
Ⅱ 業務内容の高度化によるⅡ．業務内容の高度化による
研究所運営の効率化研究所運営の効率化
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Ⅱ-1. 研究活動を支援する業務の高度化

・経営機能の強化経営機能の強化
・研究支援業務の効率的な推進
・研究支援体制の 適化研究支援体制の 適化
・業務の電子化の推進
・施設の効率的な整備施設の効率的な整備
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第２期中期計画と平成２１年度計画

第２期中期計画

Ⅱ．業務内容の高度化による研究所運営の効率化（業務運営の効率化に関する目標を
達成するためにとるべき措置）

１．研究活動を支援する業務の高度化

（経営機能の強化）

• 各部門ごと及び組織全体としてのリスク管理体制を強化することに加え、研修等を
通じた職員一人一人の社会的責任、法令遵守に対する意識の向上を図る。

1 産総研に潜在するリスクを整理・分析・評価するとともに 各部門ごと及び組織全体としてのリスク管理能

通じた職員 人 人の社会的責任、法令遵守に対する意識の向上を図る。

平成２１年度計画

1. 産総研に潜在するリスクを整理・分析・評価するとともに、各部門ごと及び組織全体としてのリスク管理能
力の向上を図る。

2. リスク管理委員会において、リスク管理に係わる方針、体制の検討、活動状況等の報告を行い、リスク管
理体制の強化を図る。

3. 平成20年度に引き続き、リスク管理、コンプライアンスに関するカリキュラムを組み込んだ階層別研修等
を継続して行い、職員が社会的責任等に対する高い意識を保ち続けられるよう図る。また、引き続きセル
フチェック等を実施し、職員等がコンプライアンスに関する理解をより一層深められるように努める。

4. 内部監査等を活用してリスク管理活動のモニタリングを行い、その結果を各部門等に遅滞なくフィードバ
ックすることにより、リスク管理活動のレベルアップを図る。

5. 第三者検収制度等の調達・契約に係るシステムを不断に見直し、適切に行われるように検証及び必要
な改善に努める
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な改善に努める。

6. 適切かつ自発的に情報公開を行い、組織としての健全性を社会に対して示す。
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1. 産総研に潜在するリスクを整理・分析・評価するとともに、各部門ごと及び組織全体としてのリスク管理能
力の向上を図る

効果的かつ効率的なリスク評価・リスク管理の推進

力の向上を図る。

ﾎﾟﾘｼﾎﾟﾘｼｰ平成１９年度から各部門等におけるリスク管理活動方針や取組みを

各部門等がリス
ク活動方針、取

ﾎﾟﾘｼｰ
ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ

ﾎ ﾘｼｰ
ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ

ﾎ ﾘｼ
ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ

平成１９年度から各部門等におけるリスク管理活動方針や取組みを
ポリシーステートメント（各年度・各部門等ごとの運営方針）に明記。

ク活動方針、取
組みを明記

リスク管理のPDCAサイクルを着実に遂行し、リスク管理活動の向

上を図るため、研究ユニット、地域センター及び研究関連・管理部門等
において、年２回のリスク管理活動プランの策定とその自己評価を実
施した

「リスク管理」と
「コンプライアンス」
部分抜き出し

施した。

コンプライアンス推進本部にお
い 各部門等のベ トプラクテいて各部門等のベストプラクティ
スを取りまとめ、イントラに公開す
るなど職員に周知

PDCAを
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PDCAを

着実に遂行
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2. リスク管理委員会において、リスク管理に係わる方針、体制の検討、活動状況等の報告を行い、リスク管
理体制の強化を図る

リスク管理体制の強化

理体制の強化を図る。

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

• 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

<コンプライアンス推進本部>

報告 助言

リスク管理委員会は、リスク管理を効果的、かつ、

効率的に実施するため、次に掲げる事項について

コンプライアンス推進本部長に助言する • 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

報告 フィードバック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

コンプライアンス推進本部長に助言する。

（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・地域センター>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）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③ その他研究所のリスク管理に関し必要な事項

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

者 線 究 事 事者 状態 把握を など 在 策を強

200 H21年度実績No.2212

・ 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した。



参加型によるコンプライアンス推進の周知徹底（１/２）

3. 平成20年度に引き続き、リスク管理、コンプライアンスに関するカリキュラムを組み込んだ階層別研修等

を継続して行い 職員が社会的責任等に対する高い意識を保ち続けられるよう図る また 引き続きセルを継続して行い、職員が社会的責任等に対する高い意識を保ち続けられるよう図る。また、引き続きセル
フチェック等を実施し、職員等がコンプライアンスに関する理解をより一層深められるように努める。

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

平成２０年度に実施した「コンプライアンス」研修の際に寄せられた職員からの意見等および 近
の事例等を盛り込んで研修資料を作成し 「コンプライアンス」研修を実施したの事例等を盛り込んで研修資料を作成し、「コンプライアンス」研修を実施した。

「コンプライアンスに関するセルフチェックリスト」 研修資料 研修資料
改
訂
に

による全役職員のチェック実施 ｾﾙﾌ
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

ｾﾙﾌ
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
改訂版職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高め

に
全
職
員
が
参

研修資料及びセルフチェックリ

改訂版職員 人 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。

参
加
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ストの改訂に全職員が参加
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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（２/２）

3. 平成20年度に引き続き、リスク管理、コンプライアンスに関するカリキュラムを組み込んだ階層別研修等

を継続して行い 職員が社会的責任等に対する高い意識を保ち続けられるよう図る また 引き続きセルを継続して行い、職員が社会的責任等に対する高い意識を保ち続けられるよう図る。また、引き続きセル
フチェック等を実施し、職員等がコンプライアンスに関する理解をより一層深められるように努める。

「 ンプライアンスの道標 の作成及び周知啓発「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
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。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。

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。

全職員等
へ配布

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

プによるコンプライアンス
問題の未然防止を図っ
た。

202
コンプライアンスの道標 相談窓口一覧（一部抜粋）

H21年度実績No.2213



4. 内部監査等を活用してリスク管理活動のモニタリングを行い、その結果を各部門等に遅滞なくフィードバ
ックすることにより リスク管理活動のレベルアップを図る

内部監査等を活用したリスク管理活動のモニタリング

ックすることにより、リスク管理活動のレベルアップを図る。

内部監査等を活用したリスク管理活動モニタリング

ヒアリング中心の内部監査から、個別の業務に係る
内在リスクの管理状況及び残存リスクの把握と、研
究等の現場における対応状況及び課題の抽出を中

産総研リスク管理活動
究等の現場における対応状況及び課題の抽出を中
心とする監査に重点を移し、リスク管理活動のモニタ
リングの効果を高めた。部 門 等

研究
ト

地域
センター

例えば、中国センターにおけるリスク管理活動のモニ
タリングでは、今年度末に大規模な移転を予定して
いることから、監査室とリスク管理室とが一体的に実
施し 所長や研究ユニット長等から移転に伴う人的

ユニット

施し、所長や研究ユニット長等から移転に伴う人的・
物的なリスクについて聴取した。

内部監査

フィードバックによるレベルアップ

内在リスクの
管理状況と残存

研究等現場に

おける対応状況

内部監査
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管理状況と残存
リスクの把握

おける対応状況
と課題の抽出

H21年度実績No.2214



発注・契約手続き等の改善

5. 第三者検収制度等の調達・契約に係るシステムを不断に見直し、適切に行われるように検証及び必
要な改善に努める要な改善に努める。

調達、契約に係るシステム全般について、内部統制の観点から、法定監査とは別に独法の会計基準等
に精通している監査法人を活用し「調達手続き等に係る内部統制整備状況」の検証を行 たに精通している監査法人を活用し「調達手続き等に係る内部統制整備状況」の検証を行った。

当該検証は、会計規程等の内規・各種マニュアル類の整備状況の確認及び手続きにおける主なチェック
ポイントに沿った担当者からのヒアリングに基づき実施し、その結果、内部統制システムが整備・維持さ
れていること、及び特段の改善の必要性が無いことを確認した。

「調達手続き等に係る内部統制整備状況」の検証

、 改善 要

産総研関係規程類及び各種マニュアル類の
整備状況の確認

手続における主なチェックポイントに
沿った担当者からのヒアリング

・業務方法書 ・会計規程 ・会計事務処理要領
・契約事務取扱要領 ・検収事務取扱要領

・契約金額50万円未満の検収について 等

・発注 ・検収 ・記帳 等

独法の会計基準等に精通している監査法人を活用し、内部統制システムが
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独法 会 準等 精通 法 を活用 、 部統制

整備・維持されていること、特段の改善の必要性がないことを確認
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適切かつ自発的な公表

6. 適切かつ自発的に情報公開を行い、組織としての健全性を社会に対して示す。

コンプライアンスに関連した顕在化事案について、関係部署と連携して、自発的に且つ迅速に公表し、産
総研の社会的説明責任を果たすことに努めた。

事案等の内容
公表件数

（平成２１年度）

非密封性放射性 位 素施設 排水貯留槽 び割れ非密封性放射性同位元素施設の排水貯留槽のひび割れについて ３

上・雑用水（中水）配管の誤接続 ２

新型インフルエンザ患者の発生について １新型インフルエンザ患者の発生について １

かび抵抗性試験用菌株（ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ・ﾆｹﾞﾙ）の入れ替わりについて

（評価結果の公表）
１

実験用無人飛行船の漂流 （処分の公表含む） ２

電子申請システムの廃止について １

職員の迷惑行為 １職員の迷惑行為 １

ＰＣＢが使用されているコンデンサなどを保管していた倉庫における漏水について ３

職員の懲戒処分について １
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職員 懲戒処分

職員の酒気帯び運転等による追突事故 （処分の公表含む） ２

H21年度実績No.2216



適な組織体制に向けた不断の見直し（１/4）

■ 既存部門への業務負荷を軽減した迅速な業務効率化の推進■ 既存部門への業務負荷を軽減した迅速な業務効率化の推進

・定常業務を抱えながら業務効率化施策の検討は業務負担が大きく、非効率であることか
ら、既存部門への業務負荷を軽減しつつ迅速な業務効率化を推進するため、業務推進本
部に「業務効率化推進室」を設置（平成21年8月）

■ 産業技術人材育成業務の体制強化、対外的プレゼンスの向上■ 産業技術人材育成業務の体制強化、対外的プレゼンスの向上

・産業界に必要な多様な人材の育成及び産業界への人材の輩出を目指し、平成20年度より
実施している産総研イノベーションスクールについて、運営体制強化及び対外的なプレ実 、 強
ゼンスの一層の向上を図るため、理事長直属組織として「イノベーションスクール」を新
たに設置（平成21年9月）

■ 第3期中期目標期間に向けた、オープンイノベーション機能、国際標準化活動の強化

・産学官の連携の「場」の提供や、技術移転・国際標準化等の推進によるオープンイノベ
ーションハブ機能の強化のため、研究関連・管理部門等の総合的な見直しを行った

・理事長直属組織として「つくばイノベーションアリーナ推進室」と「国際標準推進部」、
知的財産部門に「技術移転室」等を新たに設置（平成22年4月）

206 H21年度実績No.2401

知的財産部門に「技術移転室」等を新たに設置（平成22年4月）



適な組織体制に向けた不断の見直し（２/４）

■ イノベーションスクール（平成21年9月1日設立）■ イノベ ションスク ル（平成21年9月1日設立）

産業界の関心が非常に高い、産業技術人材の育成に係わる業務について、運営
体制強化及び対外的なプレゼ の 層の向上を図るため組織化

イノベ シ ンスク ル 体制図

体制強化及び対外的なプレゼンスの一層の向上を図るため組織化

イノベーションスクール 体制図
・業務概要

産総研イノベーションス
ク ル運営の基本方針のクール運営の基本方針の
企画及び立案並びに総合
調整、イノベーションス 副スクール長：

スクール長：副理事長

クールの運営等を実施 理事、産業技術アーキテクト

企画運営室
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適な組織体制に向けた不断の見直し（３/４）

■ つくばイノベーションアリーナ推進室（平成22年4月1日設立）■ つくばイノベ ションアリ ナ推進室（平成22年4月1日設立）

産総研が「つくばイノベーションアリーナ構想」の中核的機関として、窓口機能を有
し 対外的業務を機動的か 効果的に実施するため 理事長直属組織として設置

くばイノベ シ ンアリ ナ推進室 体制図

し、対外的業務を機動的かつ効果的に実施するため、理事長直属組織として設置

つくばイノベーションアリーナ推進室 体制図
・業務概要

つくばイノベーションア
リ ナ構想の推進に係る

室長
審議役

総
括

最
先

プ
ロ
グ

パ
ワ
エ

ナ
ノ
エ

Ｃ
Ｎ
Ｔ

共
用

リーナ構想の推進に係る
基本方針の企画及び立案
並びに総合調整、必要な

審議役

チ
ー
ム

端
研
究
開
発

グ
ラ
ム
チ
ー
ム

エ
レ
チ
ー
ム

エ
レ
チ
ー
ム

Ｔ
・ナ
ノ
安
全

設
備
企
画
・戦

施設設備等に関する研究
所内関連部署の調整、つ
くばイノベーションアリ 発

支
援

ム 全
・Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
チ

戦
略
チ
ー
ム

ーナ構想の推進に係る情
報の収集、分析、調査等
を実施
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ム
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適な組織体制に向けた不断の見直し（４/４）

■ 国際標準推進部（平成22年4月1日設立）■ 国際標準推進部（平成22年4月1日設立）

新規技術の社会への普及に不可欠な性能及び安全性の評価技術の開発、基準
作成の推進及び戦略的な国際標準化の推進のため 理事長直属組織として設置

国際標準推進部 体制図

作成の推進及び戦略的な国際標準化の推進のため、理事長直属組織として設置

・ 業務概要
国際標準推進部 体制図

産総研の工業標準化関連
研究活動の支援、国内・国
際標準 積極的 献

部長

業務概要

際標準化への積極的貢献、
経済産業省、日本規格協会、
産業界・学会等関係部局と

部総括

の連携、適合性評価技術の
確立と民間移転、工業標準
化の重要性に関する啓蒙普

標準企画室

化の重要性に関する啓蒙普
及等を総合的に実施 標準化推進室

試験システム開発支援室
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試験システム開発支援室
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総職員数に対する管理部門職員数割合の引き下げ

「中期計画 Ⅱ．１．（研究支援組織体制の 適化）」
研究支援業務の質を維持し 業務の効率化 本部と地域センタ 業務分担の見直し等を踏まえ・研究支援業務の質を維持しつつ、業務の効率化、本部と地域センター業務分担の見直し等を踏まえ、

管理部門の職員の全職員に対する比率を地域センターを中心に引き下げる。
「中期計画 Ⅶ．２．（人員に係る指標）」
・全職員数に対して、管理部門の職員数が占める割合を引き下げる。全職員数に対して、管理部門の職員数が占める割合を引き下げる。

● 管理部門職員数割合の引き下げの実現（特に、地域センター）

・第２期中期目標期間の初期に対して 第３期中期目標期間の初期においては 総職員・第２期中期目標期間の初期に対して、第３期中期目標期間の初期においては、総職員
数に対する管理部門の職員数の割合を引きさげた。

＜全体＞

H17.4.1 H22.4.1

管理部門 その他 全体 割合 管理部門 その他 全体 割合

＜地域センター（つくばセンター以外）＞

360人 2,865人 3,225人 11.2％ 341人 2,714人 3,055人 11.2%

＊割合を小数点第３位まで求めると目標達成。

H17.4.1 H22.4.1

管理部門 その他 全体 割合 管理部門 その他 全体 割合

＜地域センタ （つくばセンタ 以外）＞

103人 632人 735人 14.0% 84人 558人 642人 13.1％

H21年度実績No.2342,2402,4511210



「中期計画 （方針）

総人件費に対する管理部門人件費割合の引き下げ

「中期計画 Ⅶ．２．（方針）」
・総人件費に対して、管理部門の人件費が占める割合を引き下げる。

● 管理部門人件費割合の引き下げの実現
・第１期中期目標期間 終年度である「平成１６年度」に対して、第２期中期目標期間の

終年度である「平成２１年度」においては 総人件費に対する管理部門の人件費を割終年度である「平成２１年度」においては、総人件費に対する管理部門の人件費を割
合を引きさげた。

管理部門 その他 全体 割合

平成１６年度 2 621 百万円 25 404 百万円 28 024 百万円 9 35％平成１６年度 2,621 百万円 25,404  百万円 28,024  百万円 9.35％

平成２１年度 2,567  百万円 24,970  百万円 27,537  百万円 9.32％

H21年度実績No.2342,2402,4511211



次期情報システムによる業務効率化・高度化

業務の電子化の推進（１/３）

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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業務の電子化の推進（２/３）

情報セキュリティに関する取組

情報セキュリティポリシーの改訂
・産総研の新たなセキュリティポリシー（基本方針、規程、実施要領、実施ガイド）の改訂を実施した。今後は、
本情報 ポ 知 も 情報 策 強 拡充を

情報セキュリティに関する取組

本情報セキュリティポリシーの周知とともに、情報セキュリティ対策の強化・拡充を図る。

情報セキュリティ監査
・情報セキュリティ強化の一環として 本年度終了等が判明した8部門を除く17部門を対象に セキュリティ情報セキュリティ強化の 環として、本年度終了等が判明した8部門を除く17部門を対象に、セキュリティ

監査を実施した。本年度の監査により、産総研の全ての部門等のセキュリティ監査を終了した。また、前年
度の監査指摘事項の改善結果について、フォローアップ監査を実施し確認した。さらに、研究実施部門が独
自に管理する外部公開サーバについて、セキュリティ診断（擬似的侵入検査）を実施した。本年度の診断に

産総 全 診 終 後 継続 監 施 も 監より、産総研の全てのセキュリティ診断を終了した。今後は、継続的な監査の実施とともに、その監査により
指摘された事項等をPDCAサイクルとして普及することにより、情報セキュリティの強化、拡充を図る。

不正アクセス・ウイルス感染対策不正アクセス ウイルス感染対策
・不正アクセス、ウイルス感染防止等の情報セキュリティ対策等の有益なツールであるURLフィルタリングシ
ステムについて、産総研全体のセキュリティ対策の一環として実導入を図った。今後は、サイトへのアクセス
状況を収集、分析し、情報セキュリティ対策の強化を図る。

セキュリティ教育
・新たなセキュリティポリシーの普及、啓蒙、セキュリティ意識の向上等のため、情報セキュリティe-ラーニン
グ研修用のコンテンツを全面的に見直し、新たなシステム環境に移行しサービスを提供した。今後は、 新
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グ研修用のコンテンツを全面的に見直し、新たなシステム環境に移行しサ ビスを提供した。今後は、 新
の情報セキュリティにかかるコンテンツを更新し、利用促進と機能充実を図るとともに、情報セキュリティ意
識の向上、維持を図る。



業務の電子化の推進（３/３）

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

業務・システム 適化計画に基づく 適化の実行

• 平成19年度に公表した「産総研ネットワークシステムAIST-LAN」及び「イントラネットシステム」の 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方式の見直しにより、平成 年度に年間保守費用を従来比約 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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施設の効率的な整備 （１/3)

安全で良好な研究環境を構築するため、長期的な施設整備計画を策定

■ マスタープランの位置付け

産総 施設 設備を持続的 提供するため 今後

■ 具体的な方針

① 既存施設改修にかかる整備方針• 産総研の施設・設備を持続的に提供するため、今後
20年間の長期的な視点から施 設整備の基本方針、
今後必要な資金計画など、施設整備を行うための基
本方針とするもの。

マスタ プランを基に 今後 中期計画毎に中期施設

① 既存施設改修にかかる整備方針

• 老朽化対策の計画的な実施。石綿除去、耐震化対策の

計画的な実施、施設リニューアルの計画的な実施。

• マスタープランを基に、今後、中期計画毎に中期施設
整備計画を策定。

■ 基本方針

② 新棟建設・高度化改修にかかる整備方針

• 施設の計画的配置や、研究目的の変化に対応できる 汎

用性をもった施設の整備。

• スクラップ＆ビルドや改修を基本とし、現状規模を増
強しない(維持管理や光熱水料などのランニングコスト
の抑制）

③ 投資効果と資産の活用 適性にかかる整備方針

• 維持費や光熱水料などのコスト縮減を図るスクラップ＆ビ

ルドによる集約化。

• 安全で安心な研究環境を持続的に整備（ゾーン化に
より安全管理の向上）

• 効率的で効果的な投資効果の高い施設整備（改修費、
維持費、光熱水料などトータルコストの縮減）

• 施設運営と安全管理の向上を図る研究分野別・研究領域

毎のゾーン化による効率化。

• 設備投資（イニシャルコスト）、維持管理費等（ランニング
• 地球環境に配慮した施設整備（高効率機器の積極的

な導入など省エネルギーの推進）

設備投資（イ シャルコスト）、維持管理費等（ラン ング

コスト）抑制のため、要求仕様の十分な精査。

• 高効率機器の計画的な導入などによる省エネルギーの

促進。
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施設の効率的な整備(2/3)

良好な研究環境を提供するための計画的な老朽化対策

・概要

全体的に老朽化が著しい建物（北海道センターガス化庁舎）について、現状の研究に必要な環境

を提供するためのリニューアル改修を実施を提供するためのリニュ アル改修を実施。

・改修の効果

①既存施設を活用した最適な研究環境の再生

②断熱サッシの採用や空調の空冷化により約５０％の省エネを実現

床・天井など内装の
全面全面

改修と研究設備等
の整備

改修前空調の空冷化 改修前

216

断熱サッシによる省エネ 改修後
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１7FY工事完了 １８FY工事完了

施設の効率的な整備(3/3)

良好な研究環境を提供するための計画的な耐震化対策・石綿除去
＜耐震対策実施状況＞

１7FY工事完了
 1棟

１８FY工事完了
2棟

１９FY工事完了
4棟

■ 耐震化対策 （平成２７年度までの完了を目指した計画的な対策）

２０FY工事完了
1棟

２１FY工事完了
8棟

未実施,
15棟

工事実施中
5棟外部ブレ スによる補強 内部ブレ スによる補強および 5棟

石綿除去完了率

外部ブレースによる補強
(北海道)

■ 石綿除去 （平成２５年度までの完了を目指した計画的な除去）

内部ブレースによる補強および
設備リニューアル(関西)

＜ ＞

9.3%

11.4% 平成19年度実績

平成20年度実績

平成21年度実績

■ 石綿除去 （平成２５年度までの完了を目指した計画的な除去）

13.8%

65.5%

未除去

対象面積：70,000㎡

19FY実績：6,500㎡
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除去作業 代替品の取り付け

20FY実績：7,945㎡

21FY実績：9,640㎡
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中国センターの移転整備

■ 移転整備の目的 《中国センターの移転整備に関する基本方針 H19.8》

中国センターは、中国地域（岡山、広島、山口、島根、鳥取５県）における高い産業集積と優れた自然環境の中で、連携に
基づく地域発イノベーションを創出し、バイオマスエネルギー利用に関する国際水準の研究開発と人材育成機関として展開
する。

■ 研究機能の整備 《中国センタ の移転整備に関する基本計画H20 3》

・概ね１５０人程度の研究者、事務系職員が活動を行う研究本館、
装置実験を主体とする実験別棟などを整備。

学 験室 換気 験 ガ 管等

■ 研究機能の整備 《中国センターの移転整備に関する基本計画H20.3》

平成２２年３月完成

・化学系実験室には局所換気設備や実験用ガス配管等を備える。
・生物系の実験室についても設置する。
・バイオマスベンチプラント等が設置できる大空間実験室を設ける。

建設地：広島県東広島市鏡山3丁目11番32号

敷地面積：10,112.12㎡

■ 施設概要 平成２２年３月完成

■ 省エネ対策

延べ床面積（合計）：9,371.33㎡

研究本館：7,356.09㎡（地上５階、低層部２階）

実験別棟：1 813 88㎡（地上１階一部２階）

・日照負荷低減のための建物配置計画

・外壁断熱、窓ガラス熱反射シートの採用

・空冷空調方式による高効率個別空調方式の採用
実験別棟：1,813.88㎡（地上１階一部２階）

付属棟 ： 201.36㎡

事業規模：約５８億円（関連経費含む）
設計期間：平成19年12月20日～平成21年1月15日

・実験室空調換気回数の精査（化学系、物理系毎に定義）

・ドラフトチャンバーの小型化による給気量削減

・ポンプ類に高効率モーターを採用
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設計期間：平成19年12月20日～平成21年1月15日
工事期間：平成20年12月8日～平成22年3月24日

・高効率照明、照明明るさ・人感ｾﾝｻｰ、一部にLED照明を採用

・太陽光発電（18kw） 等 など
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Ⅱ ２ 職員の能力を 大化するためにⅡ-２．職員の能力を 大化するために
講じる方策

（１）柔軟な人事制度の確立（１）柔軟な人事制度の確立
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平成２１年度の研究職員採用決定者数は９０名。うち任期付職員７６名（８４．４%）

研究職員採用決定者数の推移

200

250 招へい型任期付研究員

研究テーマ型任期付研究員

産業技術人材育成型任期付研究員採

100

150

200 産業技術人材育成型任期付研究員

若手育成型任期付研究員

任期無し（中堅・試験採用）

採
用
決
定
者
数

50

100
数
（
人
）

0

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年度

採 制度採用制度 Ｈ１３ＦＹ Ｈ１４ＦＹ Ｈ１５ＦＹ Ｈ１６ＦＹ Ｈ１７ＦＹ Ｈ１８ＦＹ Ｈ１９ＦＹ Ｈ２０ＦＹ Ｈ２１ＦＹ

任期無し（中堅・試験採用） 11 16 18 32 34 29 23 15 14

若手育成型任期付研究員 56 34 104 168 0 0 0 0 0

産業技術人材育成型任期付研究員 0 0 0 0 0 42 23 11 62

(注）採用決定者数は 各年度の採用審査での合格者数

研究テーマ型任期付研究員 0 0 0 0 71 22 10 15 9

招へい型任期付研究員 12 20 15 14 2 2 3 0 5

合計 79 70 137 214 107 95 59 41 90
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(注）採用決定者数は、各年度の採用審査での合格者数。
⇒・採用辞退者（Ｈ２１ＦＹ １名）を含む。

・雇用開始日は審査の翌年度が原則だが、一部前倒し採用あり。
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優秀かつ多様な人材の確保（１/２）

男女共同参画推進のアクションプランを実施するため「男女共同参画室」 （平成１８
年度設立）を中心にプランの本格的取組を開始

職員の意識改革、所内外への浸透
・ つくば近隣の６研究教育機関による男女共同参画合同シンポジウムを主催（２１年９月）・ つくば近隣の６研究教育機関による男女共同参画合同シンポジウムを主催（２１年９月）

・ 同シンポジウムにおいて６研究教育機関の長による男女共同参画宣言の発表

■ 女性職員の採用（平成２１年度新規採用者）■ 女性職員の採用（平成２１年度新規採用者）

・ 研究職員の採用 ９人 ３０．０％ （参考：第１期中期目標期間 ６．９％）

・ 事務職員の採用 １１人 ６４．７％ （参考：第１期中期目標期間 ４２．９％）

■ 勤務環境整備等（平成２１年度実績）

・ イントラに「産総研子育て広場」、「子育て情報交換掲示板」を開設、随時更新

・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 １３人研究 業務補助職員確保制度 よる代替要員 手当

・ 所内一時預かり保育所 ３カ所運営（つくば、関西、中部）
２１年度利用実績 つくばセンター託児室： 未就学児童１８６１人、児童４９２人

・ 育児特別休暇制度 平成２１年１月～平成２２年３月利用実績 ５３人、男性利用比率６８％

・ 「茨城県子育て応援企業表彰」の仕事と子育て両立支援部門で「優秀賞」を受賞

・ 介護と仕事の両立支援策の検討 介護に関する勉強会を３回開催

イントラに介護情報提供のための「介護広場」 「介護情報交換掲示板」を開設・ イントラに介護情報提供のための「介護広場」、「介護情報交換掲示板」を開設

・ 平成２１年７月に公布された改正育児・介護休業法に準じ、介護休暇制度を創設

H21年度実績No.2705,2706221



優秀かつ多様な人材の確保（２/２）

科学技術分野への女性の参画促進のため、科学技術振興調整費「女性研究者支
援モデル育成」事業（H19-21）による女性研究者の育成 （平成21年度実績）

目的：楽しく自信に溢れた女性研究者数を増加させること

■ 意欲をエンカレッジ（意欲触発）する支援を行う。
・ ロールモデルとの懇談会 １０回開催、ロールモデル・エッセイ集 ２冊発行

エンカレ ジングセミナ リ ダ シ プ講座等 ８回開催・ エンカレッジングセミナー リーダーシップ講座等 ８回開催

・ キャリアアドバイジング・カウンセリング 個別相談実績 ３７６回（６２人）

職場環境を整え研究活動の意欲を実践する支援（実践支援）を行う 集■ 職場環境を整え研究活動の意欲を実践する支援（実践支援）を行う。
・ 一時預り保育支援制度やキャリアカウンセリング

導入のノウハウを他機関に提供

エッセイ集 Vol.4

・ 育児や介護の休暇・休業制度に関する情報交換

■ コンソーシアム形式のオフィスで、上記支援策を共有
ンカレ ジングセミナ （共用講堂）

・ ダイバシティサポートオフィス会員（加入順）：

森林総合研究所、物質・材料研究機構、 農業環境技術研究所、千葉大学、筑波大学、神戸大学、

農業・食品産業技術総合研究機構、土木研究所、国立環境研究所、国際農林水産業研究センター、

エンカレッジングセミナー（共用講堂）

農業生物資源研究所及び産総研の１２機関

※下線の機関は、前述の合同シンポジウム開催6研究教育機関を指す。

H21年度実績No.2706222



プチ・チェリー （つくば） 年度別利用実績

つくばセンター託児室の利用実績

プチ チェリ （つくば） 年度別利用実績

利用職員数(延べ人数) 利用児童数(延べ人数) 利用時間(延べ時間）

契約 乳児/ 乳児/
職員

契約
職員

乳児/
幼児 児童

乳児/
幼児 児童

平成１４年度 1,520 895 2,229 187 13,312 1,286平成１４年度 1,520 895 2,229 187 13,312 1,286 

平成１５年度 1,739 1,208 2,607 340 16,665 2,686 

平成１６年度 1,820 1,203 2,620 453 15,074 3,147 平成 年度 , , , , ,

平成１７年度 1,447 1,420 2,483 384 14,971 2,995

平成１８年度 1,323 1,172 2,049 446 12,016 3,204

平成１９年度 1,240 656 1,410 486 8,226 3,758

平成２０年度 1,176 758 1,485 449 9,587 3,323

年間収支（平成21年度）

保育料収入 3 900千円
年間収支（平成20年度）

保育料収入 101千円

平成２１年度 1,313 1,040 1,861 492 12,766 3,580
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保育料収入・・・ 3,900千円
支出・・・・・・ 13,771千円

保育料収入・・・ 3,101千円
支出・・・・・・・・ 12,387千円

H21年度実績 No.2706



促 進

多様なキャリアパスの確立

研究職員を研究関連部門へ配置することにより 多様なキャリアパスを実現

所 内 流 動 化 の 促 進

研究職員を研究関連部門へ配置することにより、多様なキャリアパスを実現

・ 研究ユニットから研究関連部門（産学官連携推進部門、知的財産部門、国際部門）へ

異動した研究職員数 平成２１年度： ２名異動した研究職員数 平成２１年度： ２名

究職員を管 部 する 管 部 性 高度 寄与研究職員を管理部門に配置することにより、管理部門の活性化・高度化に寄与

・ 研究ユニットから管理部門（研究業務推進部門、能力開発部門、財務会計部門、研究

環境整備部門）へ異動した研究職員数 平成２１年度 ： ４名環境整備部門）へ異動した研究職員数 平成２１年度 ： ４名

高齢者雇用対策の一環として制度化したシニアスタッフ制度により、研究職員を
研究関連・管理部門へ配置

・新たに配置した研究職員数 平成２１年度 ：１９名

224

究 員数 成 年度

H2１年度実績No.2801,2811



非公務員型移行を活かした人材交流の促進

１．兼業制度による大学・企業・公的機関との人材交流（派遣）

高校、大学等教育機関
民間企業、独法等
（公益法人を含む）

国（METI等）、地方自治体
法

外部への派遣数
（延べ人数）

３６５名

※非常勤講師、
特任教授

６５４名

※技術顧問、
技術アドバイザ

２０２名

※ 委員会委員、

２ 外来研究員制度（国際を除く）による大学 企業 公的機関との人材交流（受入）

特任教授、
客員教授 等

技術アドバイザー、
ピアレビュアー 等

※ 委員会委員、
技術アドバイザー 等

２．外来研究員制度（国際を除く）による大学・企業・公的機関との人材交流（受入）

高校、大学等
教育機関

民間企業、独法等
（公益法人を含む）

国（METI等） 、

地方自治体

３．出向制度による大学・企業・公的機関との人材交流（出向・受入）

外部からの受入数 ５６４ １４７ ３８４

高校、大学等

教育機関

民間企業、独法等
（公益法人を含む）

＊国（METI等）、

地方自治体

外部への出向数 ５ ３５ １１９

225

外部からの受入数 0 ４８ ４４

＊経産省、内閣府、文科省等の国の機関および地方自治体の機関

H2１年度実績No.2901,4501



Ⅱ ２ （２）職員の意欲向上と能力Ⅱ-２-（２）職員の意欲向上と能力
開発開発
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研修制度

人材育成の観点から 職員等の業務に必要な知識 技能を修得させることを目的とする

高い専門性と見識を有する人材の教育(1/2)

・人材育成の観点から、職員等の業務に必要な知識・技能を修得させることを目的とする。

・職員等の自己啓発によるスキルアップを図るため、職員等基礎研修、キャリア開発研修、

プロフェッショナル研修を企画・立案し、実施した。

１． 職員等基礎研修
産総研の職員等が日常的に理解すべき基礎知識（コンプライアンス、服務と規律、安全管理、研究者行動
規範、情報セキュリティ等）の獲得を支援する。

２． 階層別研修
職員個々が自己開発及びキャリア開拓に向けた自己啓発に正面から取り組む契機とさせ、組織目的とも

整合したキャリア開拓に発展させていくことを支援する。

３．プロフェッショナル研修
職務遂行の高度化のため、①職務ノウハウの蓄積・継承による方法論的確立、②特定分野の 先端の
知識・技術の獲得、③職員一人ひとりの職務遂行能力の向上、④産総研で獲得できない知識・技術の
習得を支援する習得を支援する。

受講者数回 数 講義数コース

平 成 ２ １年 度 研 修 実 績

７６０

３０４

１，０３０

２４

１１

１２ ７２３職員等基礎研修

２７６１３ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ研修

１２４１０階層別研修
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２，０９４４７ ４７２２６計

ﾌ ﾌ ｯｼｮﾅﾙ研修

H2１年度実績No.1601,2801



○平成２１年度から階層別研修及びプロフェッショナル研修を柱とする体系に再編

高い専門性と見識を有する人材の教育 (2/2)

○平成２１年度から階層別研修及びプロフェッショナル研修を柱とする体系に再編

階層別研修
ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修

プロフェッショナル研修

経営幹部研修／「組織の経営－ビジョンと戦略」

リーダー研修／ 「組織の主導－戦略と構想」

産学官連携研修

知的財産研修
研修／ 組織 導 戦略 構 」

マネジメント研修／「推進・展開の要－チームビルディング」

中堅職員プ グレス研修/「組織を活用した自己実現 新中堅研究職員研修/「チ ムを率いての自己実現

知的財産研修

財務会計研修

ベンチャ センタ 人材育成研修中堅職員プログレス研修/「組織を活用した自己実現」 新中堅研究職員研修/「チームを率いての自己実現」

再編若手研究職員研修/「持続的自己開発に向けて」若手職員プログレス研修/「持続的自己開発に向けて」

ベンチャーセンター人材育成研修

能力開発部門研修

広報研修

2年目研修／「産総研職員としての自立－技術を社会へ」

新規採用職員研修／「産総研職員心得の習得－社会の中で社会のために」

広報研修

研究組織評価研修

スキルアップ・自己研修（英語、民法、教材貸出）

外部研修（語学、資格、他省庁）その他の研修、育成事業
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派遣研修（海外、国内、語学）職員等基礎研修 メンター・メンティー制度 OJTプログラム

H2１年度実績No.2801



主な表彰の概要と受賞者（受賞日ベース） （1/2)

表彰名 賞の概要 受賞者 受賞日

平成２１年度科学技術に関する文部
科学大臣表彰科学技術賞
（開発部門 （２件））

我が国の社会経済、国民生活の発展
向上等に寄与し、実際に利活用されて
いる画期的な研究開発若しくは発明を
行 た者を対象とする

・日置 昭治、大畑 昌輝、

衣笠 晋一、松山 重倫

（計測標準研究部門）

・相浦 義弘

平成21年4月14日

（開発部門 （２件）） 行った者を対象とする。 相浦 義弘

（エレクトロニクス研究部門）

・関口 智嗣、田中 良夫、

中田 秀基（情報技術研究部門）

平成２１年度科学技術に関する文部
科学大臣表彰科学技術賞
（研究部門 （３件））

我が国の科学技術の発展等に寄与す
る可能性の高い独創的な研究又は開
発を行った者を対象とする。

中田 秀基（情報技術研究部門）

・高辻 利之、尾藤 洋一、

大澤 尊光（計測標準研究部門）

・秋山 守人、上野 直広、田原 竜夫

岸 和司、野間 弘昭

平成21年4月14日

、

（生産計測生産研究センター）

平成２１年度科学技術に関する文部
科学大臣表彰科学技術賞

萌芽的な研究、独創的視点に立った研
究等、高度な研究開発能力を示す顕著
な研究業績をあげた 歳未満 若手

・中川 誠司
（人間福祉医工学研究部門）
小村 豊

平成21年4月14日科学大臣表彰科学技術賞
（若手科学者賞 （２件））

な研究業績をあげた40歳未満の若手
研究者を対象とする。

・小村 豊
（脳神経情報研究部門）

平成21年4月14日

平成２１年度科学技術に関する文部 優れた創意工夫により職域における技
・渡邉 和明（地質調査情報センター）平成２１年度科学技術に関する文部

科学大臣表彰創意工夫功労者賞（２件）
術の改善向上に貢献した者を対象とす
る。

渡邉 和明（地質調査情報センタ ）

・福田 健一（計測標準研究部門）
平成21年4月13日
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主な表彰の概要と受賞者（受賞日ベース） (2/2)

表彰名 賞の概要 受賞者 受賞日

産学官連携功労者表彰
（日本経済団体連合会会長賞）

大学、公的研究機関、企業等における産学官連携

の推進に多大な貢献をした優れた成功事例（産業

界の視点から特に顕著な功績又は功労があった

と認められる者）に関し、その功績を称えることに

・村上 敬宜

（水素材料先端科学
平成21年6月20日

主催：産学官連携推進会議
と認められる者）に関し、その功績を称えることに

より、我が国の産学官連携活動の更なる進展に寄

与する

（水素材料先端科学

研究センター）

井上春成賞

大学、研究機関等の独創的な研究成果をもとにし
て企業が開発、企業化した技術であって、わが国

・湯浅 新治井上春成賞
主催：井上春成賞委員会事務局

科学技術の進展に寄与し、経済の発展、福祉の向
上に貢献した ものの中から特に優れたものについ
て研究者および企業を表彰する

・湯浅 新治

（エレクトロニクス研究部門）
平成21年7月15日

第 回 くば賞

茨城県内において科学技術に関する研究に携わり
顕著な研究成果を収めた研究者（基礎・応用・開発第20回つくば賞

主催：（財）茨城県科学技術振興財団

顕著な研究成果を収めた研究者（基礎・応用・開発
を問わず理工学及び生命科学などの研究分野に
携わっている研究者）を顕彰し，研究者の創造的な
研究活動を奨励する

・湯浅 新治

（エレクトロニクス研究部門）
平成21年11月20日

我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルに ・畠 賢治

日本学術振興会賞
主催：（独）日本学術振興会

おいて発展させるために、創造性に富み優れた研

究能力を有する若手研究者を早い段階から顕彰す

る

（ナノチューブ応用研究センター）

・湯浅 新治

（エレクトロニクス研究部門）

平成22年1月27日

日本学士院学術奨励賞 日本学術振興会賞受賞者のうち、今後の活躍が ・畠 賢治日本学士院学術奨励賞
主催：日本学士院

日本学術振興会賞受賞者のうち、今後の活躍が

特に期待される若手研究者に授与する

畠 賢治

（ナノチューブ応用研究センター）
平成22年1月27日

茨城県子育て応援企業表彰
（優秀賞）

仕事と家庭の両立支援に顕著な成果があった企業

や、子育て家庭を対象とした支援に積極的に取り
・独立行政法人

産業技術総合研究所
平成22年2月9日
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主催：茨城県 組んでいる企業を表彰する
産業技術総合研究所

H20年度実績No.H21年度実績No.905, 2706



Ⅱ ３ 環境・安全マネジメントⅡ-３．環境・安全マネジメント

・安全衛生の向上安全衛生の向上
・省エネルギーの推進と環境へ
の配慮の配慮
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環境安全マネジメントシステムの導入

環境に配慮した安全で快適な職場環境を実現するため、環境安全マネジメント環境に配慮した安全で快適な職場環境を実現するため、環境安全マネジメント
システム（ESMS）を全事業所で運用開始

環境安全マネジメントシステム（ESMS）

環境マネジメントシステム（ISO14001）と労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS18001）を

統合した産総研独自のマネジメントシステム

環境安全マネジメントシステム（ESMS）

平成２１年度までに一部（東京本部等）を除き全ての事業所で運用開始

各事業所の事務局を対象にシステム内部監査（ＰＤＣＡサイクルのＣ）講習会を開催

外部講師によるマネジメントシステム講習会を開催外部講師によるマネジメントシステム講習会を開催

内部監査を実施し、改善点、評価点を各事業所で情報共有

環境安全マネジメントシステムの概念図

(Action)

継続的改善

(Plan)

ESMS運用の効果

法令及び自主管理基準の遵守等をＰ（計画）、Ｄ（運用）、
Ｃ（点検）、Ａ（見直し）により、効率的に実施可能となる。

(Check)

マネジメントレビュー
環境側面の特定

環境影響評価

危険源の特定

リスクアセスメント

ESMS運用の効果

各事業所の運用により、課題点の情報共有、ノウハウの
フィードバック等が行われ、全体的な環境安全衛生管理
の水準向上が図られる。

点検
監視及び測定
是正措置

環境安全マネジメント
プログラム作成
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(Do)
実施・運用
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専門的事項の安全管理（ライフサイエンス、放射線、薬品管理）

ライフサイエンス実験の倫理安全管理及び法令遵守ライフサイエンス実験の倫理安全管理及び法令遵守

ライフサイエンス関連の７つの倫理・安全委員会を着実に運営

ヒト由来試料、組換えＤＮＡ、動物実験研究現場の外部専門家による実地調査を実施

組換えＤＮＡ、動物実験従事者に対する合同教育訓練の開催及び個別教育（計36回）へ対応

つくばセンターにおける動物実験施設集約化の具体案を策定

放射線業務従事者登録システムに、つくばセンター各事業所に分散する記録約3000名分を集約

放射線管理体制の強化

同システムを地域センター（８拠点）に展開し、全事業所の従事者の統一的管理を実現

エックス線教育訓練ビデオを利用し、地域センターを含めた個別教育（計59回）へ対応

薬品管理の徹底及びナノ材料の安全管理

薬品管理システムの機能強化により、保有量制限のある薬品のユニット/グループ長による
保管状況確認を可能として 法令遵守を一層徹底保管状況確認を可能として、法令遵守を 層徹底

不用薬品や所有者不明の薬品類を処分するため、全研究室、倉庫等を点検し、適正管理を推進

ナノ材料取扱作業者の作業現場におけるばく露防止のため、国内の研究機関に先駆けて、
「 料ばく露防 ガ ド を制定
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「ナノ材料ばく露防止のためのガイドライン」を制定
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省エネルギーの推進と環境への配慮

「環境報告書２００９」の作成・公表「環境報告書２００９」の作成 公表

環境配慮促進法施行により２００６年（２００５年事業分）から公表義務

産総研は義務化以前の２００５年（２００４年事業分）から公表

全研究拠点を対象範囲に作成

編集段階から外部識者と意見交換を行なうことで信頼性を確保

【２００９年版の特徴】

編集段階から外部識者と意見交換を行なうことで信頼性を確保

安全管理上の課題対応や広報活動など社会性報告を意識して作成

外部識者による第三者意見を掲載外部識者による第三者意見を掲載
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「環境報告書2009」
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地球温暖化対策

■ 優先的実施施策による省エネルギー対策の推進

(1)施設設備の改修
・ 情報棟・スーパークリーンルーム棟熱源改修

（16年度比 ▲4.0％ ）

ポ プ ブ イ バ タ化改修

（断熱前） （断熱後）

(2)設備の運用改善

・ ポンプ・ブロアーのインバータ化改修
（16年度比 ▲0.2％ ）

・ 空調機等の省エネチューニング
（16年度比 ▲1 7％ ）

(3)意識の醸成

・ 夏季・冬季省エネキャンペーン
・ クールアース・デー 2009＠産総研 等

（16年度比 ▲1.7％ ）

省エネ対策（蒸気バルブの断熱）

21年度月別エネルギー使用量

350

16年度

21年度目標

21年度実績

■ ２１年度エネルギ 使用量実績 250

300

TJ

省エネルギー施策実施によ
り

■ ２１年度エネルギー使用量実績
▲15%

200

250TJ
▲15％

Ｈ22 3月において 16年度比 ▲１５％達成
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150

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ｈ22.3月において 16年度比 ▲１５％達成
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Ⅱ-４．業務運営全体での効率化
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契約手続きの適正な業務遂行

十分な公告期間の確保・産総研契約監視委員会の設置及び点検・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%

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
加できない場合は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。

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）



業務の見直しによる効率化

成 年度 効率 達成 主な 組

リサイクルシステムの活用による保有資産の有効活用

■ 平成21年度における効率化目標達成のための主な取り組み

・リサイクルシステムの活用による保有資産の有効活用

（約３７０百万円／業務経費・一般管理費） （※）

・広報事業の見直し等による広報経費の削減

（約１３百万円／業務経費・一般管理費）

・購入雑誌の見直し等による図書経費の削減

（約６．５百万円／業務経費）

・研究関連・管理部門の旅費、消耗品費等経費を前年度比１２％削減

・第３期に向けた業務改善による経費削減アイデア募集を実施

※新たに購入したと仮定して価格を積み上げて算出
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所内リユースの促進

リサイクルシステムを活用し、資産の有効活用を積極的に推進

資産不用決定の手続きとリサイクル物品情報システムへの登録を連動させる等
の積極的な取り組みにより、同システムを活用した所内リユースを促進。登録件
数は前年度比 約 増加数は前年度比で約６４％増加。

＜所内リユース取引の実績＞

リユース取引が成立した

300

400

4,000

5,000

6,000

7,000 登録件数 成立件数（件） （百万円） 削減効果
リユ ス取引が成立した
４９８件のうち、財務会計シス
テムに登録してある資産
（取得価格１０万円以上）

取得価格 見積もると

0

100

200

0

1,000

2,000

3,000

,

3,562
件

710件 498件

約３７２
百万円

5,843
件

約３３６
百万円

の取得価格で見積もると、

約３．７億円の経費削減効果
00

＜所内リユース取引の内容＞ ＜リユースされた主なもの＞

プＯＡ 事務 計測 理化学

２０ＦＹ ２１ＦＹ ２０ＦＹ ２１ＦＹ ２０ＦＹ ２１ＦＹ

・ＯＡ機器 ：パソコン、ディスプレイ等

・事務機器：机、スチール棚等

・計測機器：質量分析計、分光器等

・理化学機器：レーザー 電気炉等

区分
ＯＡ
機器

事務
機器

計測
機器

理化学
機器

その他 合計

登録件数 1,928 503 849 1,459 1,104 5,843
・理化学機器：レーザー、電気炉等

・その他 ：トナーカートリッジ、実験台等
うち成立 215 39 45 134 65 498
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業務品質の向上

■ 『業務改善提案箱』の運営

• イントラネット上で業務改善提案箱（システム）を運営。業務改善提案を広く所内から募り、

その検討状況等をイントラに公開。

職員 利便性 向上と 職員から 提案意図 確な把握 ため 担当部署から直接• 職員の利便性の向上と、職員からの提案意図の正確な把握のため、担当部署から直接、

提案者の意図を確認できる仕組みを活用しながら、担当部署のみでの回答が困難な案件

については、業務推進本部事務局が調整を図り、全ての提案について回答を行った。

■ 業務品質向上推進運動

• コミュニケーションの促進、人材育成、生産性の向上等に資する「10の取り組み」を示し、全

ての研究関連・管理部門において統一的に取り組みを行った。

• また、結果を共有しながらPDCAサイクルを廻すことにより、継続的に研究支援業務の質的

な向上を図った。

「10の取り組み」
①部会・室会の定例開催、②ミーティングアジェンダの事前配布、③部門内セミナーの実施、④ 外部セミ

ナーへの参加及び成果の部室への共有、⑤業務に関連する課題を設定しレポート作成、⑥スケジュール
の作成 ⑦イントラ掲載情報等の見直し ⑧初心者向けマニ アルの整備 ⑨課題管理表の作成 整理

H21年度実績No.2321,2331

の作成、⑦イントラ掲載情報等の見直し、⑧初心者向けマニュアルの整備、⑨課題管理表の作成・整理、
⑩メール発信の工夫
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効率化意識の向上

■ 時間外労働縮減の取り組み■ 時間外労働縮減の取り組み

• 長時間労働が常態化（ 3ヶ月連続して労使協定の上限を超える者がいる）しているユニット

に対して以下の対策等を実施に対して以下の対策等を実施

管理監との意見交換・指導の場を設けユニット長に対して指導

ユニット長が該当職員に対して指導するとともに、業務の配分の変更等を行うなどの改善

改善状況を管理監に対して報告

• 毎週水曜日をノー残業デーとし、全事業所における定時退庁時間後（19時以降）の巡視を

実施することにより 労働時間管理の意識の向上に寄与した

■ 業務効率化に関する人材育成（研修等）

実施することにより、労働時間管理の意識の向上に寄与した。

■ 業務効率化に関する人材育成（研修等）

• 職員基礎研修の中で、業務効率化に資する企画力などの向上を目的として研修を実施

業務品質向上推進運動 お 各部門 独自 ナ 等を実施• 業務品質向上推進運動において、各部門で独自にセミナー等を実施
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研究支援業務の改善に向けた取り組み

■ 研修業務の改善

研修業務 効率化 受講者が受講しやす 研修情報 発信手法などを集中的に検討し・ 研修業務の効率化、受講者が受講しやすい研修情報の発信手法などを集中的に検討し、
研修業務のアウトソーシングの本格的導入に向けた実施計画を策定。

＜研修業務のアウトソーシング実施計画の骨子＞＜研修業務のアウトソ シング実施計画の骨子＞
(1) 担当部署毎の散在的な運営、研修情報の散在的な情報発信状況を改善するため、

研究関連・管理部門の研修運営業務の一本化と研修ポータルサイトの構築を図る。

(2) 各部門内で開催されるOJT的研修 事務手続き等部門業務に係る説明会等を除き(2) 各部門内で開催されるOJT的研修、事務手続き等部門業務に係る説明会等を除き、
原則として、アウトソーシングにより研修を実施。

(3) 23年度からのアウトソーシング導入に向けて、関係部門からなるチームを22年度に編

施設整備業務のうち補修（緊急修繕）に いては その都度契約を行う方式としていたが

■ 施設整備業務の改善

成して加速的に推進。

・ 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。

・ 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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→ 品質確保と工期短縮（約１ヶ月）の改善を図った。
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