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Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
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業務運営の抜本的効率化（管理費・人件費、契約状況等）
○管理費、総人件費等の削減・見直し

・アウトソーシング等による管理業務の効率化、官民競争入札等の活用
・リサイクルシステムによる資産の有効活用

○契約状況の点検・見直し（入札・契約に関する取り組み状況）
・随意契約見直し計画の進捗状況
・一者応札等への取り組み状況

優秀かつ多様な人材の確保と育成
国民からの信頼の確保・向上（内部統制に関する取り組み状況等）

○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
○コンプライアンスの徹底
○情報開示・個人情報の適切な取り扱い、情報セキュリティポリシーの維持

役職員の給与水準の適正化

公益法人等に対する会費の支出
○「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」を踏まえた対応について

保有資産の管理・運用等
○実物資産の状況について （「独立行政法人の事務事業の見直し基本方針」のうち資産に関連する事項を含む））
○「独立行政法人の職員宿舎見直し計画」を踏まえた対応について

利益剰余金に関する事項
○貸借対照表、損益計算書について
○利益剰余金について

業務・システムの最適化に関する取り組み状況
施設整備費補助金（１次補正の執行状況）

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

Ⅳ．その他
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項

○管理費、総人件費等の削減・見直し
・アウトソーシング等による管理業務の効率化、官民競争入札等の活用
・リサイクルシステムによる資産の有効活用

○契約状況の点検・見直し（入札・契約に関する取り組み状況）
・随意契約見直し計画の進捗状況

・一者応札等への取り組み状況

業務運営の抜本的効率化
（管理費・人件費、契約状況等）
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管理費・総人件費等の削減見直し ～一般管理費及び業務経費の効率化～

【数値目標】
・運営費交付金の一般管理費（新規、拡充分等は除外）については、第３期中期目標期間中、毎年
度、平均で前年度比３％以上の削減を達成する。

・一般管理費を除いた業務経費については、同様に前年度比１％以上の効率化を達成する。

業務経費、一般管理費予算相当額

平成24年度の運営費交付金予算の交付において、一般管理費は前年度比▲3％、業務経費は、
新規(政策係数相当)を除き、前年度比▲1％。

Ｈ23年度予算額 削減率 削減額▲ Ｈ24年度予算額

一般管理費 604億円 ▲ 3％ 9億円 91億円

業務経費 ▲ 1％ 504億円

○業務運営全体での効率化に係る指標

※平成24年度予算額には新規（政策係数相当）約6億円が別途措置されている。

【平成24年度の具体的実施例】
■ 「しごと効率化ガイドブック」の活用による業務効

率化の推進
■業務用アプリケーションソフトの活用による労働時

間の削減
■学（協）会への職員個人会費の公費負担廃止によ

る経費負担の削減
■公益法人への会費支出見直しによる経費削減

など 一般管理費
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・ 「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成23年６月３日閣議決定）及び「公務員の
給与改定に関する取扱いについて」（平成23年10月28日閣議決定）の趣旨に沿って、役職
員の給与の見直しを平成24年４月１日から実施した。

①平成23年人事院勧告に係る給与改定
○俸給月額の引下げ（国家公務員と同様に俸給表を改訂）

役員：▲0.5% 職員：平均▲0.23%

②震災対策財源としての給与減額支給措置（実施時期：H24.4月～）
○俸給月額の削減（国家公務員と同様の対応）

国：平均▲7.8% 産総研：平均▲8.2%

役職員の給与の見直し

退職手当支給水準の引下げ

・「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について（平成24年8月7日閣議決定）」の

趣旨に沿って、役職員について、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国
家公務員退職手当法の一部を改正する法律」（平成24年法律第96号）と同様の措置を実施し

た。
＜実施日＞○役員：平成25年３月31日

○職員：平成25年５月１日

給与水準の適正化及び管理費削減に向けた取組
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・サイエンス・スクエアつくば維持管理業務

・つくばセンター設備等維持管理業務

・つくばセンター自動車運転・維持管理業務

・つくばセンター植栽管理業務

・研究協力センター運営管理業務

・地質標本館運営管理業務

・つくばセンター建物等清掃業務

・つくばセンター警備業務

・つくばセンター施設管理等業務の総括管理業務

つくばセンターの施設管理等業務

「公共サービス改革等基本方針」に係る閣議決定(平成23年7月15日）に基づき、つくばセンターにおける施設管理等業務につい
て、関連する8業務を「つくばセンターの施設管理等業務共同企業体」が包括して事業を開始した。

公共サービス改革(市場化テスト)

実施事業体：つくばセンターの施設管理等業務共同事業体
事業総額 85.4億円 (平成24年度から3年間）

・実施期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日

市場化テストに関する今後の手続

事業実施・評価

・本業務の実施状況等の評価を毎年度実施

つくばセンター設備等
維持管理業務

つくばセンター警備
業務

つくばセンター植栽管
理業務

・
・
・

地質標本館運営
管理業務
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地質標本館運営
管理業務

○一組織体としての機能
・総括管理業務を中心とした指揮命令の明確化
・緊急対応マニュアルの作成及び連携体制の構築
・業務監督職員への情報集約による事業全体の状況把握の迅速化
※平成24年12月震度４の地震発生時のマニュアルに基づく緊急事態対応

総括管理業務責任者からの統一指揮命令
施設・設備の巡回点検及び早期復旧（警備員、維持管理保守員の連携）

研究協力センター（さくら館）運営管理 ９６％ （指標９０％以上）
研究協力センター（けやき館）運営管理 ９９％ （指標８５％以上）
地質標本館運営管理 ９９％ （指標９０％以上）
サイエンス・スクエアつくば維持管理 ９４％ （指標９０％以上）

○サービス、質の向上
・業務連携体制の一層の強化（「共同事業体従事者勤務規程」の作成）
・相互業務の理解（業務報告会並びに定期集合研修の開催）
※施設利用者アンケートにおける平均満足度

管理費・総人件費等の削減見直し ～公共サービス改革(市場化テスト)～
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所内リユースの促進

所内リサイクル物品情報システムを活用した研究機器等の所内リユースの取り組みにおいて、
第３期中期目標終了時までに年間６００件以上の再利用を目指す。

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 2,483 694 1,003 2,193 1,058 7,431
うち
リユース件数 112 66 52 172 98 500

＜平成２４年度所内リユース取引内容＞ ＜リユースされた主なもの＞

・ＯＡ機器 ：パソコン、プリンター等

・事務機器 ：机、椅子等

・計測機器 ：顕微鏡、デジタルマルチ

メータ等

・理化学機器：レーザー、分光光度計等

・その他 ：トナーカートリッジ、棚等

経費削減効果(百万円)(件) (件)登録件数 リユース件数

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。

平成２４年度は、全体で５００件の所内リユースが成立（経費削減効果額は約４．８１億円※）。うち、リサイクル物品情報
システムを活用したリユース件数は３８６件（経費削減効果額は約３．１２億円※）。

※資産（取得価格１０万円以上）の取得価格での見積額
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○契約状況の点検・見直し

契約状況の点検・見直し ～入札・契約に関する取り組み状況～

平成２１年度における「随意契約見直し計画」のフォローアップ「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）

・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）

平成２３年度における「随意契約見直し計画」のフォローアップ・公表（平成２４年８月）

「独立行政法人産業技術総合研究所契約監視委員会」(平成２４年１２月)

◎契約の点検・見直し（対象：平成２４年度上期分の契約）

１．２カ年連続１者応札・応募となっている案件について、１２４件を点検
２．新たに契約を締結した随意契約案件８件を点検
３．真に競争性が確保されているかの確認として３，０００万円以上の契約案件１１件を点検

・随意契約等見直し計画（平成２２年４月）

「独立行政法人産業技術総合研究所契約監視委員会」(平成２４年６・７月)

◎契約の点検・見直し（対象：平成２３年度の契約）

１．随意契約の妥当性の確認として２７件を点検
２．真に競争性が確保されているかの確認として１４４件を点検
３．２カ年連続１者応札・応募となっている案件について、平成２３年度分の１５３件を点検
４．公益法人への支出のうち、契約による支出１３件及び契約によらない支出２,８５０件を点検
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随意契約見直し計画（平成22年4月策定）の状況
平成２２年４月に平成２０年度実績を元に新たに随意契

約見直し計画を策定し、引き続き一般競争入札等への移
行に努めている。

※見直し計画は、20年度実績を点検・見直し、22年4月に策定

平成24年度に締結した契約の状況
【平成20年度 実績】 【見直し計画】 【平成22年度 実績】 【平成23年度 実績】 【平成24年度 実績】

金額：94.9%
件数：97.9%

金額：5.1%
件数：2.1%

金額：90.1%
件数：96.5%

金額：9.9%
件数：3.5%

競争性の
無い契約

競争性の
ある契約

金額：85.5%
件数：96.4%

金額：90.3%
件数：97.9%

金額：87.9%
件数：96.5%

金額：14.5%
件数：3.6%

金額：9.7%
件数：2.1%

金額：12.1%
件数：3.5%

契約状況の点検・見直し ～平成24年度に締結した契約の状況（随意契約）～

平成２３年度 平成２４年度

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額

競争入札 1,536 18,477,376 1,887 37,408,040

企画競争・公募 981 5,416,360 871 5,634,190

随意契約 90 2,652,708 58 2,307,258

合計 2,607 26,546,443 2,816 45,349,489

随意契約の割合 3.5% 9.9% 2.1% 5.1%

平成２４年度の減少要因

毎年発生するＲＩ・ＰＣＢの廃棄処分が平成２４年度には発生しなかったこと、複数年契約の過渡期の関係で随意契約
の件数が一時的に減少したこと等。

単位（件、千円、％）随意契約等の状況
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一者応札の状況 単位（件、％）

契約状況の点検・見直し ～平成24年度に締結した契約の状況（１者応札）～

応札(応募)者
一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計

23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度

２者以上 469 565 0 0 11 22 0 0 480 587

１者 1,043 1,274 0 0 114 93 856 756 2,013 2,123

合計 1,512 1,839 0 0 125 115 856 756 2,493 2,710

一者の割合 69.0% 69.3% 0% 0% 91.2% 80.9% 100% 100% 80.7% 78.3%

平成２４年度の基準額を超える競争性のある総契約件数（２，７１０件）のうち、一者の割合は７８．３％であり、平成２３年度と

比較して２．４％の減少となった。

減少した要因としては、公募（他に提供できる事業者がない事を確認する手続であり当初から一者を想定しているもの）が平

成２３年度比で１００件減少したことによる。

また、企画競争による２者以上の件数が平成２３年度比で倍増したが、少数であるため全体に与える影響は軽微である。

一般競争入札の一者の割合については、概ね６９％台のまま横ばいで推移している。

平成２１年度に公表している「一者応札・一者応募に係る改善策」の内容を踏まえ、平成２５年度以降も引き続き一者応札の

低減に向けた取り組みを継続して実施していく。
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契約の適正執行への取り組み

◆ 入札参加辞退者から提出のアンケートを見直し
入札参加の障害となった理由をより詳細に分析するためアンケートの細分化を行うなど
の見直しを行い、入札辞退理由の把握に努めた。（Ｈ２４．１０より実施）

◆ 公式ホームページ上で書式ダウンロードを実施
事業者の利便性向上のため、入札等に参加するために必要となる「入札書」、「委任
状」、「証明書」及び「納入実績調書」の書式を産総研公式ホームページからダウンロード
して利用できるようにした。（H２４．１２より実施）

◆ 契約審査役が地域センターで開催の契約審査委員会へ出席
契約監視委員会の意見を踏まえ、地域センターで開催される契約審査委員会にも可能
な限り契約審査役が出席することとし、本年度は関西センターの契約審査委員会で審査

を実施した。（H２４．１２より実施）

◆ 平成２５年度年間契約予定一覧の事前公表を実施
入札参加事業者の新規参入を促すために事前公表案件を拡大し、入札公告前の平成
25年2月8日に「平成25年度年間契約予定一覧」を産総研公式ホームページにて公表す
ると共に、RSS方式による情報配信を行った。 （H２５．２より実施）

契約監視委員会での指摘等を基に、下記の取り組みを行った。

契約状況の点検・見直し ～契約の適正執行への取り組み～
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平成２５年度契約監視委員会開催予定

契約状況の点検・見直し ～産総研契約監視委員会～

契約監視委員会の開催時期については、点検内容を早期に反映させるべく、平成２４年度
に引き続き平成２５年度においても前倒しで６月に開催する予定である。

◎契約の点検・見直しの内容（対象：平成２４年度分の契約）

１．随意契約事由の妥当性の確認として個別判断によるものを抽出

２．真に競争性が確保されているかの確認として、１者応札・１者応募の

うち契約種類ごとに類型化し、各契約種類の中から主なものを抽出

３．２カ年連続で１者応札・１者応募となっている案件を抽出

４．新たに契約を締結した随意契約案件を抽出

５．公益法人への支出案件を抽出

○第１回：平成２５年６月 ６日（木）

○第２回：平成２５年６月１３日（木）

○第３回：平成２５年６月２４日（月）
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項

優秀かつ多様な人材の確保と育成
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第2期実績 H22FY H23FY H24FY H25.4.1
左記の合計
（現時点での
第3期計）

研
究
職

採用者総数 424 83 75 76 75 309

うち女性採用者数 60 9 11 14 13 47

女性比率 14.2% 10.8% 14.7% 18.4% 17.3% 15.2%

事
務
職

採用者総数 73 17 17 11 22 67

うち女性採用者数 49 9 6 6 16 37

女性比率 67.1% 52.9% 35.3% 54.6% 72.7% 55.2%

採用実績
（単位：人）

大学の就職情報誌と理系専門誌へ女性研究者の紹介を掲載した。また理系女子を対象とした
合同説明会では、東京会場に加えて、新たに大阪会場にも参加し、積極的な勧誘と広報を行っ
た。また文部科学省「女性研究者研究活動支援事業合同シンポジウム」に参加し、産総研の女
性研究者支援に関する取り組みを報告した。

研究系の全採用者に占める女性の比率を、第３期末までに第２期実績を
上回る１５％以上を確保し、更なる向上を目指す。

女性研究者の採用に係る指標
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職員の能力開発に係る指標

【第３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。

第2期平均 H22FY H23FY H24FY

内部研修
プロフェッショナル研

修 148.8 390 890 1010

外部研修

省庁等が実施する
研修 49 41 25 28

長期海外・国内派遣
研修 13.2 11 32   22

合計 211 442 947 1060

平成２４年度においては、内部研修として、プロフェッショナル研修を延べ1010名（成果活用人
材育成研修585名含む）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、
４研修28名の職員が受講し、長期海外・国内派遣研修を22名の職員が受講した。

受講者数 （単位：人）
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人材開発戦略会議報告の具体化と中長期的な人事戦略

第2期中期目標期間にまとめた人材開発戦略会議報告の具体化として、「産総研の研究開
発業務の一層の推進のための業務運営体制の改善について（中間とりまとめ）」を平成24年6
月21日付で理事会决定・実施した。その主なものは以下のとおり。

1）研究推進組織における研究職員の役職等の見直し（平成25年3月1日）
全研究職員数の32.1％を占める５級研究職員について、個々人の果たす役割を明確にし、

それに応じた手当（職責手当）を支給するとの観点から、以下の措置を実施した。

○役職の見直し
・5級研究職員が就く役職として、上級主任研究員及び研究主幹を新設。上級主任研究員に

ついては任用審査を実施した。
・また、上席研究員の名称を首席研究員に変更。

○職責手当の見直し
役職に就かない5級研究職員の職責手当の見直しを行った。

人材開発戦略会議報告の具体化と中長期的な人事戦略（１／２）
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2）事務職員に係る役職定年制の導入（平成24年10月1日）
役職定年制を導入し、役職定年後のポストとしてキャリア主幹を新設し、導入日に14名

の発令を行った。

3）専門的な業務を担う人材の確保
施設整備・管理業務を担う人材の平成25年4月1日採用に向けて、公募・選考を実施し、

平成25年4月1日付で採用するべく3名を内定した。

4）事務系契約職員等に対する職員登用制度の導入

産総研で現に勤務している契約職員、派遣職員を登用するため、転勤のない地域型任
期付職員制度を設け、平成24年4月1日付で2名を採用した。また、平成25年4月1日付で
採用するべく、5名を内定した。

人材開発戦略会議報告の具体化と中長期的な人事戦略

人材開発戦略会議報告の具体化と中長期的な人事戦略（２／２）
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国民からの信頼の確保・向上
（内部統制に関する取り組み状況等）

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項

○ 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

○ コンプライアンスの徹底
○ 情報開示、個人情報の適切な取り扱い、情報

セキュリティポリシーの維持
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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

○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

●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、評価の実施評価の信頼性向上のため、評価のフォローアップとして意見交換等を実施。

研究ユニット（研究部門、研究センター、研究ラボ）研究ユニット（研究部門、研究センター、研究ラボ）

報
告

組織設計、資源配分等

研究ユニット評価フォ
ローアップ

(意見交換等）

研究ユニット評価フォ
ローアップ

(意見交換等）

報告

評価の
信頼性
向上

評価
結果

資料・説明 評価結果
評価結果への
対応状況

業務実績評価

中期計画
中期目標

理事長理事長

評価部

報
告

経済産業省

経済産業省

独立行政法人
評価委員会
（産総研部会）

経済産業省

独立行政法人
評価委員会
（産総研部会）

研究ユニット評価研究ユニット評価
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〈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、理事長裁量による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オープンイノベーション推進予算という２本柱の予算配分を実施。

●イノベーション・ハブ機能の充実

・つくばイノベーションアリーナ推進予算

●国際標準化の推進

・国際標準推進予算 等

○産総研予算は「ユニット長の自律的な判断」と「オープンイノベーションの推進」の２軸構成

●分野戦略実現のための予算
・分野重点化予算

●特定研究加速のための予算
・分野融合推進
・他機関との連携推進
・イノベーション推進 等

平成２４年度の理事長裁量による予算配分

●理事長裁量による予算配分

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
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●個人評価

毎事業年度の開始時に、研究ユニット等の長に対して法人のミッションを踏まえた研究ユニット
経営方針の提示を指示。理事長が研究ユニット等の長から直接、研究ユニットの経営方針（予算
を含む）を聴取。事業実施に際して理事長から法人のミッションを周知し、直接指示できる体制を
構築

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

ンター所長会議（月１回開催））を開催し、ミッション等の周知を行う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ージを全職員に向けて発信。

更に、 毎朝、全国の全事業所管理監が参加する「安全管理報告会」において、事故の再発防
止やヒヤリハット事例などを共有し、職員等に周知することにより、事故予防策を水平展開。

・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。

・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

・長期評価制度の結果は、昇格発令（理事長発令）等に反映

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。

●役職員へのミッション等の周知

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
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１．参加型によるコンプライアンス推進

• 職員等の研修
• 「コンプラ便り」の発信
• 「コンプライアンスに関するセルフチェック」の実施
• 「ソーシャルメディア活用ガイドラインの策定」

ソーシャルメディアサービスの普及が著しいが、ソーシャルメディア上での個人の発信が社会
問題となり、個人及び、その個人の所属する組織の信用を損ねるという事態が起きている。この
ため、産総研職員がソーシャルメディアを利用する際、メリット、メディアの特性やリスクを正しく
理解し、適切に利用することを目的してソーシャルメディア活用ガイドラインを策定した。

２．利益相反マネージメントの実施

コンプライアンスの徹底

３．リスク管理のPDCAの実行

• 役職員等を対象として年２回の「定期自己申告」、利益相反が懸念される役職員等への外部の利
益相反カウンセラーによるヒアリングを実施。

• 各部署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サイク
ルを実施。

• リスク管理活動に用いるリスクテンプレートの改定を行った。
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コンプライアンスの徹底

５．監事監査、内部監査、会計検査院対応

４．情報公開・個人情報保護窓口の円滑な運用

• 情報公開請求に対応するとともに、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（取得時の注意事項、保有個人情報の保管方法等）に対応。

• 内部監査業務への注力のためコンプライアンス推進本部監査室の業務を内部監査に特化。
• 総務本部に業務推進支援部を創設し、外部機関による監査・検査への対応を強化するとともに、

業務効率化のため、文書管理業務と関連性が深い情報公開、個人情報保護の業務を一体的に運
用することとした。
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一般事故数の推移
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年度

件
数

人的被害無し

人的被害有り

その他参考資料

H19年度をピークに減少傾向であったが、H23年度に増加に転じたもののH24年度には人
的被害も含め全体的に減少。

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）

コンプライアンスの徹底
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事故件数の低減及び人的被害の最小化への取り組み

全国の所長、管理監をメンバーとする毎朝の安全報告会により事故情報を迅速に共有

実験起因の人的被害事故件数は低水準で推移

しかしながら、平成２４年６月１８日、火災事故が発生

火災事故の再発防止策徹底、緊急対応改善

火災事故調査委員会を設置し、出火原因の推定、火災発生経緯を検証

対策として、①電気設備の緊急安全点検、②実験室保管薬品の減量化、③禁水性物質の保
管方法再点検、④終夜運転機器の安全対策強化、加えて、⑤初期消火対応の再確認、⑥防
火管理体制・消防計画の見直し、⑦消防・警察との連携強化、を実施

関西センター電池実験棟 火災事故

２階南側実験室（ドライルーム）より出火、消防に出動を要請

同実験室は全焼、室内に設置されていた機器類は焼損

３階実験室は火炎と煙による被害、１階は放水に伴う水濡れ被害

当該棟の復旧／再利用は合理的でないと判断、閉鎖・解体を決定

年 度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

実験起因による
人的被害事故

19 17 13 14 12

一般事故件数
（年度合計）

54 53 34 55 40

コンプライアンスの徹底
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情報セキュリティ事故の防止

情報セキュリティ事故防止策の実施

OS・セキュリティソフトの最新版適用を推進するとともに 、標的型メール、情報機器の持出し時の遵守事項、
及びメール誤送信への対応策の周知

①ウイルス感染： 54件（二次感染なし） ②モバイル電話機の紛失・盗難： 16件（情報流出なし） ③メール誤送信： 3件
④差出人に産総研メールアドレスを設定したフリーメールアカウントの乗っ取り： １件

⑤外部サイトの公開範囲設定ミスによる秘密情報の一般公開事故： 1件

情報セキュリティ自己点検（セルフチェック）の効果的実施

個人情報保護セルフチェックとの統合実施により、相互の業務効率化とセキュリティ意識の啓発

実施率： ①役職員 97.8％ ②契約職員、外来者を含めた全体 92.5％ （平成23年度と同水準を確保）

情報セキュリティ研修の実施

全職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施

受講率： ①役職員 83.6％ ②契約職員 78.1％

情報セキュリティのＰＤＣＡサイクルの確立
情報セキュリティ監査の実施
①研究推進組織のうち、24の組織をローテーション対象として情報セキュリティ監査を実施

指摘事項：情報資産の管理及び情報の持出し、持込み許可の管理台帳が未整備

対応策：指摘事項については、平成25年度に実施するフォローアップ監査において改善結果を確認

②第３期中期計画の期間内で産総研の全ての部門等を実施予定

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

情報開示、個人情報の適切な取り扱い、情報セキュリティポリシーの維持



27

役職員の給与水準の適正化

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項
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法定外福利厚生費のうち、レクリエーション関係経費については平成２１年度に廃止。その他の法定外福利厚生費のうち、慶弔費
については平成２２年度に国の支出対象と同様とするよう見直しを実施済み。

○法定・法定外福利厚生費
法定福利厚生費（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、負担割合に基づき適切に支出。

■ 比較指標（平成２４年度）

・事務職員対国家公務員（行政職（一）） １０４．９ 前年比▲0.6ポイント
（平成23年度指数 105.5）

・研究職員対国家公務員（研究職） １０２．７ 前年比▲1.3ポイント
（平成23年度指数 104.0）

■ 国に比べて給与水準が高くなっている理由

【事務・技術職員】
高度な研究成果について、民間企業等への移転を図るべく、産学官連携や知的財産等の高度な業務に対応するための専門

的知識を有した有能な人材が必要であり、産総研の新規採用事務職員における、修士課程修了者が過去５年平均で全体の
51.3%を占めることなどから、対国家公務員指数を引き上げる一因となっている。なお、産総研の新規採用事務職員の初任給
は国家公務員と同水準である。

【研究職員】
最先端の研究を行い、国際競争に勝つための民間企業と同様の高いレベルで研究開発を推進し成果を生み出すことのでき

る優秀な人材を確保しなければならい。産総研の新規採用研究職員の全員が修士・博士課程修了者（平成2４年度 新規採用
76名うち71名博士課程修了者 比率93%）であり、また産総研の研究職員の修士・博士課程修了者の比率は91.5％（1888名中
1728名）と なっており、国家公務員の研究職における割合（平成24年度実績 74.2％）に比べて高いことから、給与水準を高め
る一因となっていると考えられる。なお、産総研の博士課程修了者の初任給は、国家公務員と同水準である。

○国家公務員との給与水準の比較指標

管理費、人件費削減等の取り組み

福利厚生施設維持管理経費は平成２１年度に廃止。
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Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

○「独立行政法人が支出する会費の見直しについ
て」を踏まえた対応について

公益法人等に対する会費の支出
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＜会費支出の見直し（平成２４年度以降）＞
・平成２４年３月、「行政改革実行本部」において「独立行政法人が支出する会費
の見直し（平成２４年３月２３日付け）」が決定。

・当該決定において、公益法人等への会費支出については、「真に必要なものを除
き支出しない」、「真に必要であっても必要最低限とし支出する額に見合う便益が
得られているか精査する」こととされた。更に、これら支出について、監事が十分な
精査を行うこととされ、このうち同一法人への支出合計が１０万円／年以上となる
支出については、四半期毎の公表が義務付けられている。

「独立行政法人が支出する会費の見直し」を踏まえた対応について

当該決定を踏まえ、産総研としては公益法人等への支出について以下の見直しを
実施し、支出の過程においてその必要性等を確認・精査する仕組みを整えること
により、公益法人等への支出をより透明性の高いものとする。

・公益法人等への支出は、会費以外の支出も含め極力行わない。

・真に必要な公益法人等への支出のうち、特に会費支出については、監事が精査
する仕組みを導入。

平成２４年４月以降の
産総研における見直し
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Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

保有資産の管理・運用等

○実物資産の状況について
（「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）」の政府方針への対
応状況を含む）

○「独立行政法人の職員宿舎見直し計画」を踏まえた対応について



32

・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、労務管理の最小単位

・サイト： 個別の研究拠点や産学官連携拠点の分室等

【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）

-【福岡サイト、福岡西事業所】

-【直方サイト】

【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

（旧東北工業技術研究所）

-【仙台青葉サイト】

【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、名古屋駅前サイト】

【四国センター】

・四国地域における産学官連携の拠点

・健康工学等の研究拠点

（旧四国工業技術研究所）

【北海道センター】

・北海道地域における産学官連携の拠点
・バイオものづくり技術等の研究拠点

（旧北海道工業技術研究所）

-【札幌大通りサイト】

【臨海副都心センター】

・東京における産学官連携の拠点

・産総研の最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

【つくば本部・つくばセンター】

・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（生活支援ロボット安全研究棟）】

【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）

【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）

【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】

・産総研全体の業務運営の拠点

【小金井事業所】

【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（旧大阪工業技術

研究所） 【尼崎事業所】

※見え消しは平成２４年度に廃止、下線は平成２５年度に国庫納付予定のサイト等

実物資産の状況について
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●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月に工業技術院が独立行政法人化されたものである。産総研の実物資産は研究開発活動に必要な

ものとして、国より出資を受けたもの等であり、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、公的研究機関に求められ

る長期的な視野にたった研究開発の実施等の役割を果たせなくなる。

●また、産総研は中小企業等に対する技術相談や共同研究にも積極的に取り組んでおり、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最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。

○実物資産について

実物資産の状況について

○中小企業との共同研究件数○中小企業からの技術相談件数
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先端機器共用イノベーションプラットフォーム(IBEC-IP)
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

＜平成24年度の主な実績＞
所内共用施設（旧テクニカルセンター）と所外公開共用施設（旧IBEC-

IP）の予算・課金の統括管理を行い、正確な運営状況の把握と詳細な運営
計画の検討が行えるようになった。

種々の機会を利用してIBEC-IPの宣伝を行い、所外利用の実績向上に
努めた。

KEKを含めたTIA中核4機関の共用施設による共用施設TFを立ち上げ、

施設運営の情報交換、共同広報活動、運用協力の検討などを行い、さら
に、各施設を網羅する共用施設データベースの構築作業を開始するなど、
TIAコアインフラとしての持続的な運用を目指す活動を行った。

実物資産の状況について

○資産の活用状況等
●最先端研究施設を社会と共有するための拠点：先端機器共用イノベ－ションプラットフォ－ム（ IBEC Innovation 
Platform：IBEC-IP ）を整備。
●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。
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※1 建物（建物、建物付帯設備） ※2 土地 （敷地、樹木） ※3 建物 （建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む）
※4 帳簿金額 （平成24事業年度期末簿価） (注)単位未満四捨五入

○【保有資産の有効活用】

（単位：千円）

実物資産の状況について

・利用目的が終了した保有資産については、処分を進めている。具体的には以下のとおり。

・九州センター直方サイトは、平成25年2月15日に国庫納付（現物納付）完了。

用 途 種類 場 所 帳簿金額(※4) 利用状況等

（東京本部小金井
支所）

研究開発事業
建物(※１) 東京都小金井市中町2-

24-16 498,538

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣
議決定）を踏まえ、共同研究の終了（平成23年度末）後、国庫納付に向け
て手続きを開始。
・具体的には、売却による譲渡収入の国庫納付に向け、平成25年2月、4月
に入札公告を実施したが、不調。今後、現物納付の手続き等を進める。

（中部ｾﾝﾀｰ瀬戸
サイト）

研究開発事業

土地(※2) 愛知県瀬戸市西茨町110 386,533

・会計検査院からの指摘を踏まえ、平成23年度末に廃止し、業務は中部セ
ンター本所に集約。
・平成25年4月から土地の一部について土壌汚染対策工事を実施し、平成
25年9月以降に国庫納付予定。

建物(※3) 同上 20,776
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・「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平成２４年４月３日、行政改革実行本部決定） 」
及び「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画（平成24年12月14日、行政改
革担当大臣決定）」が決定された。

＜基本原則＞

・宿舎は事務・事業を円滑に実施する上で真に必要なものに限定、福利厚生目的で使用しない。
・職務上の必要がある職員に限り入居を認める。入居は以下の５類型に限定。

①離島、山間へき地に勤務する職員
②頻度高く転居を伴う転勤等をする職員
③居住場所が勤務地近隣に限定される職員
④災害、テロ等を含め、政府と連携して対応、緊急参集する必要がある職員
⑤交代勤務制等により深夜・早朝勤務を強いられる職員等

「独立行政法人の職員宿舎見直し計画」を踏まえた対応について (１)

＜職員宿舎の見直しに係る国からの要請＞

「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平成２４年４月３日、行政改革実行本部決定）」（概要）
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・当該見直し計画に沿った対応として、平成２５年５月１日から、宿舎に入居できる者を
「②頻度高く転居を伴う転勤等をする職員」に相当する者のみに限定し、その入居期間
を７年以内とした。

・つくば地区においても借上宿舎（注）の利用を可とする。

・千代田、中央、港３区内及び山手線内には借上宿舎は設けない。

（従来は制限なし。なお、平成25年4月1日現在、該当する宿舎はない。）

・入居対象職員の認定基準を転居を伴う転勤等から７年以内の者に限定。

（従来の入居期間の上限は10年。）

・経過措置：施行日（平成25年5月1日）時点で、入居4年を超える者は、施行日から3年間の入居可。

産総研の改正宿舎制度の概要（平成25年5月1日付）産総研の改正宿舎制度の概要（平成25年5月1日付）

<産総研における対応>

「独立行政法人の職員宿舎見直し計画」を踏まえた対応について （2）

（注）国家公務員宿舎に入居できない転勤者の状況に応じ、産総研が民間施設を借り上げて、転勤者に貸与しているもの。
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利益剰余金等に関する事項

○貸借対照表、損益計算書について
○利益剰余金について
○運営費交付金債務について

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
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平成２４年度＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞

○資産の大部分は、国からの現物出資や独法化
後に運営費交付金・施設整備費補助金・受託研究
収入等で取得した有形固定資産で、９割を占めて
いる。

○運営費交付金債務は１８８億円（２３年度１９１億
円 前年度比△１.６％）、補正予算を除いた運営費
交付金債務は１２６億円の見込。そのうち、補正予
算を除く未執行繰越は６６億円（対当初予算比１１.
４％）であるが、平成２５年度の業務経費として計
画済みである。

○資本金と資本剰余金には、国が現物出資や施
設整備補助金を通して、産総研の財産的基礎を整
備させた結果が計上されている。

○独立行政法人通則法第４６条の２に基づき、九
州センター直方サイトを平成２５年２月１５日に国
庫納付（現物納付）したことにより、資本金が減少
している（３．１億円減資）。

※決算確定前暫定額のため、今後修正することがある。

貸借対照表、損益計算書について

（単位：百万円）
H25. 3. 31現在 H24. 3. 31現在

資産の部 金額 金額
流動資産 36,815 33,932
　　　現金・預金 25,902 28,043
　　　未収金 6,344 4,671
　　　その他 4,569 1,218
固定資産 320,553 326,972
　　　建物等 464,472 453,048
　　　建物等減価償却累計額 △ 258,838 △ 240,226
　　　建物等減損損失累計額 △ 607 △ 397
　　　土地 111,149 110,403
　　　土地減損損失累計額 △ 1,270 △ 1,369
　　　建設仮勘定 2,766 2,506
　　　産業財産権 1,190 1,048
　　　その他の無形固定資産 1,385 1,650
　　　投資その他の資産 305 306

資産合計 357,369 360,904

負債の部 金額 金額
流動負債 36,243 34,013
　　　運営費交付金債務 18,841 19,102
　　　未払金 13,048 11,773
　　　その他 4,353 3,138
固定負債 28,112 26,654
　　　長期リース債務 － －
　　　資産見返負債 26,667 25,208
　　　長期預り補助金等 1,405 1,405
　　　長期前受金 0 0
　　　退職給付引当金 40 41

負債合計 64,355 60,667

純資産の部 金額 金額
資本金 285,774 286,086
資本剰余金 △ 5,155 201
利益剰余金 12,395 13,950

純資産合計 293,014 300,237

負債純資産合計 357,369 360,904
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平成２４年度＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞

○産総研法第１１条第１号から第５号
までの業務に要する費用は研究業務費
に、それ以外の管理部門の経費につい
ては一般管理費に計上している。

○受託収益のうち、主に独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）等の他独法からの受託収益
が減少している。

○経常損失の主な原因は、前期までに
自己財源で取得した固定資産の減価償
却費であり、利益剰余金の前中期目標
期間繰越積立金を同額取り崩すこと
で、最終的には当期総利益が８億円と
なっている。

※決算確定前暫定額のため、今後修正することがある。

貸借対照表、損益計算書について

（単位：百万円）
H24. 4. 1～H25. 3. 31 H23. 4. 1～H24. 3. 31

金額 金額
　　　研究業務費 74,123 77,313
　　　　　　人件費 36,241 39,677
　　　　　　減価償却費 9,993 10,265
　　　　　　その他 27,889 27,371
　　　一般管理費 7,833 7,165
　　　　　　人件費 3,328 3,456
　　　　　　減価償却費 241 257
　　　　　　その他 4,264 3,452
経常費用 81,956 84,478

　　　運営費交付金収益 56,838 57,965
　　　物品受贈収益 1,583 1,622
　　　知的所有権収益 250 238
　　　研究収益 6,091 5,166
　　　受託収益 11,679 14,134
　　　その他 4,032 4,328
経常収益 80,473 83,453
経常利益（△：経常損失） △ 1,483 △ 1,024

臨時損失 475 685
臨時利益 404 534
当期純利益（△：当期純損失） △ 1,554 △ 1,175
前中期目標期間繰越積立金取崩額 2,355 3,513
目的積立金取崩額 － －
当期総利益 800 2,338
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利益剰余金等に関する事項

平成２４年度決算における利益剰余金 １２，３９５百万円

① 前中期目標期間繰越積立金 ４，４９３百万円

③ 当期未処分利益 ８００百万円

※ 第２期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の第３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

※ 主に当期に自己財源で取得した固定資産の翌期以降における減価償却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

※決算確定前暫定額のため、今後修正することがある。

② 積立金 ７，１０２百万円

※ 通則法第４４条第１項の積立金で、主に第３期中期目標期間の１年目において自己財源で取得し
た固定資産の簿価相当額で非キャッシュ性の積立金
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○その他（財務内容関連）

個々の評価事項について 平成２４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。

利益剰余金等に関する事項
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■平成２４年度末での運営費交付金債務は１８８億円（前年度１９１億円、１.６％減）、補正予算※を

除いた当初予算の運営費交付金債務は１２６億円（前年度９６億円、３１.３％増）の見込。そのうち、

年度をまたぐ契約済み繰越額を除く未執行繰越額は６６億円（前年度７３億円、９.６％減）であるが、

平成２５年度の業務経費として計画済みである。

■平成２４年度末での運営費交付金に対する債務残高の割合は３２.５％。補正予算を除いた当初

予算に対する債務残高の割合は２１.８％（未執行繰越額６６億円の債務残高の割合は１１.４％）。
※平成２３年度３号補正：東日本大震災復旧・復興運営費

※決算確定前暫定額のため、今後修正することがある。

運営費交付金債務について

運営費交付金債務額の推移
（単位：億円）

２２年度 ２３年度 ２４年度

うち
当初予算

うち
補正予算

うち
当初予算

うち
補正予算

運営費交付金総額（Ａ） 614 700 604 96 578 578 0

運営費交付金債務額（Ｂ） 55 191 96 95 188 126 62

うち契約済み繰越額（Ｃ） 30 31 23 8 84 60 24

うち未執行繰越額（D=Ｂ-Ｃ） 25 160 73 87 104 66 38

債務残高割合（Ｂ/Ａ） 9.0% 27.3% 15.9% 99.0% 32.5% 21.8% -

未執行繰越額割合（Ｄ/Ａ） 4.1% 22.9% 12.1% 90.6% 18.0% 11.4% -
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○ 業務・システムの最適化に関する取り組み状況

Ⅳ．その他

○ 平成２４年度第１次補正予算による施設整備
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クラウド化による産総研情報システムのスリム化

情報セキュリティ耐性の強化

平成２４年度よりメールシステムをＧｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓに移行
（セキュリティ、ＢＣＰ、コスト、利便性の全てを両立）

内部からの不審な通信を、次世代型ファイアウォールシステムと高性能アンチウ
ィルスソフトの連携で検知する体制を構築

クラウド化に伴い、所内ネットワーク構成の単純化が可能となり、以下を達成

① 基幹スイッチの削減（６システム→２システム）、 クラウド化に伴うサーバ群の大幅な削減

② クラウド化によるコスト削減効果： 約１．５億円（平成２３年度～平成２４年度）

③ 電力削減効果： 約４０ｋＷ（対２３年度比２０％減）

以上の考え方を他のシステムに展開中（既に公式ＨＰはクラウド上で稼働）

クラウド上の強力なスパムフィルタにより、危険なウィルスメールを外部サーバ
上で削除または隔離し、水際で防御

業務・システムの最適化に関する取り組み状況
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■ 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の一環として、
研究施設の整備と老朽化対策に着手

・次世代蓄電池やナノテクノロジー、健康医療などに貢献する、新たな研究施設の整備
（総額：１１０億円）

〔新たな研究施設〕
ナノテク・材料研究棟（仮称）（つくば）
次世代蓄電池・健康医療研究棟（仮称）（関西）
新研究棟（北海道、東北、九州）

・研究施設・設備の老朽化対策として、つくばセンター基幹設備（特別高圧受変電設備、
廃水処理施設）の他、中国センターを除く、全センターの老朽化施設・設備の改修に着手

（総額：２１８億円）

〔主な改修工事〕
特別高圧受変電設備改修（つくば）
廃水処理施設改修他（つくば、関西、九州）
外壁改修・屋上防水工事（北海道、つくば、中部、関西、九州）
照明器具・分電盤改修（北海道、東北、つくば）
空調設備改修（東北、つくば、臨海、関西、四国、九州）

平成２４年度第１次補正予算による施設整備


