

・また、調達手続きの透明性・公平性を図るため、一般競争入
札等における十分な公告期間（従来10日間 → 変更後21～
30日間）を定め 入札公告 説明書及び提出様式 覧の記載

競争性
のある
契約

競争性

金額：35.5%

件数：12.1%
金額：81.1%
件数：91.6%

金額：85.5%
件数：96.4%

金額：92.2%
件数：97.8%

策

30日間）を定め、入札公告、説明書及び提出様式一覧の記載

事項について標準仕様を作成し、全国の調達担当者に周知し
た。さらに、入札説明書にアンケート用紙を添付し、入札に参
加できない業者からその理由を聴取した。

競争性
のない
契約

金額：64.5%
件数：87.9%

金額：18.9%
件数： 8.4%

金額：14.5%
件数： 3.6%

金額：7.8%
件数：2.2%

・更なる競争性を確保する観点から、一般競争に係る入札書の
提出期限を開札日の前日までとし、開札時まで応札参加者数
が分からない手法を講じ、契約の競争性の強化を図った。

※見直し計画は、18年度実績を点検・見直し、19年12月に策定

従来 改善後

入札公告 入札公告

産総研契約監視委員会の設置
・競争性のない随意契約の更なる見直し及び一般競争入札
等の競争性の確保のため、外部有識者等によって構成する
契約監視委員会を12月24日に設置し 平成21年度末まで

開札前日

開札当日 入札書提出

契約監視委員会を12月24日に設置し、平成21年度末まで
の契約の点検・見直しを行った。

〈主な点検・確認事項〉
①随意契約の妥当性の確認

開

入札書投函 開札当日
開札

開札

(落札） (落札）
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①随意契約の妥当性の確認
②競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行可能性
③真に競争性が確保されているのかの確認 等 前日までに入札書の提出

（応札参加者数が判らない）
入札書投函と開札を同日に実施

（応札参加者数が判る）



（参考１）契約に係る公表
の基準の整備及び実

○ 契約に係る公表の基準については、「契約事務取扱要領」及び「委託研究規程」を国の基準と同様に改正
し、平成20年4月より実施している。

２．契約状況の点検・見直し

の基準の整備及び実
施状況

し、平成20年4月より実施している。
○ 上記規程類に基づき、契約に係る情報を競争入札においては国と同様の期限内（契約を締結した日の翌日

から起算して72日以内）に、随意契約においては毎月取り纏めの上、産総研ホームページにおいて公表し
ている。

（参考２）契約に係る規程 ○ 随意契約によることができる限度額の基準を定めた「契約事務取扱要領」を国の基準と同様に改正し 平成（参考２）契約に係る規程
類の整備・公表状況
及び当該規程類の適
切性

○ 随意契約によることができる限度額の基準を定めた「契約事務取扱要領」を国の基準と同様に改正し、平成
20年4月より実施している。また、同基準については、産総研ホームページにおいて公表している。

○ 予定価格の作成の省略に関する取扱についても国と同様の基準とすべく「契約事務取扱要領」の改正手続
きを行い、平成21年4月から実施している。

（参考３－１）
契約の適正実施確保
のための取組状況

○ 契約事務取扱要領を改正（H20.4.1施行）し、随意契約によることができる限度額の基準を国の基準と同様
にし、真にやむを得ない随意契約以外は、競争入札又は公募による契約手続きとした。

○ 企画競争、公募を行う場合でも一般競争入札の手続きに準じ、公募内容を産総研ホームページに公告し、
公告期間を企画競争は 低22日以上 公募においても14日以上として競争性確保に努めた また 少額契約公告期間を企画競争は 低22日以上、公募においても14日以上として競争性確保に努めた。また、少額契約
案件については、見積依頼から提出期限の日数ルールの明確化、見積依頼・提出用ボックス設置等により、
平成20年度から効率的に実施。

○ 随意契約による場合であっても以下のとおりより一層適正な契約となるよう実施している。
・ 真にやむを得ない随意契約を行う場合は、原則、国における「公共調達の適正化」の（競争性のない随意

契約によらざるを得ない場合）に準じて実施し、選定理由の妥当性等について調達担当者、担当室長及び
契約担当職による審査を行っている。

・ 公募による随意契約を行う場合は、公募理由の妥当性等について調達担当者、担当室長及び契約担当
職による審査を行い、産総研ホームページにおいて公募公告を行っている。

・ 企画競争による随意契約を行う場合は 企画競争の妥当性等について 調達担当者 担当室長 契約担企画競争による随意契約を行う場合は、企画競争の妥当性等について、調達担当者、担当室長、契約担
当職及び財務会計部門長による審査を行い、産総研ホームページにおいて企画競争公告を行っている。
また、企画競争応募者の企画提案書の審査及び業者選定については、要求内容に適した審査項目等を
設け請求ユニットの審査委員会により審査を行っている。

・ 政府調達による契約（1,700万円以上）の場合は、全案件を契約審査委員会において審査をし、政府調達
の協定に基づき適正に手続きを行 ている なお 政府調達の協定で認められている随意契約を行う場合
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の協定に基づき適正に手続きを行っている。なお、政府調達の協定で認められている随意契約を行う場合
であっても、事前に公募により参加できる業者が他にいないかを確認したうえで、随意契約を締結する旨
の官報公告を行っている。



（参考３－２）契約の適正実施確保のための取組状況
物品 役務 事 係る契約 お は 基づき契約方法を判断 る

２．契約状況の点検・見直し

物品・役務・工事に係る契約においては以下のフローチャートに基づき契約方法を判断している。

① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を 指標 た競争 な む業務 ② 競争が成立しないと想定されるが

YES

NO
① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を 指標 た競争 な む業務 ② 競争が成立しないと想定されるが

YES

NO

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③ 求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

事業者のアイデア

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③ 求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

事業者のアイデア

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随

④ 仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

④ 仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

競争入札
（ 低価格）

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約低価格

総合評価

複数者 場合 者 み 場合

競争入札
（ 低価格）

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約低価格

総合評価
低価格

総合評価

複数者 場合 者 み 場合複数者 場合 者 み 場合

○政府調達制度に該当する案件については、契約審査委員会において仕様書、契約方式、技術審査等の審査を行っている。
○契約事務の一連のプロセスは、請求部門の長による決裁後、調達担当において内容を精査し、入札・公募公告の公表時、予定価格調書作成時及び契約
締結時において、それぞれ担当室長の決裁を受け、契約担当職（調達部長等）が 終的に決裁を行なっている。

なお、事務の専決処理に関する規定に基づき、２００万円以下の案件に限り、調達部調達各室長等において専決処理をすることができることとしている。
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○随意契約を行おうとする場合は、財務会計部門、研究環境整備部門又は産学官連携推進部門の承認を得なければならないこととし、「公共調達の適正化
について」（平成１８年８月２５日財計第２０１７号）等に従って、随意契約を認めることが適当か否かを審査している。(産総研行政支出見直し計画 平成２１年
６月１２日)



２．契約状況の点検・見直し

（参考３－３）

契約の適正実施確

○ 監事による監査においては、特に契約実施状況について監査を実施した。随意契約の点検・見
直しが行われおり、入札参加要件を緩和するなど透明性、競争性を確保するための取り組みが行わ
れていることを確認している契約 実

保のための取組状
況

れていることを確認している。

○ 会計監査人の監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札および契約の適
正な実施に関する内部統制の評価」を行うこととされており、随意契約の見直し状況、随意契約・
公募・一般競争契約による契約手続きの確認並びに実地監査等を通じて、内部統制の評価がされて
ると ろ 監事は 会計監査人から適宜報告を受けるとともに 会計監査の実施状況に もいるところ。監事は、会計監査人から適宜報告を受けるとともに、会計監査の実施状況についても

確認を行っている。

○ 内部監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札および契約の適正な実施
状況の確認」、「随意契約における随意契約理由についての妥当性」に関して確認を行っており、
監事はその状況について適宜報告を受けている。
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（参考４）平成２１年度に締結した契約の状況
単位（件、千円、％）

２．契約状況の点検・見直し

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率

平成20年度 平成21年度

競争入札 1,829 25,112,788 94.3% 2,422 33,192,626 94.0%

企画競争・公募 1,026 8,292,725 1,081 10,904,993

随意契約 108 5,681,078 79 3,721,855

合計 2,963 39,086,591 3,582 47,819,474

随意契約の割合 3 6% 14 5% 2 2% 7 8%

＜随意契約見直し計画の進捗状況＞
○平成２０年度における随意契約１０８件のうち、１３件(展示ブース借料、複写機賃貸借等：約２．２億円)については公募又は一般競争入札によ

随意契約の割合 3.6% 14.5% 2.2% 7.8%

る契約とし、競争性、透明性を図った。
また、３１件（中国センター土地購入等：約１０．５億円）が平成２０年度限りの契約のため終了したが、平成２１年度には真にやむを得ない随意

契約が新たに１５件（イベント会場借料等：約０．４億円）生じたため、結果、２１年度の随意契約件数は７９件となっている。（随意契約件数割合：
２．２％）

また、電気料金の引き下げ等（約７ ３億円）により、結果、 ２１年度の随意契約金額は約３７ ２億円となっている（随意契約金額割合：金額割また、電気料金の引き下げ等（約７．３億円）により、結果、 ２１年度の随意契約金額は約３７．２億円となっている（随意契約金額割合：金額割

合：７．８％）
なお、電気需給契約においては、平成２２年度以降可能な限り一般競争入札による契約へ移行する予定としている。

＜効果＞

○平成２１年度においても、真にやむを得ない随意契約以外は原則として競争入札を行ったため、随意契約割合が更に減少し、競争性、透明
性を高めることができた
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性を高めることができた。
平均落札率については、平成２０年度より０．３％低くなった。予定価格を作成する際、参考見積書、過去の納入実績の他、調達担当者による

可能な限りの市場価格調査を反映したことによるものと考えられる。



（参考４）平成２１年度に締結した契約の状況 単位（件、％）

２．契約状況の点検・見直し

20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度
応札(応募)者

合計一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募

二者以上 556 678 0 0 42 32 0 0 598 710

一者 1,210 1,672 0 0 146 167 838 882 2,194 2,721

合計 1 766 2 350 0 0 188 199 838 882 2 792 3 431

参考（少額随意契約の基準額）

合計 1,766 2,350 0 0 188 199 838 882 2,792 3,431

一者の割合 68.5% 71.1% 0% 0% 77.7% 83.9% 100% 100% 78.6% 79.3%

＜一者応札の割合が増加している理由＞

○平成２１年度の契約総件数（３，４３１件）は、平成２０年度の契約総件数（２，７９２件）の

約１．２倍となった。増加した契約案件は研究開発機器等の調達であったことから特殊な

契約の種類
基 準 額

１９年度 ２０年度
(見直し後)

工事又は製造 ５００万円 ２５０万円

研究機器や専門的な知識を要する特殊なシステム開発などが多かったため、一般競争入

札において結果的に１者となるケースがあり、契約件数に比例して増加したものと考えら

れる。

工事又は製造 ５００万円 ２５０万円

財産の買い入れ ５００万円 １６０万円

物件の借り入れ ５００万円 ８０万円

その他役務 ５００万円 １００万円

＜一者応札の具体例＞
①アッシング装置 25,200,000円 Ｓ 株式会社
装置概要：SiC素子を量産試作するために使用するものであり、レジストやC膜をアッシングするために用いるプラズマドライクリーナー装置である。
○ 市場調査を行った結果 装置の要求仕様から複数の入札参加者が見込めると想定し仕様書を作成 これにより一般競争入札公告を行ったとこ
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○ 市場調査を行った結果、装置の要求仕様から複数の入札参加者が見込めると想定し仕様書を作成、これにより一般競争入札公告を行ったとこ
ろ、６社に仕様書を交付。入札説明会に２社の参加があったが、仕様書配付業者のうち５社が「自社が取り扱っている製品では仕様内容を満たすこ
とができない」との理由により辞退届けを提出したことで、残る１社のみの入札参加となった。



（参考４）平成２１年度に締結した契約の状況

２．契約状況の点検・見直し

＜応札条件及び応札者の範囲拡大に向けた取り組み状況＞

①適切な公告期間の設定①適切な公告期間の設定
事業者が余裕をもって計画的に提案を行えるよう、事業内容に応じて適切な公告期間を設けるとともに可能な限り説明

会を実施し、説明会から提案締め切りまでの期間を十分確保した。（従来１０日間から 長２１日～３０日間に延長）

②適切な調達情報の提供②適切な調達情報の提供
調達内容が分かりやすい入札件名により公告するよう工夫するとともに、仕様概要及び入札に必要な資料の提出期限

等のスケジュールを新たに記載した。また、公告については、当所のホームページ、掲示板、官報等により行っているが、
当所のホームページに掲載した調達情報の閲覧が様々なウェブサイトで可能となるよう、他の機関のホームページにリ
ンクを依頼し より広範囲にわたる情報提供の場を確保したンクを依頼し、より広範囲にわたる情報提供の場を確保した。

（㈱つくば研究支援センター、つくば市商工会議所、筑波研究学園都市交流協議会）

③入札辞退者へのアンケートを実施
入札を辞退する場合はその理由についてアンケートの提出を依頼し 実質的な競争性を阻害している要因の把握を入札を辞退する場合はその理由についてアンケ トの提出を依頼し、実質的な競争性を阻害している要因の把握を

行った。（今後、要因分析を行い、当該要因の改善策について検討を行う。）

④技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大
技術力ある中小企業者等について 一定の条件を有すると認められた者の入札参加資格の特例を設け入札参加機会技術力ある中小企業者等について、 定の条件を有すると認められた者の入札参加資格の特例を設け入札参加機会

の拡大を図っている。平成２１年度は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成11年法律第131
号）第30条の25第１項に基づき株式会社産業革新機構の支援決定を受けた対象事業者又は当該対象事業者の出資先
事業者であって、当該入札に係る物品の製造、物品の販売及び役務の提供等に関する技術的能力を証明できる者を拡
大した
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大した。



（参考５）随意契約に ＜真にやむを得ない随意契約＞

２．契約状況の点検・見直し

よらざるを得ない
契約の内訳

○ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの 5件 20,773千円

例：一般廃棄物処分作業

○ 当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、

供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随する契約を含む） 28件 275,088千円

例：第２白嶺丸基地賃貸借

○ 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの

（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る） 26件 3,289,196千円

○ 郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの） 1件 28,709千円○ 郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの） 1件 28,709千円

○ 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等から

の書籍の購入 10件 38,758千円

○ 官報の印刷 1件 19,712千円

＜その他個別事情による契約＞

○ J's NAVI for Web ASP 利用料

公募（平成１５年度に複数者からの提案内容を審査し業者選定）により構築した新旅費システムの

継続契約を行うもの。 1件 34,611千円

○ 複写機の賃貸借・保守

賃貸借・保守契約の３ヵ年計画に基づく 終年度分における継続契約によるもの。

1件 1 989千円1件 1,989千円

○ 顧問料、ベンチャー支援に関する法律顧問業務

研究所の運営に不可欠な訴訟等の弁護に係る業務であり、訴訟等の事案は継続的に実施する必要が

あったもの。 6件 13,019千円
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（参考６）関連法人（特定関連会社、関連会社及び関連公益法人）との契約の状況

総事業収入 独立行政法人の発注等による収入金額（割合）

（単位：千円、％）

２．契約状況の点検・見直し

区分 法人の名称

総事業収入
金額

独立行政法人の発注等による収入金額（割合）

競争契約 企画競争・公募 随意契約

(A) 金額(B) 割合(B/A) 金額(C) 割合(C/A) 金額(D) 割合(D/A)

（財）日本産業技術振興協会 518,141 43,247 8.35% 304,791 58.82% 31,062 5.99%

関連公益
法人

（財）資源・環境観測解析ｾﾝﾀｰ 1,967,681 0 0.00% 1,286,732 65.39% 0 0.00%

○平成20 21年度技術移転に関する委託事業について (（財）日本産業技術振興協会)○平成20、21年度技術移転に関する委託事業について (（財）日本産業技術振興協会)
当該事業は、産総研の研究成果のマーケティングや産業界へのライセンシングなどにより産総研の研究成果を広く技術移転させることを目的とした事業である。
平成19年度までは毎年度、随意契約により経済産業省認定ＴＬＯである産総研イノベーションズ（財団法人日本産業技術振興協会の独立事業部門）へ委託してきたところ

であるが、平成20年度からは競争性のある公募手続きに見直した。公募の結果、財団法人日本産業技術振興協会の一社から応募があり、審査委員会により企画提案書、
関連資料等の書類審査及び応募者からのプレゼンテーションを実施し、採点方式による総合得点から、同協会が「平成20、21年度技術移転に関する委託事業」の実施者と
して妥当であると判断し、複数年度の委託契約を締結したものである。 なお、契約金額については、事業内容等を勘案し公募時において提示した金額の範囲内である妥当妥 あ 、複数 度 委託契約 締結 あ 。 、契約 額 、事 容 案 募 提 額 範囲 あ 妥
な価格として判断した。

⇒当該委託事業については、産総研内部に技術移転室を設置することにより、平成２１年度限りで終了。
なお、既に締結されているライセンス契約については、引き続き財団法人日本産業技術振興協会が管理・対応する。

○委託事業について ((財）資源・環境観測解析センター)
当該事業は、昭和56年度から、経済産業省からの委託事業として、（財）資源・環境観測解析センターが、人工衛星から取得される画像データを用いて、石油資源の遠隔

探知を行う技術の確立、向上を図るため、画像データの処理・解析技術の研究開発及び地上システムの運用、維持設計等を実施してきたところであるが、平成16年度の総
合科学技術会議（平成17年度概算要求における科学技術関係施策の優勢順位付け）において、「今後取得されるデータについて、資源探査のみならず、地球観測等広く有
効活用できる体制を検討し、効果的、効率的に実施すべきである。」等との評価を受け、平成17年度以降、石油探鉱のための地質構造解析や鉱区のポテンシャル評価だけ
でなく、探鉱時のロジスティッスクや環境モニタリング等においても取得データを有効活用すること、資源探査のみならず、地球観測等に広くデータを有効活用できる体制とし
て 地質図 重力図等の多様な基盤データを作成・所有している産総研が委託先として 当該事業の推進主体となり 産総研が研究開発を統括する役割を担うほか 研究て、地質図、重力図等の多様な基盤データを作成・所有している産総研が委託先として、当該事業の推進主体となり、産総研が研究開発を統括する役割を担うほか、研究
項目のうち次の①、②を実施、資源・環境観測解析センターは②③を実施する体制で事業が進められてきたものである。

〔当該事業における研究項目： ①衛星画像利用技術の高度化研究、②東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究、③石油資源遠隔探知技術の実用研究 〕
このような経緯を踏まえ平成17年度から20年度までは同センターへの随意契約により再委託してきたところであるが、平成21年度からは競争性のある公募手続きに見直し

た。公募の結果、財団法人資源・環境観測解析センターの一社から応募があり、審査委員会により提案書類審査を実施し、同協会が実施者として妥当であると判断し、複数
年度の委託契約を締結したものである。なお、契約金額については、事業内容等を勘案し公募時において提示した金額の範囲内である妥当な価格として判断した。
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⇒当該委託事業については、「経済産業省所管独立行政法人の改革について（平成２２年４月経済産業省決定）」において「産総研を経由して

公益法人に丸投げされるような研究開発事業は廃止する」とされたことを受けて、平成２１年度限りで終了。



３．福利厚生費に関する取組み

○法定福利厚生費法定 費

法定福利費（健康保険・介護保険、厚生年金保険、雇用保険・労災保険、児童手当拠出
金）については、国家公務員共済組合法、厚生年金法等関係法令で定められた経費であ
り 当該負担割合に基づき適切に支出している

○法定外福利厚生費の見直し

り、当該負担割合に基づき適切に支出している。

レクリエーション関係経費

平成20年度に以下の見直しを行った

– 職員旅行等のレクリエーション経費

– 職場サークルの活動補助 廃止

平成21年度に以下の見直しを行った

– 運動施設等維持管理経費
平成22年度に廃止平成22年度に廃止

レクリエーション関係経費以外の法定外福利厚生費

慶弔費について平成22年度に以下の見直しを行う
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慶弔費について平成22年度に以下の見直しを行う

– 国の支出対象と同様となるよう見直す



４．諸手当・給与水準に関する取り組み

個々の評価事項について 平成２１年度の実績 

役職員の給与等の水準の適正化 ①第２期中期計画における総人件費削減への取り組みを確実に実施 

行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）等に基づき、同方針後の人事院勧告を

踏まえた給与改定分を除 た人件費 5 年間 5 上 削減を基本とする り組 を踏まえた給与改定分を除いた人件費について、5 年間で 5％以上の削減を基本とする取り組みを

行うこととされている。 

産総研では、平成 17 年度の総人件費から、５年後の平成 22 年度の人件費を△5.0％に縮減さ

せるために、人件費シミュレーションを行い計画的に人件費の削減に努めた結果、平成 21 年度

において△5 3％となり １年前倒しで達成したにおいて△5.3％となり、１年前倒しで達成した。

（注）平成 17 年度 293.4 億円→平成 21年度 277.8 億円（△5.3％） 

 

②平成 17 年度人事院勧告に準拠した産総研の給与構造改革（18 年度～） 

１）職員俸給表の水準を 国家公務員の給与に準じて引き下げを実施した （平均 4 9％）１）職員俸給表の水準を、国家公務員の給与に準じて引き下げを実施した。（平均 4.9％）。 

２）定期昇給幅の抑制（平成 20～22 年度の普通定期昇給幅については４号俸→３号俸とし、 

１号俸抑制） 

 

③平成 19 年度人事院勧告の完全実施の見送り（19 年度）③ 度 完 実 見送 度

  平成 19 年度の人事院勧告では、国の期末・勤勉手当（ボーナス）の引き上げ幅 0.05 月分（4.45

月→4.5 月）であったが、産総研では 0.025 ヶ月分とした。 

 

④理事長給与の見直し（20 年度～） 

  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、理事長の給与を事

務次官の年俸の範囲内とする役員給与規程の改正を行い、平成 20年 4月 1 日に施行した。 

平成 20 年度理事長の給与（俸給・職責手当・賞与）  ：24,309,480 円 

（前年度比 △792,780 円） 
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況

○平成２１年度 

（単位 千円）

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

況 

 

     （単位：千円）

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容） 

法人の長Ａ 20,178 17,985 2,193 0  

理事Ａ 18,970 14,612 4,334 24 （通勤手当） 

理事Ｂ 17,535 13,437 4,012 86 （通勤手当）

理事Ｃ 5,888 4,483 1,405 0  

理事Ｄ 10,982 9,586 1,251 145 （通勤手当） 

理事Ｅ 15,673 13,437 1,770 466 （通勤手当） 

理事Ｆ 15,256 13,437 1,770 49 （通勤手当） 

理事Ｇ 17 472 13 436 4 012 24 （通勤手当）理事Ｇ 17,472 13,436 4,012 24 （通勤手当）

理事Ｈ 17,448 13,436 4,012 0  

理事Ｉ 17,734 13,437 4,012 285 （通勤手当） 

理事Ｊ 17,472 13,436 4,012 24 （通勤手当） 

理事Ｋ
（通勤手当、単身

理事Ｋ
18,000 13,436 4,012 552 赴任手当） 

理事Ｌ（非常勤） 2,040 1,440 600 0   

監事Ａ 11,903 10,332 1,343 228 （通勤手当） 

監事Ｂ 14,853 11,498 3,228 127 （通勤手当） 

【通年勤務者平均（法人の長及び非常勤理事 非常勤監事を除く）】（単位:千円） 【通年勤務者平均（法人の長及び非常勤理事、非常勤監事を除く）】（単位:千円）

 報酬等総額 

理事（一人当たり） 17,284 

監事（一人当たり） 13,378 
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

○平成１７年度 

                                  （単位:千円） 

報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容）

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容）

法人の長Ａ 24,504 18,707 5,797 0  

理事Ａ 19,628 14,983 4,596 49 （通勤手当） 

理事Ｂ 18,188 13,773 4,272 143 （通勤手当） 

理事Ｃ 18,123 13,774 4,272 77 （通勤手当） 

理事Ｄ 8,676 7,597 957 122 （通勤手当） 

理事Ｅ 18,654 13,773 4,272 609 （通勤手当） 

理事Ｆ 18,069 13,773 4,272 24 （通勤手当） 

理事Ｇ 18,537 13,773 4,272 492 （単身赴任手当）

理事Ｈ 18,045 13,773 4,272 0理事Ｈ 18,045 13,773 4,272 0 

理事Ｉ 18,315 13,774 4,272 269 （通勤手当） 

理事Ｊ（非常勤） 1,440 1,440 0 0  

監事Ａ(非常勤) 12,273 10,590 1,484 199 （通勤手当） 

監事Ｂ（非常勤） 700 700 0 0  

監事Ｃ（非常勤） 100 100 0 0監事Ｃ（非常勤） 100 100 0 0

 

 【通年勤務者平均（法人の長及び非常勤役員、非常勤監事を除く）】（単位:千円） 

 報酬等総額 

理事（一人当たり） 18,445 

監事（一人当たり） ― 

 

（参考）全独立行政法人平均（平成 20 年度） 

理事長 18,605 

理事理事

（一人当たり） 
15,495 

監事 

（一人当たり） 
13,574 

  

     

（参考）国家公務員指定職（平成 21 年 4月 1日現在 単位:千円）
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（参考）国家公務員指定職（平成 21 年 4月 1日現在、単位:千円）

事務次官（8号俸） 23,712 

 

（俸給・賞与・地域手当） 

  



（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方 

理事長の業績反映額は、経済産業省独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の業績評価を 

踏まえ、次の算式により決定する。 

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

 

業績反映額＝月例支給額×2.45×次の表に定める当該年度の評価結果に即した割合 

評価委員会の業績評価 割合 

ＡＡ評価 100 分の 150 以内 

Ａ評価 100 分の 125 以内 

Ｂ評価 100 分の 100 

Ｃ評価 100 分の 50 

Ｄ評価 100 分の 0 

役員の業績反映額は、評価委員会の項目別の業績評価及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、理

事長が決定する。 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

（単位：千円、月） 

 支給額（総額） 法人での在職期間 業績勘案率 適用 

法人の長 21 808 96 未定

役員退職手当規程に基づき支給。 

支給額には 業績勘案率が決定されてから支給され法人の長 21,808 96 未定 支給額には、業績勘案率が決定されてから支給され

る退職手当の額が未支給のため、含まれていない。 

理事Ａ 7,998 60 0.9 

役員退職手当規程に基づき支給。左記支給額は、平

成 20 年度に当該役員に対して一部支給されている

分(7,097 千円)を含む。 

理事Ｂ 2,787 24 1.0 

役員退職手当規程に基づき支給。左記支給額は、平

成 20 年度に当該役員に対して一部支給されている

分(1,394 千円)を含む。 

理事Ｃ 8 452 72 未定

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額理事Ｃ 8,452 72 未定 勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。 

理事Ｄ 3,465 42 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。 
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監事 3,219 48 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。  
 



（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

○平成２１年度 

年間平均給与額（千円）

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

 

 

年間 均給与額（千 ）

区分 人 員

（人） 

平均年齢

（歳） 

総額 うち所定内 

（うち通勤手当）

うち賞与 

常勤職員 2,429 45.8 8,932 6,665（93） 2,267 

うち事務・技術 570 43.7 7,057 5,195（117） 1,862  

究 種うち研究職種 1,849 46.4 9,524 7,130（85） 2,394

 

○平成１７年度 

年間平均給与額（千円）  

区分

 

人 員

 

平均年齢 総額 うち所定内 うち賞与区分 人 員

（人） 

平均年齢

（歳） 

総額 うち所定内

（うち通勤手当）

うち賞与

常勤職員 2,466 45.2 9,138 6,706（90） 2,432 

うち事務・技術 617 42.1 6,924 5,010（115） 1,914  

うち研究職種 1,836 46.2 9,903 7,293（81） 2,610 

（注）法人給与等実態調査に基づく算出結果による。 

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

＜事務・技術職員＞  

 

 
 平成２１年度 平成１７年度 

 対国家公務員（行政職（一））  104.7 104.0 
 

※国の給与水準を 100 としたとき

の指数 

 地域勘案  104.7 105.8 

 学歴勘案  105.7 103.8 

 地域・学歴勘案  104.8 105.2 

＜研究職員＞ 

平成２１年度 平成１７年度平成 年度 平成 年度

 対国家公務員（研究職）  104.6 106.0 

 地域勘案  107.2 104.5 

 学歴勘案  104.5 105.8 

 地域・学歴勘案  106.9 104.2 
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②国に比べて給与水準が高くなっ 【事務・技術職員】

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

【事務・技術職員】

 国家公務員が一定地域内による人事異動を基本としていることに対して、産総研は全国に９ヵ所の研究拠点を

有し、組織の活性化及び高度な研究マネージメント人材育成等のために地域拠点間の人事異動を行っている。 

 国家公務員においては、地域手当の給付により地域間格差が生じているが、産総研においては上述のとおりの

円滑な人事異動を行うために、各拠点の給与水準を同水準にしていること等が要因として考えられる。 

 

【研究職員】 

 研究職員の指数の高さは、高いレベルの研究成果を生み出すために高学歴の研究者を採用していることが主た

る理由であり、その定量的な側面は以下の点から捉えることができる。 

①研究職員における博士号取得者の割合①研究職員における博士号取得者の割合

  平成２１年４月１日現在 ８３．５％ 

  （参考）国の研究職における修士・博士号取得者の割合 ７１．５％ 

  新規採用者における博士号取得者の割合 

  平成１８年度 ６８．４％、平成１９年度 ８７．８％、平成２０年度 ８６．０％ 

平成２１年度 ８７．０％ 

 ②職級別人員分布（平成２１年４月１日現在） 

  以下のとおり、国と比較して全体的に平均年齢が低く、職級別の人員が上位に分布していることが分かる。

主に学歴の高さによることが要因として考えられ、給与水準の高さに反映していると思われる。  

＜職級別人員分布 人（％）＞＜職級別人員分布：人（％）＞  

         １級    ２級    ３級    ４級       ５級   ６級 

 産 総 研   0（0）  74（4.0）  454（24.6） 639（34.6） 682（36.9） － 

 国家公務員   14（0.8） 321（19.4） 422（25.5） 359（21.7） 535（32.4） 1（0.1） 

＜職級別平均年齢：歳＞  ＜職級別平均年齢 歳＞

         １級  ２級   ３級   ４級   ５級  ６級 

 産 総 研    －  34.3   41.8   45.3    51.9   － 

 国家公務員   28.1  35.5    41.9    47.0   52.3   50.5 
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（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

○給与・報酬等支給総額の推移 

  （単位：千円）

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等 
  17 年度実績 18 年度実績 19 年度実績 20 年度実績 21 年度実績 

給与、報酬等支給総額 29,336,933 29,147,588 28,884,206 28,366,757 27,780,467 

人件費削減率   0.65% 1.54% 3.30% 5.31% 

      

※人件費削減率は 平成 17 年度実績に対する削減率を示している※人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。
 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○ 産業技術総合研究所の個人評価制度 

１．対象者 

役員を含む常勤職員を対象とする。 

但し、契約職員であっても、理事長が指定する者（研究センター長等）は対象とする。 

２．評価制度の種類と評価の反映 

毎年度行う短期評価と一定の評価対象期間を経て行う長期評価からなる。短期評価の結果は賞与の一部であ

る業績手当に反映され、長期評価の結果は昇格により、俸給等に反映される。 

３．評価方法 

①研究・業務業績,②産総研内部への貢献,③外部への貢献の３つの評価軸で総合的に評価。 

短期評価は目標設定管理型の絶対評価、長期評価は、産総研の多様な業務を８つに分類した職域毎に、俸給

表の級毎に設定した職務遂行能力を基準にした絶対評価を基本としている。 

（参考８）その他 ○通勤手当の支給上限額の変更 

・通勤手当は、国と同様に運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる方法により算

出している。産総研の支給上限額は ２１年度まで６万５千円であったが 国の支給上限額と同等の５万５千出している。産総研の支給上限額は、２１年度まで６万５千円であったが、国の支給上限額と同等の５万５千

円に変更する給与規程の改正を行い、２２年４月１日から実施している。 

 

○独自の手当の支給①－資格手当 

・労働基準法、労働安全衛生法等の法令により研究所として有資格者（放射線取扱主任者、危険物保安監督者等）

の配置を義務付けられている場合において 当該有資格者として職務に従事する職員に対し 資格に いての配置を義務付けられている場合において、当該有資格者として職務に従事する職員に対し、一資格について

月額２千円を支給している。（有資格者であっても法令による業務に配置されない者には支給していない。） 

・具体的には産総研では多様な研究開発を行うことから、放射線取扱主任者や危険物保安監督者など安全管理に

係る資格が必要となる。こうした安全の確保は、あらゆる種類の事業の前提となる最優先事項であり、組織に

働く者のみならず周辺住民の安全保障にも関わる事柄である。 
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・このため、放射線取扱主任者、危険物保安監督者等の安全管理に係る職務に従事する者に対しては、職務に関

する責任の大きさを勘案して手当を支給している。 



（参考８）その他 ○独自の手当の支給②－職責手当 

・産総研における「職責手当」は、国で支給される「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」

４．諸手当・給与水準に関する取り組み

の合計に相当するもので、国と同様に定額で支給している。（産総研の職責手当は、国の俸給の特別調整額及び

地域手当（研究員調整手当を含む）相当額であるが、総務省が実施した平成２０年度業務実績評価における調

査結果においては、国の俸給の特別調整額のみと比較されている。 

 このため、地域手当（研究員調整手当を含む）相当が加算された分、産総研の職責手当が高くなる。 

※国における「俸給の特別調整額」とは 管理又は監督の地位にある職員に支給するもので民間でいう管理職手当に相当※国における「俸給の特別調整額」とは、管理又は監督の地位にある職員に支給するもので民間でいう管理職手当に相当。

職責に応じて定額で支給される。 

 ※産総研における「職責手当」は国における「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」相当額で構成

されるもので、国と同様に定額で支給される。 

 

○独自の手当の支給③－期末手当、勤勉手当 

・産総研の期末手当、業績手当の支給割合、算出方法は基本的に国と同様である。 

・ただし、産総研における業績手当（国における勤勉手当に相当する部分）の支給割合は、特に顕著な業績のあ

った研究者に対してその業績に見合う処遇を行う観点から、業績手当の支給率を最大で 500％とすることが可能

な制度となっているなど 国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）な制度となっているなど、国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）。

・また、算出方法について、国における「管理職加算額」と「地域手当」が産総研における「職責手当」に相当

するなどにより違いが発生している。 

 

 （参考）一般職員に対する支給割合 

（単位：月） 

 

 

 

 ６月期 １２月期 

 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 期末手当 勤勉手当 

（業績手当）

計 

 

 

 

    ※勤勉手当は国、業績手当は産総研 

国 1.25 0.7 1.95 1.5 0.7 2.2 

産総研 1.25 0.7 1.95 1.5 0.7 2.2 
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成 算 益 金

５．利益剰余金に関する事項

○利益剰余金等

平成２１年度決算における利益剰余金 １８，７４２百万円

① 前中期目標期間繰越積立金 １，６０９百万円

② 研究施設等整備積立金 ３５４百万円

※ 第１期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の第２期における減価償却費が費用計上
されることに伴い欠損が生じたときに取り崩すべき非キャッシュ性の積立金

② 研究施設等整備積 百 円

③ 積 立 金 １５，４８０百万円

※ 通則法第４４条第３項のキャッシュ性の積立金（目的積立金）

※ 通則法第４４条第１項の積立金で 主に第２期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の

④ 当期未処分利益 １，２９８百万円

※ 通則法第４４条第１項の積立金で、主に第２期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の
簿価相当額で非キャッシュ性の積立金であるが、通則法第４４条第３項積立金（目的積立金）と
して承認されなかった貸付料等のキャッシュ４６８百万円が含まれる。

④ 当期未処分利益 １，２９８百万円
※ 知的所有権収益及び運営費交付金債務の残の振替収益から生じたキャッシュの利益である。

利益剰余金 固定資産の簿価 〔非キャッシュ〕 現金及び預金 〔キャッシュ〕

① 前中期目標期間繰越積立金 1 609 1 609 0① 前中期目標期間繰越積立金 1,609 1,609 0

② 研究施設等整備積立金 354 0 354

③ 積立金 15,480 15,012 468

④ 当期未処分利益 1,298 △456 1,754

48
［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。

④ 当期未処分利益 1,298 △456 1,754

合 計 18,742 16,165 2,577



中期目標期間 終年度決算の概要

５．利益剰余金に関する事項

独法共通政令第5条第1項

中期目標期間 終年度決算 概要

中期目標期間 終年度における利益剰余金は、全額
積立金となり、次期中期目標期間への繰越積立金として

次期中期目標期間
繰越積立金承認申請書

通則法第38条第1項

積立金となり、次期中期目標期間 の繰越積立金として
主に自己財源で取得した固定資産の簿価相当額を承認
申請し、承認額の差引額が国庫納付金となる。

利益の処分に
関する書類

（財務諸表）

通則法第38条第1項

次期中期目標

積立金 18,742
（財務諸表）

当期未処分利益 1,298

次期中期目標
期間繰越額
（ 承認申請額）

16,772

う ち
当期増加額

3,262積立金振替額 1,963
差引国庫納付金 1,970

（承認額以外は国庫納付へ）

国庫納付金計算書

独法共通政令第6条第1項

前中期目標期間繰越積
立金の残余 1,609
目的積立金（ 研究施設
等整備積立金） の残余 354
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独法共通政令第6条第1項



産総 は鉱 業 振興 資する 究開発 社会基盤を維持するため 計量標準 維持や地質 調

○実物資産

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

●産総研は鉱工業の振興に資する研究開発、社会基盤を維持するための計量標準の維持や地質の調

査等を任務として、平成１３年４月に国の機関であった工業技術院が独立行政法人化されたものである。

産総研が使用する実物資産は、研究開発活動に必要なものとして、独法発足時に国より出資を受けた

もの等であり その後も施設整備費補助金により改修等を行うなど 研究開発活動を実施するためにもの等であり、その後も施設整備費補助金により改修等を行うなど、研究開発活動を実施するために、

これら資産の必要性は独法化以降、現時点においても変わりは無い。

●仮に、これらの施設等を売却し、同様の施設等を賃借等する場合は、その費用のみならず、 先端の

研究開発活動には実験上の安全管理に関する潜在的なリスクや、施設等の契約期間によって制約を

受ける可能性がある等、研究開発型独法等の公的研究機関に求められる長期的な視野にたった研究

実施の役割を果たせなくなる。

●また、産総研は各地域に研究センターを設置しているが、地域中小企業の成長のためにも、これら地

域経済の競争力を支える 高水準の研究開発能力を各地域において提供することは、国の産業技術

政策の観点からも必要不可欠である。

●平成２１年１２月に総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が発出した「独立行政法人産業技術総

合研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」においては平成２２年４月からの産総

研第三期中期目標期間において、「各地域センターの所在する地域の特性に応じて、各地域センター研第 期中期目標期間 お 、 各地域 ンタ 所在する地域 特性 応 、各地域 ンタ

が有する機能の大胆な見直し」等が明記されており、これを踏まえて、第３期中期計画において検証を

行うこととしている。

●なお 地域センターに所属する事業所及びサイトについては 共同研究等の設立目的終了時や利活用
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●なお、地域センタ に所属する事業所及びサイトについては、共同研究等の設立目的終了時や利活用

状況が低下した時点で、その必要性を検証し、不要と判断された場合は速やかに閉鎖することを産総

研の第３期中期計画において明記し、不断の見直しを実施することとしている。



・本部： 研究企画機能ないし組織運営企画機能をもつ中心的な拠点

・地域センタ ： ９地域における 大規模な研究及び産学官連携拠点となる事業所やサイトの集積

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

・地域センター： ９地域における、大規模な研究及び産学官連携拠点となる事業所やサイトの集積

・事業所： 個別の研究拠点や産学官連携拠点等。原則、労務管理の 小単位

・サイト： 個別の研究拠点や産学官連携拠点の分室等

【つくば本部・つくばセンター】

【北海道センター】

・北海道地域における産学官連携の拠点
・ゲノムファクトリー技術等の研究拠点

（旧北海道工業技術研究所）

【 くば本部 くばセンタ 】

・産総研の全６研究分野の中心となる研究拠点

【つくば中央第一事業所】 （旧工技院総務部筑波研究支援総合事務所）

-【つくば北サイト、つくば苅間サイト】

【つくば中央第二～第六事業所】 （旧電子技術総合研究所、旧産業技術融合領域研究所、

旧生命工学工業技術研究所、旧物質工学工業技術研究所、旧計量研究所）

【東北センター】

・東北地域における産学官連携の拠点

・低環境負荷化学プロセス等の研究拠点

（旧北海道 業技術研究所）

-【札幌大通りサイト】【つくば中央第七事業所】 （旧地質調査所）

-【船橋サイト】

【つくば東事業所、つくば西事業所】 （旧機械技術研究所、旧資源環境技術総合研究所）

・低環境負荷化学プロセス等の研究拠点

（旧東北工業技術研究所）

-【仙台青葉サイト】

【中国センター】

・中国地域における産学官連携の拠点

・バイオマスエネルギー等の研究拠点

（旧中国工業技術研究所）
【東京本部】

産総研全体 業務運営 拠点

【九州センター】

・九州地域における産学官連携の拠点

・生産計測技術、水素エネルギー等の

研究拠点 （旧九州工業技術研究所）

【直方サイト 福岡サイト】

・産総研全体の業務運営の拠点

-【大田サイト】

【秋葉原事業所、小金井事業所、八王子事業所】

-【直方サイト、福岡サイト】

【福岡西事業所】
【中部センター】

・中部地域における産学官連携の
拠点

・先端材料プロセス等の研究拠点

（旧名古屋工業技術研究所）

【瀬戸サイト】

【四国センター】

・四国地域における産学官連携の拠点

【臨海副都心センター】

・東京における産学官連携の拠点

・産総研の 先端の研究を紹介す
るショーウィンドウの役割

・バイオ・IT融合技術等の研究拠点

【関西センター】

・関西地域における産学官連携の
拠点

・再生医療や健康管理等の医工連
携やユビキタスエネルギー研究
等の研究拠点
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-【瀬戸サイト】

-【名古屋駅前サイト】

産 携 拠

・健康工学等の研究拠点

（旧四国工業技術研究所）

等の研究拠点

（旧大阪工業技術研究所）

-【大阪扇町サイト、千里サイト】

【尼崎事業所】

※見え消しは廃止したサイト、下線は既に
廃止を決定している事業所



○資産の利用状況等

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

●つくばセンターをはじめとする各地域センターを有しており、全国平均で約９０％弱のス
ペースを利用している。

●各センターにおいては、中小企業等に対する技術相談や民間企業・大学等との共同研究
にも積極的に取り組んでおり、その実績は以下のとおりであり、各センターを有効活用してい
る。。

○共同研究件数推移
年度別技術相談件数

○技術指導件数

35
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45
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1200
受入額（億円）
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4500
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32 85

42.1
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28 28

32.38
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○資産の活用状況等

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

● ２００９年６月より新たな取り組みとして IBEC‐IP※の本格運用を開始。
※先端機器共用イノベ－ションプラットフォ－ム（ IBEC Innovation Platform：IBEC-IP ）

● 産総研の保有する機器・設備を社会と共有することで、産総研内外のノウハウを必要に応じ
て有機的な連携を推進。
● 人材の育成（技術研修等：４７５件）を通じて、協創の場としてのオ－プン・イノベ－ション・
プラットフォ－ムを提供。

所内利用者外部機関利用者

IBEC 相談窓口
（ナノ電子デバイス研究センター ナノプロセシング施設）

先端機器共用イノベ シ

研究環境整備部門
テクニカルセンター

分析セクション
（ATSC）

先進製造プロセス研
究部門

MEMS開発専用
施設（MEMS-F）

光技術研究部門（代表）
セルエンジニアリング研究部門
計測フロンティア研究部門
生物機能工学研究部門
エネルギー技術研究部門
先進製造プロセス研究部門
ユビキタスエネルギー研究部門

電子顕微鏡支援施設
（TEM PJ）

ナノ電子デバイス研究
センター
ナノプロセシング施設

（NPF）
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先端機器共用イノベ－ション
プラットフォ－ム

（ＩＢＥＣ－ＩＰ）パンフレット

（TEM-PJ）

IBEC-IPの運営体制



中国センタ 移転を見据えた効果的な資産処分

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

○保有資産の有効活用
中国センター移転を見据えた効果的な資産処分

●産総研の中国センターにおいては、バイオマス研究センターを中心としてアジア・バイオマス構想の実現に向けて研究開発

を実施。当該研究を推進する上で、広島大学や広島中央サイエンスパークの各研究組織と連携し、同センターのイノベー

ションハブ機能を高めるため 新たな産総研中国拠点を整備することを決定 （平成１９年８月）ションハブ機能を高めるため、新たな産総研中国拠点を整備することを決定。（平成１９年８月）

●同センターの広島サイエンスパークへの移転整備については、旧中国センターの売却（平成２０年１０月）に加え、関西セン

ター扇町サイト（平成２２年２月売却）や利用目的の低下した九州センター直方サイト（※入札者がなく不落）の売却に取り

組むとともに、特許料収入等の計画的積み立てを活用するなど、自己資金を基本とし、合理的かつ健全な資金計画に基づ組むとともに、特許料収入等の計画的積み立てを活用するなど、自己資金を基本とし、合理的かつ健全な資金計画に基づ

き移転を実施した。

その他資産の処分等

●そ 他 平成 年 月には 関西セ タ 千里サイト 大 サイトを廃止するとともに 秋葉原事業所に 平成 年●その他、平成２２年３月には、関西センター千里サイト、大田サイトを廃止するとともに、秋葉原事業所について平成２２年

度限りで廃止することを決定するなど、利用目的等を精査し、必要に応じて事業所等の見直しを実施している。

用 途 種類 場 所 帳簿金額 利用状況等用 途 種類 場 所 帳簿金額 利用状況等

（九州ｾﾝﾀｰ直方サイト）

土地 福岡県直方市頓野1541 53,900
・平成20年度に売却処分に向けて一般競争入札の手
続きを行ったが、入札不調であった。平成21年度に再

度の一般競争入札を行い、公告期間を長く設定し、不
動産会社等への売却情報の提供を行ったが入札不
調 あ た

※土地 （敷地 樹木） ※建物 （建物 建物付帯設備 構築物 機械装置含む）

研究開発事業 調であった。

・今後は、平成22年5月に成立した独立行政法人通則

法の改正にある「不要財産に係る国庫納付」の適用に
ついて検討を進める。

建物 同上 20,658
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※土地 （敷地、樹木） ※建物 （建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む）
※帳簿金額 （平成２１事業年度期末簿価） ※単位未満四捨五入



６．保有資産の管理運用に関する取り組み

○維持管理、施設等使用料収入等

・維持管理経費の推移は以下のとおり。

H17 H18 H19 H20 H21

（単位：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21

維持管理費 3,805 3,751 3,690 2,798 2,612

また、共同研究等による施設の使用料収入の推移は以下のとおり。

H17 H18 H19 H20 H21

（単位：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21

施設等使用料 2,193 1,433 1,228 1,182 1,175 

産総研における金融資産は、現金・預金であり、預金保険制度により全額保護の対象となる
決済用普通預金において管理している

○金融資産

決済用普通預金において管理している。

当該金融資産は、資金運用が義務付けられている基金とは異なり、研究開発事業などに充
てるため、使途が特定されている決済性の現金・預金であり、ペイオフを回避する必要がある
ことなどから 現時点では資金の安全性の確保を優先し研究業務に支障をきたさないために
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ことなどから、現時点では資金の安全性の確保を優先し研究業務に支障をきたさないために、
資金運用を行っていない。



○アウトソーシング等による管理業務の効率化

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

●施設整備業務については、一般競争入札による請負契約（複数年契約も含む）によるアウ
トソーシングに取り組んでいる。具体的なアウトソーシングの取り組みは以下のとおり。

・地質標本館維持管理業務地質標本館維持管理業務
・サイエンス・スクエアつくば案内維持管理業務
・つくばセンター植栽管理業務、設備等維持管理業務 等

●第３期中期計画においても、外部に委託した方がより効率的な業務については引き続きア
ウトソーシングを進めるとともに、包括契約や複数年契約の導入等を検討することとしている。
また。市場化テスト（官民競争入札）の導入可能性についても検討を行うこととしている。

○施設整備業務の改善（平成２１年度の取り組み）

● 施設整備業務のうち補修（緊急修繕）については、その都度契約を行う方式としていたが、
少額な案件（100万円未満）を施設設備に係る年間保守の請負契約に含める方式に見直し。

補修（緊急修繕）契約業務量の約90％削減 迅速な補修対応が実現→ 補修（緊急修繕）契約業務量の約90％削減、迅速な補修対応が実現。

●施設建設・改修工事等については、設計・施工・監理の一体的な発注方式、総合評価方式
の一部導入。
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の 部導入。

→ 品質確保と工期短縮（約１ヶ月）の改善を図った。



○その他（財務内容関連）

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

○その他（財務内容関連）

個々の評価事項について 平成２１年度実績

・リスク管理債権の適正化 ○産総研は、「貸付業」の業務を行っていないため、銀行法等
に定義しているリスク管理債権は生じない。

・その他（出資等） ○出資業務を行っていないため、該当はない。
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○ 【保有資産全般の見直し】 知的財産保有の必要性の検討

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

・ 出願から１０年経過の特許権については、審査委員会において、実施許諾の有無、今後の
技術移転の可能性、などを考慮の上、保有の必要性について審査し、権利の放棄を含めた
資産保有の見直しを実施。

特許出願から１０年経過後の案件

①実施状況の確認

発明者の意向

①実施状況の確認

発明者の意向

ＴＬＯへ技術移転可能性②出願審査委員会による

知財コーディネータによる検討

判断
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○ 【資産の運用・管理】特許出願件数・技術移転契約件数および技術移転収入額の実績

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

単位 百万円（棒） 単位 件（折れ線）

○ 【資産の運用 管理】特許出願件数 技術移転契約件数および技術移転収入額の実績
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○ 【資産の運用・管理】 特許出願や知的財産活用に関する方針

パテントポリシ 質の良い知的財産の創出を推進

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

・ パテントポリシー ：質の良い知的財産の創出を推進
・ 技術移転ポリシー：質の良い知的財産による技術移転を促進

これらの資産運用・管理ポリシーの実践するため、審査委員会等を設け、審査の透明性を確保
しつつ 特許権等の出願 活用に取り組んでいる

Ⅰ．質の良い知的財産の創出

しつつ、特許権等の出願・活用に取り組んでいる。

１）発明者による出願前特許調査を徹底し特許の質を高める
２）研究成果の適切な知的財産権化を出願当初段階から支援し特許の質を高める
３）有望特許の発掘と支援の集中により特許の質を高める）有望特許の発掘 支援の集中 より特許の質を高める
４）質の高い特許を選び審査請求する（平成１６年４月１日以降の国内出願）
５）質の高い特許を選び適切な海外出願をする

Ⅱ．質の良い知的財産による技術移転の促進

1）特許実用化共同研究の推進1）特許実用化共同研究の推進
2）ＩＰインテグレーションの一層の推進
３）試作実証による知的財産の見える化の推進
４）ライセンス機能の内部化
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）ライ ン 機能 内部化
５）知的財産の情報発信による実施の推進



出願された特許について 審
○産総研の特許出願・管理の是非を審査する体制

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

出願された特許について、審
査請求要否、拒絶理由通知及
び拒絶査定に対する応答要否
等を検討

既存の検索ツールに加えて概
念検索型の検索ツール導入し
先行特許技術調査を徹底

特許の類型分け

発明者

特許出願研究成果

国内出願審査
委員会

審査請求

国内出願審査
委員会

リエゾンマン

特許出願研究成果

知財コーディネータ

審査請求
知的財産届出書 国内出願審査

委員会

リエゾンマン

発明相談

知財コ ディネ タ
出願前ユニット訪問 権利化

外国出願審査
委員会

放棄

外国出願審査ワンストップサービス

外国出願
ユニット長及びユニット知財担当者による
チェック体制の強化

：ユニット長 ユニット知財担当者は先行技術
調査が十分実施されているかチ ックし 不

外国出願審査

委員会

注目案件に対し、特許性、市場性、
経済性、引き合い度、侵害立証性等
に基づき 外国出願案件の検討

調査が十分実施されているかチェックし、不
十分であれば出願しない。

委員会

○有望特許の発掘と支援の集中により
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に基づき、外国出願案件の検討
○有望特許の発掘と支援の集中により
特許の質を高める



○ライセンス機能の内部化

６．保有資産の管理運用に関する取り組み

知的財産部門長

機

知的財産部門長

＜２２．３．３１以前＞ ＜２２．４．１＞

知的財産部門長

知的財産コーディネータ

知的財産部門長

知的財産コーディネータ

知的財産企画室 知的財産企画室

知的財産高度化支援室 知的財産高度化支援室

知的財産管理室 リエゾン室 知的財産管理室 リエゾン室

ＴＬＯ（産総研イノベーションズ） 技術移転マネージャ技術移転室

62



７．業務・システムの 適化に関する取り組み

業務・システム 適化計画の推進業務・システム 適化計画の推進

第２期中期目標期間中における取り組み

• 平成19年度に「産総研ネットワークAIST-LAN」と「イントラネットシステム」を対象とした 適化計画を作

成し、 適化工程表や 適化に係る効果の見込みを提示した。

• 平成20年度以降、工程表に沿った 適化措置を実施した結果、産総研ネットワークについては利便性表

や可用性の向上及び保守費用の軽減を実現し、イントラネットシステムについては柔軟性の確保、機能

強化、セキュリティの向上、及び業務効率化を実現した。

平成２１年度における具体的な取り組み

• 平成19年度に公表した 適化計画に基づき、その実施措置を進めた。

• 産総研ネットワークシステムAIST-LANにおいては、TV会議システム用の多地点接続装置やインター

ネット接続のバックアップ回線を運用し、利便性や可用性を向上させた。また、ネットワーク機器の保守

方式の見直しにより、平成20年度に年間保守費用を従来比約２千万円軽減し、引き続き同措置を実施

している。

• イントラネットシステムにおいては、 適化計画に基づき開発を進め、平成21年8月に稼動を開始した。

検索機能の充実等により業務の高度化と効率化を実現した。
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次期情報システムによる業務効率化・高度化

７．業務・システムの 適化に関する取り組み

次期情報システム基盤の稼働開始
• 高品質システムを効率よく構築するため、システム構築手法の標準化やソフトウェアの共通化を実施し、

「包括 レ ム ク として体系化し 次期情報シ テム の適用を進め 完成させた「包括フレームワーク」として体系化し、次期情報システムへの適用を進め、完成させた。

• 多岐にわたる所内の研究・技術情報共有化のため、検索システム及びグループウェアを導入し、稼働

を開始した。

次期業務システムの稼働開始
• イントラネットシステム、会計システム、人

事給与システム 研究テ マデ タベ ス事給与システム、研究テーマデータベース

に「包括フレームワーク」を適用し、開発を

進め、稼働を開始した。

業務 効率化 高度化 ため 業務シ• 業務の効率化・高度化のための業務シス

テムの機能強化を実現し、提供を開始した。

会計システム 人事給与システム
研究テーマ

会計システム

・予算管理機
能の充実

・ペーパーレス

人事給与システム

・人事給与検
索機能の充
実等

研究
データベース

・研究実施状
況の一元的
把握
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電子申請システムの廃止について

７．業務・システムの 適化に関する取り組み

電子申請システム廃止検討の経緯

産総研では、「e-Japan重点計画-2002(平成１４年６月１８日IT戦略本部決定)」及び「経済産業省 国の産総研では、 p 重点計画 (平成 年 月 日 戦略本部決定)」及び 経済産業省 国の

行政機関等の行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン」（平成１４年７月３０日経済産業省

策定）に基づく経済産業省からの要請を受け、電子申請システム導入を検討し、平成17年3月に同シス

テムの運用を開始。

しかしながら、同システム運用開始以降、利用実績がなかったため、維持費削減の観点から、平成２１

年４月１日以降、同システムの運用を休止した。

システムの廃止決定

同システムの利用実績がないことや会計検査院からの指摘等を踏まえ、平成２１年８月、外部有識
者を交えた「独立行政法人産業技術総合研究所電子申請シ ム 見直しに関する検討委員会 を者を交えた「独立行政法人産業技術総合研究所電子申請システムの見直しに関する検討委員会」を
設置し、同システムの廃止を含む抜本的な見直しを検討した結果、同年９月１日、同システムは廃止
することが適当である旨の報告書がまとめられた。

本検討委員会の報告書も踏まえ、産総研として同システムを廃止することとした。

なお、システム廃止に伴い情報公開請求手続きについては、利用者の利便性に配慮し、電子メール
による申請窓口を設置
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組織運営の継続的な見直し

８．事業仕分け、省内仕分けを踏まえた取り組み

○行政刷新会議による事業仕分け（平成２１年１１月）結果への対応

平成２１年１１月に実施された行政刷新会議による事業仕分けにおいて、研究の重点化や管理費の見直し

等について取り組みを求められたところ。

当該指摘を踏まえて第３期中期計画において以下の取り組みを実施することを明記。

１．「課題解決型国家」の実現に向けた研究開発の重点分野

世界をリードする「グリーン・イノベーション」、「ライフ・イノベーション」の推進、他国の追随を許さない先端的技術開発の推進

２．地域活性化の中核としての機能強化

地域経済の競争力強化を支える 高水準の研究開発の推進 中小企業への技術支援・人材育成の強化地域経済の競争力強化を支える 高水準の研究開発の推進、中小企業への技術支援・人材育成の強化

３．産業や社会の「安全・安心」を支える基盤の整備

国家計量標準の高度化及び地質情報の戦略的整備、新規技術の性能及び安全性の評価機能の充実、研究開発成果の戦略的な国際標準化、

アジアへの展開

「知恵 と「人材 を結集 た 究開発体制 構築４．「知恵」と「人材」を結集した研究開発体制の構築

産学官が結集して行う研究開発の推進、戦略的分野における国際協力の推進、若手研究者のキャリアパス支援及び研究人材の交流推進

５．研究開発成果の社会への普及

知的財産の重点的な取得と企業への移転、研究開発成果を活用するベンチャー創出支援、企業や一般国民との直接対話を通じた広報の強化民

６．業務運営の抜本的効率化

管理費、総人件費等の削減・見直し、契約状況の点検・見直し

７．研究活動の高度化のための取組

研究組織及び事業の機動的な見直し 外部からの研究評価の充実 研究機器や設備の効率的な整備と活用

66

研究組織及び事業の機動的な見直し、外部からの研究評価の充実、研究機器や設備の効率的な整備と活用



８．事業仕分け、省内仕分けを踏まえた取り組み

れら 期計画等を踏まえ 取り組 を実施

平成２２年度から始まる第3期（５年間）において、これまでの実績をさらに発展させ、「新成長戦略（基本

方針 を踏ま 中期 標 び中期計 従 「 解決 家 献 向 を大き

⇒これらの３期計画等を踏まえ、以下の取り組みを実施

方針）」を踏まえた中期目標及び中期計画に従い、「課題解決型国家」への貢献に向け、以下の2つを大き

な柱として位置付け、

① ２１世紀型課題の解決

② オ プ イ ベ シ ブ機能 強化② オープンイノベーションハブ機能の強化

重点的に研究開発等を実施するために、ユニットの新設、再編強化を行った(５０ユニット→４３ユニットへ）

平成２２年度運営費交付金について一般管理費は３％、人件費１％の削減に引き続き取り組むとともに、

総人件費改革の取り組みを継続

一者応札削減等のために、年間調達・工事計画の早期公表や予定価格策定に活用するための調達実績

のデ タベ ス化を行うとともに 法人外部から採用する技術の専門家を契約審査に関与させ 技術的のデータベース化を行うとともに 、法人外部から採用する技術の専門家を契約審査に関与させ、技術的

妥当性の検討を充実強化
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○「経済産業省所管独立行政法人の改革について（平成２２年４月１９日 経済産業省）」への対応

８．事業仕分け、省内仕分けを踏まえた取り組み

・産総研が行うこととされた以下の５点の改革を実施又は検討中

１．グリーンイノベーション、ライフイノベーション等の分野への研究開発の重点化

基礎研究と実用化研究をつなぐ橋渡し研究を一層強化するため、将来的に産業創出の展望が見えないテーマは廃止基礎研究と実用化研究をつなぐ橋渡し研究を 層強化するため、将来的に産業創出の展望が見えないテ マは廃止
し、グリーンイノベーション（太陽光発電、次世代自動車、ナノ材料等）やライフイノベーション（創薬・医療支援、介護・福
祉ロボット等）等の分野に研究開発を重点化する。⇒予算の重点化により研究開発を加速

２．個々の研究成果に対する外部専門家によるこれまで以上の評価の強化

個々の研究成果について 製品化 省エネルギー等の課題解決 国際規格の制定等のアウトカムに対してどのように個々の研究成果について、製品化、省エネルギー等の課題解決、国際規格の制定等のアウトカムに対してどのように
寄与し得るかという観点からの外部専門家による評価をこれまで以上に強化し、真に成果を生み出せる研究開発への重
点化を推進する。⇒アウトカムの観点からの外部専門家比率を高めるための委員選定プロセスを開始

３．産総研を経由して公益法人に丸投げされる研究開発事業の産総研事業としての廃止

産業技術総合研究所を経由して公益法人に丸投げされるような研究開発事業は 産業技術総合研究所の事業として産業技術総合研究所を経由して公益法人に丸投げされるような研究開発事業は、産業技術総合研究所の事業として
は廃止する。⇒（財）資源・環境観測解析センターへの産総研を通じた再委託は平成２１年度限りで終了

４．特許生物寄託センターの抜本的な業務の見直しとコスト負担の在り方の検討

産総研の特許生物寄託センターについては、利用者への影響を精査しつつ、業務コストの徹底した見直しをはじめ、抜
務 直 併 産 基盤 維持 負担 在 検本的な業務の見直しを行う。また、併せて、産業活動の基盤として維持するためのコスト負担の在り方について検討する。

⇒生存試験回数の削減等、業務の見直し等を検討中

５．一者応札比率の低減など更なる調達改革への積極的な取組み

契約における一者応札比率が高いこと等を踏まえ、技術の専門家による仕様書の審査の強化等により、一者応札比
率を低減するなど、更なる調達改革に積極的に取り組む。⇒平成２２年６月に技術の専門家を雇用し審査を強化

⇒さらに 産総研における業務運営を 適化するため より効果的な組織体制 ガバナンスの
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⇒さらに、産総研における業務運営を 適化するため、より効果的な組織体制、ガバナンスの

あり方等について産総研自ら検討を行い、順次実施


