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Ⅱ-１-＇１（研究機器や設備の効率的な
整備と活用
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経済性及び効率性を考慮した施設整備＇０．１（

第２期中に実施する施設整備計画＇骨子（の策定

■ 中期施設整備計画の位置付け

施設整備費補助金による予算措置の
減尐、運営費交付金の逓減など限られた
予算資源の中で、効率的な施設の整備を
図る必要がある。

長期施設整備計画＇マスタープラン（に
基づき、より具体的な施設整備を計画し、
優先して整備すべき施設から効率的に
整備していくため、第２期中期施設整備
計画を策定。

■ 具体的な計画

①老朽化対策

• 電力・給排水・排ガス・外壁建具・空調設備・廃水処理配
管・高圧ガス・エレベーター設備・その他の改修

• 廃水処理場、特高などの基幹インフラの改修

②石綿対策

• 「石綿含有吹きつけ材除去計画」＇平成22～25年度（によ

る改修

③ 耐震化対策

• 「耐震化計画基本方針について」＇H20.6研究環境整備部

門（による改修

＜第２期中期施設整備計画の概要＞

〇 期 間９平成22～26年度＇5ヵ年（

〇 事業費＇施設整備費補助金（９172.91億円

２本柱としての計画策定

H22年度実績No. 222010
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経済性及び効率性を考慮した施設整備＇１．１（

H22年度実績No. 221110, 222010

経済性・効率性の観点による既存施設の有効活用

・概要

老朽化対策による投資と合わせて既存施設を有効に活用するため、多様化する研究に伴う施設の
需要に対して、既存施設の計画的な保全を行うとともに、老朽度の判定、改修時の費用対効果等を
総合的に勘案した上で、集約、改修、解体など、その施設を求められる機能に整備する。

①汎用性が低い、小規模、利用率が低い、維持・補修費用が

嵩む、エネルギー効率が悪い建物

研究上の重要性、研究分野別・

研究領域毎のゾーン化を考慮し、

集約化、閉鎖、解体

②研究本館、大規模な別棟、共用インフラを有する別棟など

中核となる建物

①＋②以外の建物

継続使用を前提に、耐震改修、

石綿除去、設備の補修を実施

汎用性・変更の容易性、大型機器

の有無、残存耐用年数、老朽化状

況などの観点に留意し、継続使用、

集約化、閉鎖、解体を判断

・平成１２年１月１７日に秋葉原事業所を廃止した。職員はつくばに再配置し業務の集約、効率化を図った。

研究組織及び事業の機動的な見直し
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施設・整備の有効活用

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

■ 耐震化対策 ＇平成１６年度までの完了を目指した計画的な対策（

外部ブレースによる補強(つくば)

■ 石綿除去 ＇平成１４年度までの完了を目指した計画的な除去（

除去前 除去後

耐震ﾌﾞﾚｰｽ取付(中庭)＇関西（

＜耐震対策実施状況＞

H22年度実績No. 222010

＜石綿除去完了率＞

対象建物数 ９ 36棟
工事完了 ９ 19棟
工事実施中 ９ 4棟
未実施 ９ 13棟

対象面積 ９82,000㎡
19FY実績９ 6,938㎡
20FY実績９ 9,285㎡
21FY実績９16,127㎡
22FY実績９ 3,873㎡
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先端機器共用(IBEC)イノベーションプラットフォーム
IBEC: ICT, Biotechnology, Energy & environment technology, Converging technology
IBECの果たすべき役割

・最先端の機器・ノウハウを社会と共有することで、オープンイノベーションの協創場を提供。
・異分野融合の促進、新規研究分野への参入障壁の低減。
・研究開発支援や技術移転によるソリューションの提供。
・常に最適なインフラを提供するための、人材育成・キャリアパス制度の整備。
・最先端研究インフラの整備と維持・更新に関する仕組みづくり。

IBECが提供する8つのサービス
1. 技術相談 2. 装置利用
3. 技術支援 4. 成果育成支援
5. 実地研修 6. 人材育成
7. 情報発信 8. 産総研内外の機関とのネットワーキング

最先端研究施設を社会と共有するための拠点＇IBEC（整備

H22年度実績No. 222020

平成22年度の主な実績

 外部公開チームに、NMRチームとナノ計測チームを加
え、さらに充実したサービス提供を行った。
 内部共用チームとして、試作チームと分析チームを加
え、多様な共用サービスの提供を開始した。
 TIA活動におけるコアインフラの一翼を担うべく、TIA中
期計画策定に参加した。
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Ⅱ-２－職員が能力を最大限発揮する
ための取組
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Ⅱ-２-＇０（女性や外国人を含む優秀かつ
多様な人材の確保及び育成
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研究職員採用制度の見直し

各研究分野毎に研究職員採用小委員会
を設置し、若手研究者に対する、採用か
らパーマネント化審査までの一貫した育
成体制を確立。

研究活動に活力を与える任期付研究職員制度を持続的に発展させる
ため、より優秀な若手研究者の採用を目指す。

博士課程修了予定者の就職活動時
期に合わせて、採用内定時期を従来
より早期化＇7月から5月に（。

●採用スケジュールの早期化

●研究職員採用委員会の強化

人事部と研究分野企画室との連携
を強化。大学･学会等において、産
総研の魅力や応募方法などを積極
的に周知。

●就職説明会の強化

採用委員会

応募者

研究ユニット

応募

推薦

推薦

採用審査 パーマネント化審査

採用計画書にもとづく
フォローアップ採用小委員会

任期
満了

採用 ０年 2年 3年 5年4年

H22年度実績No. 231010
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女性や外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保

H22年度実績No. 231020, 231050

・女性研究者採用比率の向上に向けて、研究分野の採用担当者に研究分野毎
の女性研究者候補者比率の調査結果を周知し、女性研究者の採用を促した。

・外国人研究者の採用については、英語版ホームページの研究者募集欄を通
じて、公募期間を平成21年度の1.5カ月から3カ月に延長した。

・リクナビ等主催の企業合同説明会＇11箇所（や、主要大学＇15箇所（、学会等＇
2箇所（の就職説明会等に参加するとともに、産総研主催の就職セミナーを4回
開催した。

・専門性の高い業務として、電気技術主任者と安全保障輸出管理担当者の合
計2名を特定業務任期付職員として中途採用を行った。

・イノベーション推進業務とファシリティマネジメント＇研究施設管理（業務に必要
な人材について関係部署と協議を行い、論点を整理した。
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優秀かつ多様な人材の確保＇０．１（

H22年度実績No. 231050

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０７
年度設立（を中心にプランの本格的取組を実施

■ 第２期男女共同参画推進策を策定
・ 産総研公式ウェブサイトへの公開

・ 産総研内外に推進策の冊子配布

■ 女性職員の採用＇平成１１年度新規採用者（
・ 女性研究職員の採用者数 ８人 (０／－８％)

・ 女性事務職員の採用者数 ８人 (４１－８％)

※カッコ内は新規採用者に占める女性の割合
※

■ ワーク・ライフ・バランス支援実績＇平成１１年度（
・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 ０１人

・ 所内一時預かり保育所 ２カ所運営＇つくば、関西、中部（
つくばセンター９ 未就学児童０３７７人、児童４０３人
関西センター ９ ５５人、中部センター ９ １１人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ２８人＇男性 ５１％（

・ 介護休暇制度＇平成22年4月導入（の利用者 ２５人＇男性 ４５％（
・ キャリアカウンセリング １１７回＇１８人（

■ 仕事と生活の両立支援
・ 「介護に関する勉強会」を開催
・ イントラ掲載「産総研子育て広場」、「子育て情報交換掲示板」を随時更新
・ イントラ掲載「介護広場」、「介護情報交換掲示板」を随時更新

＜第２期中期目標期間の共同参画に
かかるアクションプラン＞

０－多様性活用＇ダイバーシティ（意識の
啓発・浸透

１－女性研究者及び外国人研究者の
積極的な採用・活用

２－キャリア形成における共同参画の
ための方策

３－仕事と生活の調和＇ワーク・ライフ・
バランス（のための支援

４－国、自治体及び他の研究教育機関
等との連携

５－多様性活用＇ダイバーシティ（の
総合推進



192

優秀かつ多様な人材の確保＇１．１（

H22年度実績No. 231050

■ コンソーシアム「ダイバーシティ・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、

農業生物資源研究所、防災科学技術研究所★及び産総研の０２機関

★平成22年度加入会員

■ 意欲をエンカレッジする支援＇産総研内外（
・ ロールモデルとの懇談会 １回開催

・ エンカレッジングセミナー＇リーダーシップ講座/ストレスをなくす自分創り（ １回開催

■ 男女共同参画担当者向け支援＇産総研外（
・ DSO懇話会＇男女共同参画の連携/効果的なメンター制度（ １回開催

・ 一時預り保育支援制度やキャリアカウンセリング導入に関するノウハウを他機関に提供

・ 育児や介護の休暇・休業制度に関する情報交換

■ 「科学技術振興調整費＇女性研究者支援モデル育成（事業」における産総研課題

＇平成０８年度～１０年度（の事後評価において最高評価であるＳ評価を受けた。

男女共同参画推進のためのコンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス
＇ＤＳＯ（」＇平成０８年度設立（事務局の取組

本コンソーシアムは科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業中の「女性研究者グローバルエンカ
レッジング」(平成19-21年度（の一環として設立した。

平成１１年度から「女性研究者支援」→「男女共同参画推進」へ発展

エンカレッジングセミナー＇交流会議室（
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女性研究者の採用に係る指標

H22年度実績No. 231050

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY 第2期計 H22FY

研

究

職

採用者総数 146 112 82 54 30 424 83

うち女性採用者数 17 15 12 7 9 60 9

女性比率 11.64% 13.39% 14.63% 12.96% 30.00% 14.15% 10.84%

事

務

職

採用者総数 11 17 8 19 18 73 17

うち女性採用者数 4 11 6 17 11 49 9

女性比率 36.36% 64.71% 75.00% 89.47% 61.11% 67.12% 52.94%

研究系の全採用者に占める女性の比率を、第２期末までに第１期実績を上回る
０４％以上を確保し、更なる向上を目指す。

採用実績 ＇単位９人（

平成１１年度においては、女性研究者をターゲットとしたリクルート活動の一環として、女性研究
者の紹介記事を大学の就職情報誌に掲載した。また、「理系女子」限定の合同説明会に参加
するとともに、産総研ホームページでの周知を通じて、女性研究者の積極的な勧誘と広報を
行った。
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定年退職する職員の再雇用においては、シニアスタッフ制度を活用して、募集、
面談等を実施して、希望者全員の再雇用を行うこととした。

平成０８年度
定年退職者

平成１／年度
定年退職者

平成１０年度
定年退職者

平成１１年度
定年退職者 合 計

研究職員 ０／人 ０７人 １／人 ０３人 ５１人

事務職員 ３人 ６人 ７人 ０／人 １８人

合 計 ０３人 １４人 １７人 １３人 ８０人

在籍するシニアスタッフの人数＇平成１２年３月０日現在（

シニアスタッフ制度の活用
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０－ 職員等基礎研修
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（の習得を支援する。

１－ 階層別研修
個々の職員がキャリア開発に向けた自己啓発に正面から取り組む契機とさせるとともに、組織目的とも
整合したキャリア開発を支援する。

２－プロフェッショナル研修
職務遂行能力を高度化するため、①職務ノウハウの蓄積・継承による方法論の確立、②特定分野の
最先端の知識・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。

・人材育成の観点から、業務に必要な知識・技能を修得させることを目的とする。

・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、階層別研修、

プロフェッショナル研修を企画・立案し、実施した。

産総研における研修制度

コース 回数 受講者数 講義数

職員等基礎研修
＇e-ラーニング（

1 1 150 5

階層別研修 10 11 364 127

プロフェッショナル研修 8 57 674 118

計 19 69 1,188 250

平成１１年度研修実績

H22年度実績No. 231060～231090
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研究支援業務における専門性を持った人材の育成

・プロフェッショナル研修における、エキスパート研修では、職員が専門性の高い事案に対応するた
めの能力向上を目的として、負務会計、産学官連携推進、イノベーション推進など、個別業務に特
化した研修を実施した。さらに、省庁等が実施する外部研修を積極的に受講するよう働きかけた結
果、平成22年度においては、延べ390名がエキスパート研修を受講するとともに、52名が外部研修
を受講した。

・ 産学官連携、国際標準化、知負展開

を実施する部署を含め、新規採用職員
の業務遂行の充実を図るため、1年間を
3期に分け、
①所属部署の業務認識
②職員としての基盤の確立
③着実な業務遂行と持続的な成長
を各期の目標として、OJTリーダーの支
援の下で育成を行った。OJTリーダーに

ついては、前年度のリーダー経験者の
実例の提示や意見交換を通じて育成を
図った。このOJT制度の運用により、新
規採用職員育成の仕組みを構築した。

H22年度実績No. 231070, 231090
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広範な育成研修の実施

・階層別研修における、リーダー研修では、「製品化」につながる本格研究の効果的な促進を
期して、イノベーション創出の要素となる「人・技術・情報」の活用を促進させるために必要な
創造的リーダーシップの向上を目指した研修を行った。さらに、オープンイノベーションハブ機
能の強化への対応策についてグループ討論を行い、「製品化」に向けた意識啓発を行った。

・プロフェッショナル研修における、イノベーション研修では、産学官連携・異業種連携の役割、
研究ユニットにおける連携創出活動と新たなコーディネーション体制を視野においた研修を
行った。

・階層別研修における、中堅研究職員研修では、45才の研究職職員を対象に、産総研の現
状認識、組織の要求する役割とそれに応えるマネジメント能力の重要性を理解させ、振り返
り等による自己認識を通じて、個人と組織のWIN-WIN関係を築けるキャリアデザインに取り
組むための研修を行った。

H22年度実績No. 231060, 231080
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職員の能力開発に係る指標

【第２期指標】職員の専門性向上のため、内部での研修、外部への出向研修を積極的に実
施し、毎年度300名以上の職員が研修を受講するよう努める。

H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

内部研修 エキスパート研修 138 35 57 258 256 390

外部研修

省庁等が実施する研修 67 94 43 28 13 41

長期海外・国内派遣研修 9 10 13 12 22 11

合計 214 139 113 298 291 442

平成１１年度においては、内部研修として、エキスパート研修を延べ390名の職員が受講した。
また、外部研修として、省庁等が実施する研修を、6研修41名の職員が受講し、長期海外・国内
派遣研修を11名の職員が受講した。

受講者数 ＇単位９人（

H22年度実績No. 231090
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外部との人材交流

H22年度実績No. 231100

産業界及び学生等の研究水準の向上と研究成果の効率的な移転

①外来研究員９平成22年度 1,320人 ＇第2期延べ数９5,155人（
国、大学、企業、公設試などからの研究者を産総研に一定期間受け入れる制度

②技術研修９平成22年度 1,388人 ＇第2期延べ数９6,345人（
研究所が蓄積してきた技術ポテンシャルを基に、産業科学技術の発展・技術移転を図るため、
企業及び大学等から派遣された者に対して研修を実施する制度

①連携大学院９平成22年度 66大学 317人 ＇H21９66大学 306人（
大学が産総研と連携を図り＇協定書を締結（、産総研の研究者を大学の教員として派遣し
学位取得等の研究指導を実施。大学の学生の研究指導は技術研修で受入。

③共同研究の派遣研究員９平成22年度 1,564人 ＇H21９1,541人（
産総研との共同研究を実施するため、連携相手機関からの研究員を受け入れて行うもの。

④人材移籍型共同研究９平成22年度 26件 ＇51名の産総研への移籍（
企業研究者を産総研に職員等として移籍して共同研究を実施するもの

②役員兼業９平成22年度 38人＇H21９44人（

受入

派遣

⑤技術研究組合パートナー研究員９平成22年度 266人
技術研究組合の産総研以外の組合員を受け入れる制度
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Ⅱ-２-＇１（職員の能力、職責及び
実績の適切な評価
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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させる

０－ 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。

・ 短期評価のプロセス
①年間計画の設定 → ＇研究・業務の実施（ → ②評価 → ④不服申立と評価の確定 → ⑤評価の反映

＇年度当初（ ＇翌年２～４月（ ＇翌年４月（ ＇翌年５月．０１月（

１－ 長期評価制度 ＜昇格、キャリアパス形成に反映＞

・ ユニット長と有資格者＇各級で定めた経験年数を満たした職員（が対話を行った上で、本人が意向登録を行い、審
査を希望する職員を対象に評価を実施。なお、一次評価はユニット長、二次評価は人事評価委員会が行う。

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

・ 長期評価のプロセス
①一次評価＇ユニット内の順位付け（ → ②二次評価＇昇格・昇給審査（ → ④昇格の発令 → ⑤不服申立

＇４～５月（ ＇５～８月（ ＇０／月（ ＇０／～０１月（

２－ 制度の周知・徹底及び見直し

・ 分野副研究統括が、業績手当の二次上乗せ配分・長期評価の審査等の個人評価に関与することにより、キャリア
パス希望の反映を行いやすくし、またパフォーマンス向上を期することができる仕組みとした。

H22年度実績No. 232010, 232020

産総研における個人評価制度＇０．１（
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産総研における個人評価制度＇１．１（

H22年度実績No. 232010, 232020

個人評価制度の効果的な活用

・ 新たに研究職員を対象に加え、人事希望ヒアリングを全職員を対象に実施した。

・ 短期評価においては、年間研究・業務計画書の中に、中長期的な研究方針等を記入
する欄を新設するとともに、実施状況を「21年度短期評価・22年度業績手当査定の概
要について」として取りまとめ、職員に公開した。

・ 長期評価においては、ユニット長と有資格者が対話した上で、本人が意向登録を行う
方式に変更し、審査を希望する職員のみを対象に評価を実施した。また、長期評価の
結果を「平成22年度長期評価の概要について」として取りまとめ、職員に公開した。

・ 副研究統括が長期評価の審査等の個人評価に関与することにより、キャリアパスに
対する希望を反映しやすくするとともに、パフォーマンス向上を期することができる仕組
みとした。

個人評価結果の適切な反映

・ 平成22年10月の組織・業務体制の見直しに伴い、職層や業務の性格等を勘案して、
職責手当の見直を行った。また、優れた業績を上げた者に、これまで以上に業績手当
を増やすための仕組みとして、副研究統括等が業績手当を二次上乗せ配分する方式
を導入した。
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Ⅱ-３－国民からの信頼の確保・向上
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Ⅱ-３-＇０（コンプライアンスの推進
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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

H22年度実績No. 241010

職員等の研修実施

 契約職員基礎研修における、「コンプライアンス」の講義資料及び講義内容
について、最近の事例等を盛り込むなど全面的に見直しを行い、ｅラーニン
グにより「コンプライアンス」研修を実施した。

 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。

「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

1. 全職員等のコンプライアンスに対する意識向上に向け、職員等研修、セルフチェックの実施等によって参
加型コンプライアンスの推進を図る。

その他

 身近な事例をもとに、コンプライアンスに関する啓発資料＇コンプラ便り（を作成し、
所内に発信した。

 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、役職員等を対
象として、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」を年2回＇1
回目９6月、2回目９1月（実施し、基本的な考え方の再認識を促した。

 職員の意見を反映して実施内容を改訂。

「コンプライアンス」研修
※全職員参加

セルフチェック
※全職員参加
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規程類の見直し

H22年度実績No. 241010

2. 規程類のスリム化を図るとともに、職員等が理解しやすい規程類の作成に努める。

 10月1日の組織再編に伴い、企画本部等関係部署との連携のもと、所掌する規程類324件につい
て見直しを行い、223件の改正を実施した。改正にあたっては、職員等が理解し易いように配慮す
るとともに、スリム化の観点から28件の規程類を廃止した。

規程類の英訳化

 平成21年度に引き続き、コンプライアンス推進の観点から、外国人職員等が規程類等の内容を正
確に確認できるよう、56件の規程類等について英訳化を行うとともに、所内イントラへ掲載した。

組織再編に伴う規程類の改正

所内イントラへの規程類（日本語版・英語版）の掲載
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利益相反マネージメントの実施

H22年度実績No. 241010

3. 役職員が安心して産学官連携活動に取り組めるよう、利益相反マネージメントを実施する。

 役職員等を対象として、年2回(上期９8月、下期９2月)の「利益相反に係る定期自己申告」を実施し
た。また、上期においては3,211名、下期においては3,190名からの申告を受け、利益相反が懸念さ
れる役職員等4名に対し、外部の利益相反カウンセラーによるヒアリング等を実施した。

利益相反に係る定期自己申告の実施

＇例（兼業の申告画面

①システム上で、個人的利益＇兼業、ロイヤルティ、株式等（と産学官連携
活動等の実施状況を申告

利益相反マネージメント委員会

利益相反アドバイザリーボード
利益相反
カウンセラー

対象者

ヒアリング

報告助言

個人的利益有りの場合

審議・判定

，定期自己申告の流れ，

＇外部有識者からなる アドバイザー機関（ ＇弁護士１名（

②利益相反アドバイザリーボードの助言等を経て、利益相反マ
ネージメント委員会において審議・判定
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組織的なリスク管理能力の向上＇０．１（

H22年度実績No. 241010

4. 各部門等におけるリスク管理活動プランの策定及び自己評価等を通じ、リスク管理のPDCAを着実に遂
行するとともに、必要に応じてPDCAサイクルを最適化し、組織的なリスク管理能力の向上を図る。

 外部有識者を含むリスク管理委員会の助言を踏まえ、リスク管理のPDCAサイクルの最適化のた
めに、リスク管理活動評価票に想定リスク項目欄とAction記入欄を設けるなどの見直しを行った。
これらにより、想定リスクの明確化、プラン見直し(＝Act機能)及び定期的なリスクの洗い出しを促
進して、組織的なリスク管理の有効性向上を図った。

リスク管理のPDCAサイクル

，リスク管理委員会の位置づけ，

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。

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

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事項

コンプライアンス推進本部
・ リスク管理活動に関する情報の取りまとめ・全体評価
・ リスク管理体制、制度の策定・見直し
・ リスクの分類・評価

リスク管理委員会

報告

報告

フィードバック

助言

部門等・地域センター

P 活動プラン設定 D リスク管理実行

C 活動自己評価A 活動の是正・改善

「リスク管理活動評価票」



209

組織的なリスク管理能力の向上＇１．１（

H22年度実績No. 241010

4. 各部門等におけるリスク管理活動プランの策定及び自己評価等を通じ、リスク管理のPDCAを着実に遂
行するとともに、必要に応じてPDCAサイクルを最適化し、組織的なリスク管理能力の向上を図る。

 内部監査等を活用してモニタリングを実施し、改善点などについて意見交換を行うとともに、リスク
に関する意識の醸成を図った。

リスク管理モニタリングの実施

事業継続計画＇BCP（の立案及び調整

 産総研の事業継続計画＇ＢＣＰ（を策定するため、コンプライアンス推進本部を中核としたワーキン
ググループを組織し、計画の立案や関係部署との調整などを行った。
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内部監査等を活用したリスクの把握

H22年度実績No. 241010

5. 内部監査等を通じ、リスクの把握に努める。また、監査結果を遅滞なくフィードバックし、見直しを行うこと
により、業務プロセスの適正化、並びに産総研の経営安定化を図る。

内部監査等を活用したリスクの把握

個別業務に係る
内部統制の整備

状況

残存するリスク
の把握

内部監査

 個別の業務に係る内部統制の整備状況や残存するリスクの把握、研究推進組織における適用状
況や課題の抽出を中心とする内部監査を実施した。また、監査結果を業務を所掌する部署に
フィードバックし、業務プロセスの適正化を図るとともに内部統制システムの浸透を高めた。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

研究推進組織に
おける適用状
況・課題の抽出

本部組織

研究推進
組織

事業組織

業務プロセスの最適化

内部統制システムの浸透
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安全保障輸出管理体制の強化

H22年度実績No. 241010

安全保障輸出管理の的確な実施
， 法令遵守の徹底と、産総研安全保障輸出管理規程の周知徹底 ，

国際活動に伴う危機管理体制の整備

 海外における危機管理

 海外危機管理マニュアル第四版の作成・配布などを通した危機管理意識
の醸成・向上

 アイスランド火山噴火＇１１年３月（に伴う、渡航研究者の安否確認など、
迅速・適切に対応

海外危機管理マニュアル第四版

 周知徹底・自己点検

 研究ユニット等の安全保障輸出管理者による輸出管理の徹底

 輸出管理者を始め、地域センターおよび新人研修等などを含めて30回の勉強会・研修会を開催

 輸出管理関連法令の改正等の周知徹底を目的としたニュースレターの発行＇6回．年発行（

 自己点検、輸出管理監査による法令遵守の徹底

 米国国立研究機関への研究者派遣に対する、米国の輸出管理を周知

 大学での輸出管理の状況を把握するため5大学＇大阪大学、名古屋大学、愛媛大学、香川大
学、北海道大学（との意見交換を実施
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情報公開の推進＇０．１（

H22年度実績No. 241020

■ 開示請求の主要な内容＇これまでのうち多いもの（
・ 共同・受託研究関係(契約書、実験記録等)９17件 ・ 計量標準関係(証明書等) ９8件

・ 調達・監査関係＇予定価格等（９20件 ・ 勤務・会議関係＇出張記録、会議費等（９14件

■ 開示決定等の内容＇平成22年度（

・ 不開示に該当した情報９法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、独立行政法人の事務の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの等 ＇これらの部分を除いて開示（

■ 開示決定等までの期間＇平成22年度（

・ 審査を慎重に行う必要があること及び年末年始休暇が含まれることから、相当期間を延長 ＇これら以外は30日以内に開示決定等
を実施（

■ 情報公開窓口への問い合わせ件数＇平成22年度（
・ 電話・メール９124件 来訪９64件

 

年度 
開示請

求件数 

開示決

定等件

数 

開示決定等の内訳 開示決定等の期間 

全部開示 部分開示 全部不開示 取り

下げ 

30 日

以内 

3０日以上

60日以下 

6０日以上 

平成 17年度 ３ ３ ０ ２ ＇応答拒否（／ 

＇不存在（／ 
／ １ １ ／ 

平成 18年度 ０３ ０３ ／ ０／ ＇応答拒否（／ 

＇不存在（３ 
／ ８ ４ ／ 

平成 19年度 ０４ ０２ ０ ７ ＇応答拒否（０ 

＇不存在（２ 
／ ０／ ２ ／ 

平成 20年度 ５ ７ ／ ４ ＇形式不備（０ 

＇不存在（１ 
／ ５ １ ／ 

平成 21年度 ８ ７ ０ ２ ＇応答拒否（１ 

＇不存在（１ 
／ ６ ０ ／ 

平成 22年度 ０／ ６ ／ ５ ＇応答拒否（０ ／ ４ １ ／ 

計 ４７ ４３ 

 

２ ２４ ０５ ／ ２８ ０４ ／ 

 

 

6. 情報公開窓口の円滑な運用を行うとともに、開示請求及び問い合わせ等に適切に対応する。
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情報公開の推進＇１．１（

■ 全国10箇所の各拠点に情報公開窓口を設置して情報提供等の各種相談等に対応

・つくばセンター情報公開窓口・資料室で公開している研究成果資料の整備等を行い、一覧可能なリスト

＇3,092冊→3,140冊（を更新し、情報提供のサービス向上を図った。

・法人文書開示請求にかかる電子申請システム廃止に伴い、平成１０年度から開設した産総研公式

ホームページから法人文書開示請求受付は、滞りなく運用した。

・つくば情報公開窓口では、法人文書管理ファイル簿をはじめとして、ニュースリリース、旧国研の年報等

を整備し、約3,150部の資料等を閲覧に供している。

・情報公開窓口の来訪・電話・メール相談等件数９188件＇平成22年度実績（

■ 産総研WEBページでの情報提供を積極的に実施

・産総研公式ホームページ掲載の情報提供について常時点検し、独法情報公開法等に基づく公表事項

＇組織、業務、負務、評価、調達、支出等（を最新情報に更新するなど情報提供内容を充実するとともに、

レイアウト変更などにより、より見やすい情報提供を図った。

・利用者の便宜を図るため「情報公開」のページにリンクを整理している。
，独立行政法人等情報公開法及び独立行政法人通則法等の法令による公表事項

，研究所規定の公表事項・研究活動に関する事項＇分野研究ユニット別トピックス一覧等（

7. ホームページを活用した法令に基づく公表事項等の情報提供について、最新の情報を掲載するとともに、
情報公開窓口施設における研究成果資料の整備等を引き続き行い、情報提供の一層の推進を図る。

H22年度実績No. 241020
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個人情報保護の推進＇０．２（

H22年度実績No. 241020

8. 個人情報保護窓口及び苦情相談窓口の円滑な運用を行うとともに、開示請求等に適切に対応する。

■ 開示等請求等及び相談・苦情の申し出等に適切に対応

・個人情報の本人からの開示等請求や苦情処理の申し出等に適切かつ迅速に対応した。

苦情処理の申し出９0件＇平成22年度（

・ 全国０／箇所の各拠点に設置されている個人情報保護窓口及び苦情相談窓口担当者を集めた情報公開・個人情報保護推進室付室員

テレビ会議等を通じて、窓口の円滑な運用を行うために、受付手順等につき、情報の共有と確認を行った。

・ 個人情報の開示請求及び問い合わせ等に対して関連部門等と調整し適切に対応した。

・ 個人情報保護及び苦情相談窓口として、各部門等からの相談等＇取得時の注意点や保有個人情報の取扱い等（に積極的に対応し、

個人情報保護を推進。

 

年度 
開示請求件

数 

開示決定等

件数 

開示決定等の内訳 開示決定等の期間 

全部開示 部分開示 全部不開示 取り

下げ 

30日以内 3０日以上

60日以下 

6０日以上 

平成 17年度 ／ ／ ／ ／ ／  ／ ／ ／ ／ 

平成 18年度 ０ ０ ／ ０ ／  ／ ０ ／ ／ 

平成 19年度 ００ 

＇訂正請求（０ 

００ 

＇訂正請求（０ 

／ ４ ＇不存在（４ 

＇不訂正（０ 
０ ６ 

 

２ ／ 

平成 20年度 ０２ ０２ ０ ５ ＇不存在（３ 

＇形式不備（０ 

＇応答拒否（０ 

／ ５ ６ ／ 

平成 21年度 ０２ 

＇訂正請求（１ 

＇利用停止（０ 

０／ 

＇訂正請求（０ 

＇利用停止（０ 

２ １ ＇不存在（４ 

＇不訂正（０ 

＇不停止（０ 

／ ７ １ ／ 

平成 22年度 ７ 

＇訂正請求（２ 

００ 

＇訂正請求（３ 

７ ０ ＇不存在（1 

＇応答拒否（０ 

＇不訂正（4 

／ ６ ３ ／ 

計 ３５ 

＇訂正請求（５ 

＇利用停止（０ 

３５ 

＇訂正請求（５ 

＇利用停止（０ 

０１ ０４ ＇不存在（０5 

＇形式不備（０ 

＇不訂正（５ 

＇不停止（０ 

＇応答拒否（１ 

０ １８ 
 
 

０５ ／ 
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9. 個人情報に関する規程やガイドライン等の理解をより効果的に促進するため、個人情報保護ハンドブッ
クの改訂を行う。

個人情報保護の推進＇１．２（

■ 教育研修の実施並びに自己監査及び点検等の評価・改善サイクルを充実させ、セキュリティレベル

向上の周知徹底

・ 個人情報の適切な管理維持等のために必要な措置について啓蒙するため、新規採用職員研修を実施
した。さらに、個人情報保護ハンドブックによる個人情報保護の基礎知識や安全性確保、具体的な措置
等に関する自己学習の推進を図った。

・ 個人情報に関する規程やガイドライン等の理解をより効果的に促進するため、個人情報保護ハンドブッ
クの改訂版発行に向けて内容の見直し作業に着手した。

・ 「個人情報保護に関するセルフチェック」について、全所的な実施期間を設け、実施状況について、各部
署からの報告を受けた。

・ 個人情報の保護に関する監査について、組織再編に伴い再編前に保有していた全個人情報ファイル
が「再編後の保有先」に引き継がれていることを確認するため書面監査を実施し、適正に引き継がれ
ていることを確認した。

・ 保有個人情報の流出事案発生時に産総研イントラに情報を掲載して注意喚起を行う等、個人情報の

セキュリティレベル向上のための周知徹底を図った。

H22年度実績No. 241020
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情報公開・個人情報保護推進室

記入マニュアル
を使って、見直
し・作成・入力

個人情報保護の推進＇２．２（

連絡調整等

個人情報

ファイル

登録

個人情報

ファイル

個人情報チェックリスト０～２

保有個人情報の管理票

部門等個人情報管理簿

受 付 ・ 通 知 年 月 日
個 人 情 報 フ ァ イ ル 等 名 称
記録種別 etc

地域センター９情報公
開・個人情報保護推進

室付

個人情報の保護に
関する監査資料

＇地域センター分（

自己監査・点検

チェックリスト等

メール等で提出

記入サポート、質問事項の取り次
ぎ等

個人情報の保護に
関する監査資料

部門等個人情報管理簿

保有個人情報の管理票

個人情報チェックリスト０～２

提 出 内 容 確 認

登録

監査対象部門へ連絡

実地監査部門選定

実 地 監 査 実 施

書 面 監 査

監査

平成22年度は、過去のPDCAサイクルで蓄積されていたデータを元に、組織改編に伴った個人情報
ファイル簿の引継ぎ点検のみを実施

H22年度実績No. 241020
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情報セキュリティポリシーの適正な運用

H22年度実績No. 241020

 改定情報セキュリティポリシーの円滑な施行

 情報セキュリティポリシー改定のポイント
①情報セキュリティ研修の定期受講義務化

②セキュリティー自己点検の義務化

③情報の格付け及び取扱い制限の明示

 改定情報セキュリティポリシーの円滑な普及に向けた取組を実施
情報セキュリティ研修コンテンツを策定し全職員に対して集合研修、Web研修を実施

平成22年度末 セキュリティ研修 受講対象者 8,630人
内受講者 7,154人(受講率83%、前年度受講率68%)

 情報セキュリティ監査の実施
 情報環境基盤部が管理・運営する基盤情報システムのソフトウェア管理、データ管理

方法等について監査を実施
指摘事項９情報システムの運用と管理の区分を考慮した手引書が必要→業務内容に応じた手引書の作成を

平成23年度に実施

 公開用サーバの脆弱性診断を実施
指摘事項９セキュリティパッチ未適用→直ちにパッチ適用

 平成21年度監査対象17ユニットの多くで指摘された「情報及び情報システムの分類
＇機密性、完全性、可用性（の未実施」、「情報セキュリティの遵守状況に対する自己
点検の未実施」について改善状況の確認監査を実施

→情報セキュリティ委員会において改善結果を確認

 情報セキュリティ監査の指摘事項は啓発・周知のためイントラに掲載
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情報セキュリティや利便性の高いシステムの構築

H22年度実績No. 241020

 電話システムの更新

 コスト削減を優先する方針に基づいて、老朽化した電話システム＇サポート期限

平成22年度（を更新

① 更新経費は8－5億円＇4年間の総額＇予想（（。旧方式維持(13－5億円（から5億円削減

② 構内電話交換機に障害が発生しても携帯電話網による通話やショートメッセージ

通信が維持できる機能等、可用性が高く安定的運用が可能な電話システムを実現

 組織改編に伴うシステム改訂

 平成21年度に導入した新情報システムの特性を生かして、平成22年10月の組

織改編に伴うシステム改修を効率的に実施。また、研究関連・管理部門の抜本
的改編に対しシステムトラブルなく稼働。

 コスト削減実現のため業務系ネットワーク＇特定システム専用の所内ネットワー
ク（を廃止するための代替機能＇集中管理システム（を開発＇削減効果12百万

円．年（。

 このシステムの稼働に向け、集中管理システムの特定システムへの適用を準備
＇平成23年度前半稼働予定（。

 業務系ネットワークの廃止に向けてのシステム構築
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Ⅱ-３-＇１（安全衛生及び周辺環境への配慮
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PDCAサイクルによる継続的な安全管理活動の推進

H22年度実績No. 242010

事故件数の低減及び人的被害の最小化への取組み

 事故防止策など有用な情報を全国の事業所に水平展開

 安全講習会の開催及びユーザー向け安全教育資料の充実

 安全衛生管理担当者を対象とした職場巡視講習会の実施

⇒Ｈ１１年度事故累計件数は、過去＇Ｈ０３以降（最尐を更新

 ライフサイエンス実験に関連する倫理、安全面の確保

 倫理委員会＇ヒト由来、医工学、人間工学、動物（の運営及び実地調査

 安全委員会＇組換えＤＮＡ、微生物、バイオセーフティ（の運営及び実地調査

 e-ラーニングシステムの運用開始によりユーザーの利便性、効率化を実現

放射線業務従事者等の一元管理体制の強化

 つくばセンターで運用開始した一元管理体制を地域センターに拡大

 放射性物質の使用及び管理に関して現地調査を実施

 使用していない核燃料物質の約80％を集約管理

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

一般事故件数 44 49 57 55 69 77 54 53 33



221

PDCAサイクルによる環境配慮活動の推進及び活動実績の公表

H22年度実績No. 242020

 環境安全マネジメントシステムの運用支援

 事業所で実施する内部監査の支援

 全国の安全衛生管理担当者を対象に環境安全マネジメント研修を実施

 各事業所のシステム運用により、課題点の情報共有、ノウハウのフィードバック
等が行なわれ、環境安全衛生管理の水準向上が図られた

 ＳＲ報告書「産総研レポート」の公表

 今年度から環境報告と社会性報告をあわせＳＲ
報告書として公表

 環境報告として環境配慮の取組み及び実績を公表

「産総研レポート2010」
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施設及び設備の省エネルギー化の推進

H22年度実績No. 242030

エネルギー使用状況の把握及び分析

 産総研全体のエネルギー消費、温室効果ガス排出について設備及び機器毎に

定量的に把握し、実情分析を行う取り組みを推進

省エネルギー及び地球温暖化対策の実施

 クリーンルーム等の省エネチューニング及びバルブ等設備の断熱処理による

省エネ対策を講じ、エネルギーの削減を推進

 一部施設の熱源機器等を高効率機器へ更新し、エネルギーの削減を推進

 省エネ機器更新費用を補助する省エネファンド等からなる省エネアクションプラン

及び温室効果ガス排出の抑制等のため実行すべき措置について定めた実施計画

の具体案を作成

⇒ これらの取り組みの結果、前年度から４－５％のエネルギー削減を実現
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Ⅲ－負務内容の改善
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Ⅲ-０－予算
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平成１１年度収入概要＇０．１（

平成21年度＇1,143.5億円（→平成22年度＇969.8億円（

主な収入源として、運営費交付金614.1億円、外部受入資金268.6億円

※ 施設整備費補助金は、前年度以前の繰越収入分。

平成１１年度
収入額

969.8億円

運営費交付金
614.1億円

施設整備費補助金
87.2億円

自己収入
268.6億円

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額
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平成１１年度収入概要＇１．１（

主な収入項目として、受託収入０５３.２、共同研究収入２８.2億円

知的所有権収入、共同研究収入＇民間除く（、
共同研究課金、講習料、検定手数料等収入等

５３.６億円

文部科学省からの
受託収入
００－７億円

環境省他からの
受託収入
７－７億円

国、民間企業以外
からの受託収入 ０／／－３億円

外部グラント４－７億円

民間企業からの
受託収入４－７億円

民間企業からの共同
研究収入 ２２－６億円

経済産業省からの受託収入
２６－４億円

平成22年度自己収入額
268.6億円

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額
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Ⅲ-１－収支計画
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自己収入について

平成22年度自己収入額９約268.6億円

自己収入の割合＇平成21年度（

運営費交付金運営費交付金

自己収入自己収入

69.6%69.1%

30.9%

平成21年度自己収入額９約298.3億円

自己収入の割合＇平成22年度（

30.4%

※平成１１年度収入額は決算確定前暫定額
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Ⅲ-１-＇０（運営費交付金及び外部資金の効
果的な使用
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運営費交付金及び外部資金を効果的に使用するための取り組み

H22年度実績No. 321010～30

研究成果発表届出システム、
知負管理システム

実施テーマ
タイトル・概要
キーワード 人DB＇氏名（

役職・組織

帳票 帳票

研究活動の可視化、
研究情報の集約化

エビデンス収集
ユニット評価
経営判断

運営費交付金、
外部資金

論文・特許
技術相談

見学対応
プレス発表
地質調査
計量標準

研究リソースの
可視化＇研究資金（

研究業績との関連

研究リソースの
可視化＇人材（

研究テーマＤＢ

負務会計システム

中期計画・年度計画、
研究戦略

様々な視点での
ラベル

データベースシステム『研究テーマDB』を構築し、研究戦略、研究者、研究業績、研究
予算などの情報を統合することにより、研究活動の可視化、研究情報の集約化を実現

個人エフォート
役職・組織

例（中期計画「資源の確保と高度利用技術の開発」に
投入されたリソース＇人材、予算（は？
得られた成果＇論文、特許（は？
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技術研究組合への参画による大型外部資金の獲得

H22年度実績No. 321040

技術研究組合に参画して大型外部資金プロジェクトを獲得

H22年度中に14の技術研究組合に参画し、16の大型外部

資金プロジェクト＇PJ（を獲得

産総研研究員がプロジェクトリーダー＇PL（、理事、専務理事

などとして参加

主たる研究拠点を産総研内に設置し、産業界や大学などの

研究者と集中的に研究開発を実施

獲得したPJのうち産総研研究員がPLを務めたPJ

NEDO「革新的省エネセラミックス製造技術開発」 ＇1.4億円（

METI 「アジア基準認証推進事業」 ＇6.2億円（

NEDO「次世代パワーエレクトロニクス＇グリーンITプロジェクト（」 ＇4.9億円（

NEDO「低炭素社会を実現する新材料パワ，半導体プロジェクト」 ＇20億円（

METI 「低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料 プロジェクト」 ＇15億円（

※括弧内はPJ全体の予算額

関西産学官連携研究棟

＇関西（

電池材料 テスト電池作成

電池特性評価

材料開発指針へ
フィードバック

電池
産業

例９技術研究組合
リチウムイオン電池材料評価研究センタ，
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Ⅲ-１-＇１（共同研究等を通じた自己収入
の増加
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インセンティブ制度等の改善

•人材の受入、技術研究組合参画、外部研究資金
に関する所内インセンティブ制度を拡充した

1. 人材受入９技術研修・共同研究・外来研究員等、外部から人材を
受け入れた研究ユニットに対し、一人当たり０－４万円．月を賦与
＇人頭経費を徴収している場合（

2. 技術研究組合参画９組合から支払いを受ける施設使用料に対し
50％を乗じた額を研究ユニットに賦与

3. 外部研究資金受入９外部研究資金の一般管理費に60％を乗じた
額を研究ユニットに賦与

インセンティブ制度の拡充の内容

共同研究等を通じた自己収入の増加

H22年度実績No. 322010
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効果的な技術移転と成果移転対価の受領【再掲】

H22年度実績No. 322020

産業技術力強化法の改正※を踏まえ、研究成果の積極的な社会還元を推進する
ため、産業界への研究成果の移転の対価として、金銭以外の負産の受領の可能
性について検討を開始

＜具体的な取り組み＞

＇０（イノベーション推進本部＇イノベーション推進企画部、知的負産部、産学官連携

推進部、ベンチャー開発部（、負務部からなるタスクフォースを設置

＇１（タスクフォースにおいて以下の点について現在、検討中

・ 対象とする企業＇資力が乏しいと思われるベンチャー、中小企業を想定（

・ 成果移転対価の対象＇知的負産権に係る契約一時金、実施許諾料等（

・ 受領する金銭以外の負産

第五条の二 産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究及び開発の実施並びに
研究及び開発における事業者との連携並びに研究及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ
積極的に努めるものとする。

１ 産業技術研究法人は、前項の研究及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転
を受ける者の産業技術力を強化することの必要性及びその資力、当該成果を企業化する能力その他
の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の負産での受領その他
の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。

※産業技術力強化法＇抜粋（
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・九州センター内に屋外評価のため市販サイズに対応可能なモジュール試作
ラインの構築し、長期屋外曝露試験を行い、企業の事業化の支援を行う

実証実験・評価のための共同研究

バックシートの焦げ 充填材の気泡

屋外暴露による
务化の例

共同研究の参加企業をはじめとして、協力・連携機関を含め
合計43機関の産学官連携体制により実施

オープンイノベーションの推進＇０．１（

つくばイノベーションアリーナ ナノテクノロジー拠点(TIA-nano)

によるオープンイノベーション推進拠点

SiCデバイスチップの実用レベルでの生産技術の確立と応用企業等
への供給システムまでの統合的なパワー半導体の研究開発・実証の
拠点を整備。

【パワーエレクトロニクス研究拠点＇つくばセンター（】

【N-MEMS研究拠点＇つくばセンター（】

国内MEMS関連産業の国際競争力強化を目的とし、知恵・経験・知
負・最新設備・製造プロセスを集積したR&Dプラットフォームを構築。

1.共用施設・設備の活用
による拠点化

2.共同研究契約
に基づく場の提供

大型モジュール試作・評価設備＇九州（

H22年度実績No. 322030
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【蓄電池材料の評価拠点＇関西センター（】

新規の蓄電池構成材料を共通的に評価・解析する技術開発拠点を整備。共通的評価手法の確立を
通して、電池メーカーと材料メーカー等との摺り合わせ期間の短縮及び高性能蓄電池に関わる開発期
間の短縮を実現。

関西センター
オープンスペースラボ

・技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター＇LIBTEC（で電池

試作設備などの研究基盤を整備。

・次世代自動車用高性能蓄電池システム技術開発等を通じて、産学官の連携

及びナノテクなどの異分野連携を強化。

完全密閉型植物工場

＇医薬品・食糧生産（

「産総研
研究成果
活用製品
マーク」の

例
先端研究施設等研究成果物等

・特許
・ノウハウ
・研究試料
・機器
・著作物
など

一体化

企業等

事業化
製造販売＇収益事業（

イヌインターフェロンの原料研究成果の
社会普及

技術研究組合への参画

研究施設等の貸付

民間企業への研究施設等の貸与を定型
業務化

〔 施設活用例 〕

完全密閉型遺伝子組換植物工場でのイヌ
インターフェロンの原料製造＇Ｈ１２－３～（

3.事業化支援の
ための場の提供

4.組合参画に
よる場の提供

オープンイノベーションの推進＇１．１（

H22年度実績No. 322030
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オール産総研の研究ユニットによる地域ニーズ支援

地域間連携プロジェクト＇H22～（

地域センターの研究ユニットでは対応で
きない地域ニーズに対して、産技連地域部
会と連携しつつ、他地域の産総研の最適
な研究ユニットが組織的に共同研究等を行
うことにより、オール産総研の研究ポテン
シャルの活用と成果移転を行い、地域イノ
ベーションを促進する。

テーマ名 参加研究ユニット

①食品中の機能性成
分分析マニュアルを基
礎にした地域食品産業
の活性化

健康工学研究部門＇四国（

生物プロセス研究部門＇北海道（

計測標準研究部門＇つくば（

②核酸医薬開発基盤
技術研究開発

健康工学研究部門＇関西（

生物プロセス研究部門＇北海道（

バイオメディカル研究部門＇つくば（

③ミニマル3D-ICファブ
ラインの開発に向けた
FS調査

九州産学官連携センター＇九州（

生産計測技術研究センター＇九州（

エレクトロニクス研究部門＇つくば（

平成22年度は、本格実施１事業＇①、②（、FS

事業０事業＇③（の２事業を実施

地域Aの
ニーズ

産
総
研

公
設
試

産
総
研

公
設
試

B地域

産
総
研

C地域

地域間で連携して対応

A地域

地域発イノベーションの創出＇０．２（

H22年度実績No. 322030, 322040
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食品中の機能性成分分析法マニュアルを基礎にした地域食品産業の活性化

● 食料品製造業の割合が大きい四国、北海道地域のニーズを基に、公設試との連携により作
成した食品成分分析法マニュアル集の普及、充実化を促進した＇50項目→62項目（。

● NMIJの標準試料として、機能性成分含有の標準食品試料の作成方法について、検討した。
● 四国、北海道センターにおいて食品分析法の基盤を支えるための糖脂質の分析法の確立を
目指した研究を実施した。

農水産物由来の糖脂質群の分析法

原料９
オリーブ、米麦糠、アコヤ貝、水産煮汁等

機能性物質９
β グルコシルセラミド類
＇四国まるごと食と健康、東洋オリーブ（

機能性評価

動物試験９
腸管免疫試験
炎症制御活性

酪農製品由来の糖脂質群の分析法

原料９
肉類、乳発酵製品など

機能性物質９
β ラクトシルセラミド類、ガングリオシド類

＇北海道食クラスター（
機能性評価

細胞試験９
免疫賦活試験
炎症抑制試験

四国研究ユニット 北海道研究ユニット

連携

地域発イノベーションの創出＇１．２（

H22年度実績No. 322030, 322040

http://unit.aist.go.jp/shikoku/
http://www.aist.go.jp/


239

研究会企画運営
シンポジウム企画

研究開発連携

体内動態・薬効評価計測技術

関西センター

次世代アプタマー開発

つくばセンター

北海道センター
核酸封入技術

つくばセンター

核酸構造修飾安定化技術

連携候補ユニット

核酸構造予測技術
＇生命情報RCなど（

核酸結合蛋白質
＇ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙRIなど（

機能性核酸
＇ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｼﾅﾙ情報RCなど（

DDS＇ナノホーンなど（
＇ﾅﾉｼｽﾃﾑRIなど（

核酸合成技術
＇ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙRIなど（

事務局＇関西センター（

関西センター

産学官連携センター
総括 関西産学官連携センター長
補佐 産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ ＇現 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ（

核酸医薬開発基盤技術研究開発

● 関西地域のニーズの高い核酸医薬開発のボトルネックとなっている課題の解決の方向性を抽
出するため、①次世代アプタマーの開発、②核酸安定化技術開発、③核酸修飾効率化技術の
開発、④核酸動態評価計測技術の開発を進めた。

● 核酸医薬の開発を促進するための国プロ提案の準備として分子複合医薬研究会(4回実施、
参加人数約400名)を主催し、産学官連携体制の構築及び企業ニーズの汲み上げを行った。

地域発イノベーションの創出＇２．２（

H22年度実績No. 322030, 322040
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項目 適用される各制度

技術相談料 技術相談＇現状では徴収せず（

直接経費 光熱水料 受託研究、共同研究

施設運営費 共同研究

施設使用料 共同研究

間接経費 受託研究、共同研究、請貟研究等

人頭経費 共同研究、技術研修、外来研究員
＇ただし、公的研究機関及び大学の職員及び学生については免除（

施設等貸付料 産総研技術移転ベンチャー等

•制度を所管する部署を中心として、検討チームを設置した。

•国立大学法人等においては、技術相談において特定の企業等への利益誘導となることが
明らかな場合に相談料等の徴収を可能としていること及び技術相談の質の向上や件数
の増加を図る観点から、適切な受益者貟担となるよう検討を行った。併せて他の課金制
度においても見直しを開始した。

課金制度等に関する検討

H22年度実績No. 322040
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外部資金の一層の獲得

H22年度実績No. 322050

大 学
研究資源

企 業
研究資源

研究・製品化・標準化

人 場

産総研の「人」と「場」の活用

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

産総研の「人」又は「場」を活用する外部資金の研究規模
50％以上＝

【計算式】

運営費交付金

国・ＮＥＤＯのプロジェクト等による受託研究

企業等からの提供資金による共同研究

国等からの機関補助金による研究

技術研究組合参画による研究

産総研の「人」又は「場」を活用して実施される外部資金による
研究規模の内訳

22年度実績
４５－／％

21年度実績
３８－０％

153.5億円

31.9億円

29.4億円

41.0億円

49.1億円

190.2億円

25.2億円

29.2億円

2.8億円
47.3億円

＇億円（

Ｈ21

326.8億円
344.1億円

Ｈ22
運営費交付金９614.1億円運営費交付金９665.6億円

32.1億円

39.2億円

国・ＮＥＤＯ等プロジェクトによる産総研集中研究

国等からの個人助成金による研究
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Ⅴ－重要な負産の譲渡・担保計画
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不要資産の処分

H22年度実績No. 500010

※０ 土地 ＇敷地、樹木（ ※１ 建物 ＇建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む（
※２ 帳簿金額 ＇平成１１事業年度期末簿価（
＇注（単位未満四捨五入

＇単位９千円（

用 途 種類 場 所 帳簿金額＇※２（ 利用状況等

＇九州ｾﾝﾀｰ直方サイト（

研究開発事業

土地＇※０（ 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
であった。

建物＇※１（ 同上 19,923

○ 九州センター直方サイトについては、独立行政法人通則法の一部を改正する法律

＇平成22年11月27日施行（に基づき、土地建物等現物を国庫納付すべく経済産業省、

負務省等との協議を開始。

○ 具体的には、福岡負務支局による現地調査での指摘を踏まえ、敷地境界標確定の

ための復元測量等を実施。

○ 平成23年3月に経済産業省へ国庫納付申請書を提出。



244

Ⅶ－その他業務運営に関する
重要事項
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Ⅶ-０－施設及び設備に関する計画



246

施設整備費補助金事業の推進＇０．１（

H22年度実績No. 700010

＇０（【平成20年度施設整備費補助金＇1次補正（繰り越し分】
・老朽化対策として、爆発実験施設改修の整備事業に
ついて、計画どおり完了した。総額3.0億円

建築設備改修
平成22年11月完成

＇１（【平成20年度施設整備費補助金＇2次補正（繰り越し分】
・老朽化対策として、空調設備改修などの整備事業につい
て、
計画どおり完了した。総額17.1億円

爆発ピット全景

＇２（【平成21年度施設整備費補助金＇当初（繰り越し分】
・老朽化対策として、空調設備改修の整備事業について、実施した。 総額14.0億円
・老朽化対策として、耐震化改修の整備事業のついて、計画通り完了した。 総額13.6億円

１，０棟屋外熱源機器

西事業所屋外熱源機器 西事業所空調機＇屋外機（
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施設整備費補助金事業の推進＇１．１（

H22年度実績No. 700010

＇３（【平成21年度施設整備費補助金＇1次補正（繰り越し分】
・新棟建設費として、生活支援ロボット安全研究拠点の整備事業を、計画どおり完了した。 総額4.0億円
・高度化改修＇ナノテク拠点整備、蓄電池評価研究センター拠点整備、太陽電池モジュール信頼性評価施設（の整備事業
を、
実施した。 総額93.8億円
・老朽化対策として、電力関連設備改修について、計画どおり完了した。総額1.7億円

■ 施設概要
住 所９つくば市研究学園Ｄ１８街区１

＇茨城県つくば市西大橋芝山624-1他（
用途地域９準工業地域
敷地面積９０１,７１５.３７㎡
建築面積９２,２５８.８／㎡

＇建物外寸74.3ｍ×45.0ｍ（
延床面積９２,６２０.３６㎡

地上1 階＇ 一部１ 階（
構 造９鉄骨造＇Ｓ造（
外 壁９ＡＬＣパネル＇軽量気泡コンクリート（

平成22年11月完成
【高度化改修】

太陽電池モジュール信頼性評価施設＇九州センター（

太陽光パネル 自家発電設備＇改修後（

【老朽化改修】 電力関連設備改修

【新営棟建設費】生活支援ロボット安全研究拠点
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Ⅶ-１－人事に関する計画
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人材の競争性、流動性、多様性を高める人事戦略の策定

人事戦略の策定および専門家人材の育成

・平成22年10月に人事部にチームを設置し、人事戦略の策定に向けた検討に着手した。
今年度においては、特に、人件費に係る今後の検討課題や事務職員の人材育成策に
関する主要な課題の抽出を行った。

専門家人材の育成

・事務職が配置されている部署の所属長等への人事ヒアリングにおいて、各部署におけ
る専門性を必要とする人材・業務の把握を行い、平成23年度の人事配置において、その
結果を踏まえたローテーションを実施することとした。

H22年度実績No. 231040, 720010, 720021249
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研究職員採用制度の見直し

各研究分野毎に研究職員採用小委員会
を設置し、若手研究者に対する、採用か
らパーマネント化審査までの一貫した育
成体制を確立。

研究活動に活力を与える任期付研究職員制度を持続的に発展
させるため、より優秀な若手研究者の採用を目指す。

博士課程修了予定者の就職活動時
期に合わせて、採用内定時期を従来
より早期化＇7月から5月に（。

●採用スケジュールの早期化

●研究職員採用委員会の強化

人事部と研究分野企画室との連携
を強化。大学･学会等において、産
総研の魅力や応募方法などを積極
的に周知。

●就職説明会の強化

採用委員会

応募者

研究ユニット

応募

推薦

推薦

採用審査 パーマネント化審査

採用計画書にもとづく
フォローアップ採用小委員会

任期
満了

採用 ０年 2年 3年 5年4年

H22年度実績No. 231010



251

優秀かつ多様な人材の確保＇０．１（【再掲】

H22年度実績No. 720020

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０７
年度設立（を中心にプランの本格的取組を実施

■ 第２期男女共同参画推進策を策定
・ 産総研公式ウェブサイトへの公開

・ 産総研内外に推進策の冊子配布

■ 女性職員の採用＇平成１１年度新規採用者（
・ 女性研究職員の採用者数 ８人 (０／－８％)

・ 女性事務職員の採用者数 ８人 (４１－８％)

※カッコ内は新規採用者に占める女性の割合
※

■ ワーク・ライフ・バランス支援実績＇平成１１年度（
・ 研究･業務補助職員確保制度による代替要員の手当 ０１人

・ 所内一時預かり保育所 ２カ所運営＇つくば、関西、中部（
つくばセンター９ 未就学児童０３７７人、児童４０３人
関西センター ９ ５５人、中部センター ９ １１人

・ 育児特別休暇制度の利用者 ２８人＇男性 ５１％（

・ 介護休暇制度＇平成22年4月導入（の利用者 ２５人＇男性 ４５％（
・ キャリアカウンセリング １１７回＇１８人（

■ 仕事と生活の両立支援
・ 「介護に関する勉強会」を開催
・ イントラ掲載「産総研子育て広場」、「子育て情報交換掲示板」を随時更新
・ イントラ掲載「介護広場」、「介護情報交換掲示板」を随時更新

＜第２期中期目標期間の共同参画に
かかるアクションプラン＞

０－多様性活用＇ダイバーシティ（意識の
啓発・浸透

１－女性研究者及び外国人研究者の
積極的な採用・活用

２－キャリア形成における共同参画の
ための方策

３－仕事と生活の調和＇ワーク・ライフ・
バランス（のための支援

４－国、自治体及び他の研究教育機関
等との連携

５－多様性活用＇ダイバーシティ（の
総合推進
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■ コンソーシアム「ダイバーシティ・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、

農業生物資源研究所、防災科学技術研究所★及び産総研の０２機関

★平成22年度加入会員

■ 意欲をエンカレッジする支援＇産総研内外（
・ ロールモデルとの懇談会 １回開催

・ エンカレッジングセミナー＇リーダーシップ講座/ストレスをなくす自分創り（ １回開催

■ 男女共同参画担当者向け支援＇産総研外（
・ DSO懇話会＇男女共同参画の連携/効果的なメンター制度（ １回開催

・ 一時預り保育支援制度やキャリアカウンセリング導入に関するノウハウを他機関に提供

・ 育児や介護の休暇・休業制度に関する情報交換

■ 「科学技術振興調整費＇女性研究者支援モデル育成（事業」における産総研課題

＇平成０８年度～１０年度（の事後評価において最高評価であるＳ評価を受けた。

男女共同参画推進のためのコンソーシアム「ダイバーシティ・サポート・オフィス
＇ＤＳＯ（」＇平成０８年度設立（事務局の取組

本コンソーシアムは科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業中の「女性研究者グローバルエンカ
レッジング」(平成19-21年度（の一環として設立した。

平成１１年度から「女性研究者支援」→「男女共同参画推進」へ発展

エンカレッジングセミナー＇交流会議室（




