
平成２３年６月２２日

平成２２年度及び第２期中期目標期間における
 

ＩＮＰＩＴ業務実績の概要について
 

平成２２年度及び第２期中期目標期間における
 

ＩＮＰＩＴ業務実績の概要について

資料２－１



1

Ⅰ
 

業務運営の効率化①

１．業務の効果的な実施１．業務の効果的な実施

（１）業務量等の変動に応じた体制の見直し

（２）民間事業者等との協力・連携、外部人材の活用

専門的業務を円滑に遂行するため、外部人材を積極的に活用（契約職員４５名、派遣職員２８名）

法律的見地からの検討、苦情・トラブルへの対応＝弁護士との顧問契約、経理事務の適切な遂行＝監査法人との顧問契約

人員配置及び業務・組織体制の見直し

・職員

 

２名削減

 

（総務部、情報提供部（電子出願））

・契約職員

 

３名削減

 

（閲覧室相談員２名、分類指導員1名）

整理合理化計画を踏まえ、地方閲覧室をすべて閉室

＜第２期中期目標期間＞

業務を効果的に実施するために、必要に応じて人員配置や組織体制を見直し

・ＩＰＤＬの利用拡大、閲覧室の利用者減に伴い、閲覧機器の台数を見直し（１９ＦＹ：１５８台→２０ＦＹ：１５５台→２１ＦＹ：８８台）

・閲覧室における受付業務従事者数（派遣職員）の見直し（２１ＦＹ：６人→５人）

利用者ニーズに対応したスペースの有効活用

・公報閲覧室スペースを研修スペースに変更

 

＝

 

外部借室経費を約１４百万円節減（２１ＦＹ）

民間事業者及び外部人材の活用

・小売等役務商標制度導入後の３ヶ月間、民間機関及び日本弁理士会との協力・連携の下に、「専用ホットライン」を毎日開設

（19年４～7月）
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Ⅰ
 

業務運営の効率化②

２．業務運営の合理化２．業務運営の合理化

特許庁の運営基盤システムワーキンググループ、新検索システムワーキンググループ、データ管理業務検討タスクフォース

 
に参加し、ＩＮＰＩＴ業務への影響を適時確認

特許庁業務システム最適化計画の内容を調査し、特許庁と対応方法について 検討

３．業務の適正化３．業務の適正化

（１）一般管理費・業務経費の削減

一般管理費は前年度比4.1 ％、業務経費は前年度比3.5 ％の削減を達成

（21年度予算）

 

（22年度予算）

 

（千円）

一般管理費（※）

 

210,595 201,986 ※役員等管理部門の人件費を除く

業務経費

 

11,938,551 11,515,600

（２）契約に関する適正化

委託等の契約は、可能な限り競争的契約への移行

 

（随意契約

 

21FY：１０件

 

→22FY：６件

 

）

契約の妥当性を諮るための契約審査委員会及び契約監視委員会の開催

随意契約（少額随契以外）だけでなく、一般競争入札を含めた契約締結状況をHPに公表し、透明性を確保

＜第２期中期目標期間＞

業務経費については期間平均で３．６％、一般管理費については期間平均で３．１％の削減を達成

契約に関する適正化を図り、期間中に真にやむを得ないものを除きすべての案件について競争的契約へ移行

・随意契約の件数：

 

18FY：57件（48%）

 

19FY：35件（29%) 20FY：15件（17%）

 

21FY：10件（11%）

 

22FY：6件（9%）
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Ⅰ
 

業務運営の効率化③

（３）内部統制の構築

理事長以下全役員及び部長以上が出席する運営会議を毎月開催、各事業の進捗・目標の達成状況の管理と目標達成を阻

 
害するリスク要因の洗い出しを図る体制を整備

理事長のリーダーシップによる指示の下、入札公告期間の十分な確保、仕様書条件の緩和、事業を分割して発注規模の見直

 
しを図る等により、一者応札の改善への取り組みを実施

監事が毎年度監査方針及び監査計画書を作成し、監査を実施

服務規律遵守の徹底を目的に、全職員が「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」及び「情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ」に関する研修（eラーニング）を受講

４．人件費削減の取組４．人件費削減の取組

平成２２年度における人件費執行額は、前年度比△２．１％

業務の効率化を図り、職員の削減を行ったことにより、

 

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づく

５年間で５％以上の削減目標を大幅に達成（△１０．７％）

（※１）「給与、報酬等支給総額」については次の考え方により算出している。
・平成17年度実績は、実績額710,909千円に、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）に見合う平成17年度人件費推計額を加算。
・平成18年実績額は、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）を含めていない。
・平成19年度以降の実績額には、平成19年1月1日の業務移管に伴う増員分（34名）分を含めている。

（※２）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。ただし、平成18年度については、19年1月1日増員分（34名）を含まない平成17年度実績額717,909千円に対する削減

率を示している。
（※３）人件費削減率の補正値は、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。平成18年、

平成19年、平成20年、平成21年、平成22年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4%、▲1.5%である。

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 22年度実績

給与、報酬等支給総額 1,043,901 738,157 1,016,110 946,107 918,107 899,257

人件費削減率（補正値） 2.8％ △3.4％ △10.0％ △10.4％ △10.7％

（単位：千円）
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上①

１．工業所有権情報の提供１．工業所有権情報の提供

（１）工業所有権情報の提供・普及

［［

 

工業所有権情報普及業務工業所有権情報普及業務 ］］

特許電子図書館（IPDL）検索回数：

 

86,001,923回（達成率123%）

 

蓄積件数：

 

約8,040万件

IPDLサービス機能の拡充

・視覚障害者に配慮し、音声読み上げソフトに対応するようインデックスの付与を行うなどの対応

・特許庁から貸与されるデータが暗号化されることに伴い、当該データを復号化する対応

IPDL講習会を、ユーザーが参加しやすい日程で開催

・全国7ヶ所10回

 

参加者245名

整理標準化データ作成件数：

 

14,129,047件（達成率109%）

＜第２期中期目標期間＞
特許電子図書館（IPDL）
・目標として設定した最終年度において7,000万回以上のアクセスについては、１９FYから達成

・ユーザーニーズを踏まえ、利便性の向上を図るため各種の機能改善を実施

19FY：

 

公報テキスト検索における公報全文検索機能の追加

20FY：

 

特許・実用新案検索における文献単位PDFダウンロード機能の追加

21FY：

 

公報テキスト検索におけるNOT演算機能の追加

整理標準化データ

・期間中の目標として設定したデータ作成件数＝毎年度1,300万件以上については、毎年度達成

・情報の抽出からデータの提供までの期間を、期間中に7日間短縮
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上②

（３）審査結果等情報の整備・運用

他国への審査協力及び我が国出願人の迅速かつ的確な権利取得を促すため、「高度産業財産ネットワーク（AIPN）」の

整備・運用を引き続き実施中

機械翻訳システム精度向上のため、機械翻訳辞書データ(英語)約5,000語の追加

 

（年度末累計約76,000語）

（２）他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用

米国・欧州特許明細書の和文抄録作成件数：

 

313,442件

 

（達成率136％）

公開特許公報英文抄録(PAJ)作成件数：

 

288,447件
※年度計画で設定した34万件には達しなかったが、発行された公開特許公報全件について英文抄録を作成済み

公開特許公報発行からPAJ提供までの期間を、前年度より2日間短縮

三極協力用特許漢字書誌データ（10アイテム）作成件数：

 

550,255件（達成率110%）

＜第２期中期目標期間＞

米国・欧州特許明細書の和文抄録作成

・期間中の目標として設定した作成件数＝毎年度２３万件以上については、毎年度達成

・作成した和文抄録については、IPDLを通じて一般ユーザーにも提供

公開特許公報英文抄録(PAJ)作成

・期間中の目標として設定した作成件数＝毎年度３４万件以上については、18年度は達成したが、19～22年度について

は特許庁の公開公報発行件数が34万件に達しなかったため、発行された全件について作成

・公開特許公報発行からPAJ提供までの期間を、５年間で１０日間短縮

翻訳品質の維持・向上

・和文抄録及びPAJともに、翻訳品質（文章評価、専門用語評価）の維持・向上のため、サンプルチェックを毎年度実施
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上③

利用状況等を鑑み、特許審査官端末を59台から40台に削減

特許審査官端末講習会を実施（12回、参加者74名）

ユーザーに対するアンケートを実施、結果をＩＮＰＩＴのＨＰに掲載

（２）閲覧用機器の機能向上及び設置台数の見直し

閲覧室利用者数：

 

20,594名
地方閲覧室の閲覧指導員へのｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修（検索手法の向上）を実施

（１）中央資料館としての工業所有権情報の提供

［［

 

工業所有権関係公報等閲覧業務工業所有権関係公報等閲覧業務 ］］

［［

 

審査・審判関係図書等整備業務審査・審判関係図書等整備業務

 

］］
（１）審査・審判に関する技術文献の充実

内国：

 

図書479冊、雑誌9,917冊（399タイトル）

外国：

 

図書40冊、雑誌5,965冊（401タイトル）

非特許文献（ミニマムドキュメント）：

 

3,174冊（144タイトル）

意匠カタログ：

 

内国12,007件、外国3,000件

（２）閲覧等サービスの向上

HPに掲載した閲覧可能な図書等リストを更新、閲覧サービスの充実

＜第２期中期目標期間＞

中央資料館としての確実な情報提供

・休日以外の全日、各閲覧室で閲覧に供した

・公報発行日に即日閲覧を可能とする体制を維持

整理合理化計画を踏まえ、地方閲覧室を閉室

閲覧用機器の機能向上と設置台数の見直し

・特許庁審査官が使用するものと同程度の機能を

有する閲覧用機器を、19FYから順次導入

・各閲覧室の利用状況に応じ、設置台数を適時

見直し

審査・審判に関する技術文献の充実

・審査・審判の質を向上させることを目的に、内外

国文献の収集・提供を、目標期間中確実に実施

・収集した文献については、一般ユーザーが適時閲

覧可能とするサービスを実施
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上④

（２）他機関との連携

相談件数：45,805件
・窓口：8,466件、電話：32,986件、文書・FAX：1,434件、メール：2,919件
電話相談受付を引き続き20時まで実施

産業財産権相談サイトの開設、FAQの提供

・FAQアクセス件数：

 

435,984件（前年比377％増）

知識の共有化及び相談業務の質的向上を図るため研究会を実施（15回）

（１）相談への迅速な対応

［［

 

工業所有権相談等業務工業所有権相談等業務 ］］

相談を通じて把握したユーザーニーズを特許庁へフィードバックし、共有

知的財産権制度説明会等において相談パンフレットを配布

 

（8,200部）

発明協会、日本弁理士会等の関係機関と意見交換を行い、今後の連携につ

 
いて検討を開始

【相談件数の推移】

【FAQアクセス件数】

0
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＜第２期中期目標期間＞

相談への迅速な対応

・文書・メールでの相談については一部の案件（勤務時間外での受付分等）を

除いて１開館日以内に対応

・１８年７月から、電話相談時間を20時まで延長

・相談を受けた案件はすべて相談データベースに蓄積し、情報を共有化

・20FYより相談サイトの構築を開始、21FYよりＷｅｂにて一般ユーザーに公開

・相談サイトにＦＡＱを掲載（22FY末109件）

・「かんたん商標出願講座（動画）」を作成し、相談サイトで公開
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上⑤

特許流通アドバイザー派遣（83名）

・企業訪問回数：

 

20,166回（達成率126％）

・22年度成約件数：

 

1,272件(累計14,699件)
地方自治体が確保する技術移転人材（特許流通アシスタントアドバイザー：54名）に対し、特許流通アドバイザーの指導のもと、

特許流通等ノウハウ継承のための支援を実施

 

（成約件数：３６件）

特許流通アドバイザーの育成指導を完了した地域の技術移転人材（自治体特許流通コーディネータ： 55名）に対し、

地域において自立的に活動をできるよう支援

 

（成約件数：１０３件）

アドバイザーの地域間交流による人的ネットワーク構築を目的としたスキルアップ研修の実施

※【成果】神奈川県が実施する特許流通支援事業において、当館が育成した特許流通アシスタントアドバイザーを中心に支援体制

 
を構築（6/10 日刊工新聞で紹介）

（１）人材活用等による特許流通の促進

［［

 

工業所有権情報流通等業務工業所有権情報流通等業務 ］］

２．工業所有権情報の流通促進２．工業所有権情報の流通促進

（２）開放特許情報等の提供・活用の促進

特許流通データベース新規登録件数：

 

5,462件（累計：43,593件）

・ライセンス情報検索回数：91,677回
・普及啓発・登録促進活動：20回

特許情報活用支援アドバイザー派遣（52名）

・企業訪問回数：

 

10,849回

 

（達成率217％）

・企業戦略サポート実績：

 

575件（商品化支援等）

リサーチツール特許データベース検索回数：

 

2,955回
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上⑥

知的財産権取引業者データベース

・登録事業者数：180社（21年度末：103社）、普及啓発・登録促進活動：26回
特許ビジネス市の開催（開催4回（関東2回、近畿1回、中部1回）：参加者380名）

・発表案件32件、実施権許諾契約件数1件、その他契約件数1件
・地域版特許ビジネス市への開催協力：9回（東北3回、近畿2回、中国1回、九州3回）

国際特許流通セミナー2011開催（1月24・25日：ホテル日航東京（参加2,836名））

特許流通講座（10回：参加者654名）を開催

（３）知的財産権取引事業の育成支援のための環境整備

（４）特許流通に関する調査

国内外における特許流通市場の実情に関する調査、分析を実施

・特許流通促進事業成果の総括に関する調査研究

・企業等の海外展開における知財活用の現状と課題に関する調査研究

・知財情報の有効活用のための効果的な分析方法に関する調査研究

※上記調査研究報告書はINPITのHPに掲載し、一般に公開

＜第２期中期目標期間＞

人材活用等による特許流通の促進

・期間中の目標として設定した特許流通アドバイザーによる企業訪問数＝５年間で述べ80,000回以上については、

118,684回となり、目標を達成

・期間中の目標として設定した地方自治体の技術移転に関わる人材の育成＝５年間で１００人以上については、

１１０人の育成を完了し、目標を達成

開放特許情報等の提供・活用の促進

・期間中の目標として設定した特許情報活用支援アドバイザーによる年間企業訪問数＝毎年度5,000回以上については、

毎年度目標を達成

その他特許ビジネス市、特許技術移転セミナー、特許流通講座の開催等については、期間中の目標として設定した数値

について、すべて目標を達成
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上⑦

初心者ユーザーでも自ら手続が可能となる「かんたん願書作成ツール」を作成・提供

・かんたん願書作成ツール（商標）リリース（７月）

・かんたん願書作成ツール（特許、実用新案、意匠）リリース（１月）

・かんたん願書作成ツールに早期審査に関する事情説明書を追加リリース（３月）

（１）電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進

［［

 

情報システム業務情報システム業務

 

］］

３．情報システムの整備３．情報システムの整備

（２）公報システム等の整備・管理

適切な公報システムの整備・管理を行うため、特実意商・審決公報システムの改造を実施

（３）審査・審判資料等の電子データの整備

GENESEQ・DNA公共データ蓄積件数：

 

25,864,237件、DNAデータ加工件数：5,310件
出願人等へ拒絶理由を通知する際に引用した非特許文献（写）を送付するためのデータ作成

（４）特許行政に関する情報提供支援

特許庁HP新規・更新作成ファイル数：

 

10,957件、アクセス件数：

 

14,436,972件
特許庁HPユーザーの利便性に配慮したコンテンツの作成

＜第２期中期目標期間＞

電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進

・全国各地での説明会、企業訪問による講習会等の実施、23時までの相談対応の実施等により22年4月のインターネット

出願の一本化（ISDN回線の終了）を円滑に実施

・その他公報システム等の整備・管理、審査・審判資料の電子データの整備、特許行政に関する情報提供支援についても、

目標期間中業務を確実に実施
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上⑧

特許庁の研修計画に基づき、6,017名に研修を実施

・必修研修：

 

915名

 

（審査系：615名、審判系：185名、事務系：115名）

・任意研修：

 

5,102名

 

（全職員対象）

研修実施にあたっての重点項目

・実務研修を取り入れるなど、特許庁職員の実践的な能力を強化

・審査・審判系研修において、中国、韓国及び欧米の特許制度に関する科目を充実化

・通信型第二外国語研修を実施（ドイツ語、フランス語、中国語等）

（１）特許庁職員に対する研修

 

（満足度98.2%）

［［

 

人材育成業務人材育成業務 ］］

４．知的財産関連人材の育成４．知的財産関連人材の育成

特許庁が定める調査業務実施者育成方針に基づき、調査業務実施者育成研修を4回実施（受講者：392名）

特許審査迅速化に資するため、カリキュラムや評価方法を見直し

・面接評価における評価項目の再検討、区分追加者への質問例の見直しのため、特許庁と協議

（２）調査業務実施者の育成研修

 

（満足度99.8%）

（３）民間企業等の人材に対する研修

中小・ベンチャー企業向けの研修、弁理士等知的財産専門人材向けの研修、特許情報検索に関する研修、

行政機関等職員に向けた研修についても、年度計画で設定した回数はすべて達成

 

（満足度98.9%）

上記の研修実施にあたっての重点項目

・研修生の相互研鑽を図るよう討論形式の科目導入

 

等

知的財産人材育成機関との連携等

・「知財人材育成推進協議会及び作業部会」の開催、「協議会オープンセミナー」の開催

・海外における人材育成機関と連携し、情報交換及び相互協力を推進（日中韓知的財産人材育成機関長会合等）
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Ⅱ
 

提供サービスと業務の質の向上⑨

eラーニングによる学習教材（45コンテンツ）を特許庁職員等に提供

・公開可能な教材の34コンテンツを外部に提供

・新たに4コンテンツの学習教材（改訂版も含む）を開発

三極特許庁（JPO､EPO､USPTO）との協力

・開発済み11コンテンツを提供（継続）

「調査業務実施者育成研修」、「検索エキスパート研修」等、公開可能な研修テキスト（6教材）をHPに公開

出版物「特許研究」第50、51号を発行し、HPへ掲載するとともに関係機関等に配布

（４）情報通信技術を活用した学習機会の提供

（５）大学の知的財産管理機構の整備支援

大学知的財産アドバイザーを26大学等に派遣

 

(達成率124%）

知的財産管理体制構築支援セミナーを実施

 

（8大学、11回）

派遣終了大学へのフォローアップを実施

 

（8大学）

「大学における知的財産管理体制マニュアル2010年度版」を作成、配付し、ＨＰでも公開

（６）工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の支援

産業財産権標準テキスト等（12種）を改訂し、配付希望のあった学校教育機関約6,300ヶ所へ配付 （達成率126%）

産業財産権標準テキストを利用した推進協力校事業の実施（全国の工業・商業・農業・水産高校及び高専80校）

・推進協力校における知財教育の活動状況に関する映像作成及び事例集を5校分作成（23FYに関係機関に配布予定）

高校生、高専生、大学生を対象とした

 

「パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト」を実施

・特許出願支援対象

 

15件、意匠出願支援対象23件を選定
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提供サービスと業務の質の向上⑩

＜第２期中期目標期間＞

特許庁職員に対する研修 （期間中平均満足度９８．２％）

・期間中、特許庁の審査官・審判官、任期付審査官及び事務系職員に対する階層研修を着実に実施

・審査系コース研修において、事例研究、演習、討論を多く取り入れ、審査実務能力を強化

・「当事者系審判研修」及び「先端技術研修」において、弁理士の参加を募り、相互の研修効果を向上

・18FYからｅラーニングによる学習教材の活用を開始

調査業務実施者の育成研修

・登録調査機関及びその設立予定機関の動向把握に努めつつ、調査業務実施者に必要な研修を毎年度４回実施

（延べ１，７６２名受講、期間中平均満足度９９．８％）

民間企業等の人材に対する研修

・民間企業等の知的財産人材の育成を推進するための研修を効果的に実施

（延べ３，６５８名受講、期間中平均満足度９８．９％）

eラーニングを活用した学習教材の提供

・開発済みの学習教材４５コンテンツを特許庁職員研修用に提供、うち３６コンテンツについては外部にも公開

大学の知的財産管理機構の整備支援

・期間中の目標として設定した大学知的財産アドバイザー派遣大学数＝毎年度延べ２０大学以上については、

毎年度目標を達成

工業所有権教育用教材の整備・提供及び活用の支援

・期間中の目標として設定した教育用教材の提供＝毎年度5,000ヶ所以上については、毎年度目標を達成
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財務内容の改善

経理事務を適切に遂行するため、監査法人との顧問契約を締結

監事（公認会計士・税理士）による監査を毎月実施

１．財務内容の透明性の確保１．財務内容の透明性の確保

予算執行に係るヒアリングを適宜実施するとともに、毎月開催の運営会議

 
で予算の執行状況報告を行い、効率化の達成度等に係る進捗管理を厳格

 
に実施

２．効率化予算による運営２．効率化予算による運営

３．自己収入の確保３．自己収入の確保

民間向け研修について、有料研修を実施し、自己収入の確保に努めた

（単位：百万円）

1,501収入と支出の差

支 出

収 入

12,787
4
74
0

12,865

10,211
246
187

2,065
6,092

44
1,196
381
340
813

11,364

運営費交付金
複写手数料収入
研修受講料収入
雑収入
計

業務経費
工業所有権関係公報等閲覧業務関係経費
審査・審判関係図書等整備業務関係経費
工業所有権情報流通等業務関係経費
工業所有権情報普及業務関係経費
工業所有権相談等業務関係経費
情報システム関連業務経費
人材育成業務関係経費

一般管理費
人件費
計

【平成22年度決算】

＜第２期中期目標期間＞

財務内容の透明性の確保

・期間中、監査法人との顧問契約を締結し、経理業務全般について指導を受けた

効率化予算による運営

・中期目標に示された効率化目標を踏まえた予算を作成し、当該予算の範囲内で効率的な運営に努めた

自己収入の確保

・公報等閲覧業務においては複写手数料を徴収、人材育成業務においては有料による研修を実施し参加者から実費

相当の受講料を徴収し、自己収入の確保を図った
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Ⅳ
 

その他業務運営①

１．ユーザーフレンドリーな事業展開１．ユーザーフレンドリーな事業展開

電話相談受付を引き続き20時まで実施

IPDL講習会を一般ユーザーが参加しやすい土日に開催

IPDL利用者へのアンケートを実施し、結果を踏まえた機能改善を実施

要望のあった企業14社を訪問し、インターネット出願導入について説明

相談部において定期的な研究会の実施、制度改正説明会等への積極的な参加

（１）特許庁との人事交流及び連携

特許庁幹部や関係課室と意見交換を適宜実施

INPITが対応した相談内容を特許庁関係課室にフィードバックし、情報共有

２．特許庁との連携２．特許庁との連携

（２）特許庁の施策等の把握

３．広報・普及活動の強化３．広報・普及活動の強化

（１）マスメディア等を活用した広報・普及活動

ＩＮＰＩＴの事業活動を広く普及するため様々な広報活動を実施

・発明通信社発行「発明KAWARA版」へ記事を掲載

・特許庁広報誌「Webとっきょ」への記事掲載

（２）INPITのHPの拡充、情報セキュリティーの確保

HP（トップページ）アクセス件数：

 

63,010件
携帯電話専用サイト開設

情報セキュリティーポリシーに基づく点検・監査を、全職員を対象に実施

個人情報保護規程に基づき点検・監査を実施

（３）イベント情報等の電子メール配信

特許流通ニュースメール配信（年24回）

特許流通ニューズレター発行（年1回、1.5万部）

出願ソフトニュース配信（年5回）

＜第２期中期目標期間＞

ユーザーフレンドリーな事業展開

・18年7月から電話相談受付を20時まで延長

・窓口業務を行う契約職員を対象にCS(顧客

 
満足）研修を実施（20FY)

・22年4月のインターネット出願一本化の際に、

 
23時まで相談対応を実施

特許庁との連携

・特許庁の｢ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと知財政策に関する研

 
究会」に理事長が参画して情報を収集し、

 
INPITの今後の在り方について検討を実施

広報・普及活動の強化

・適切な情報監理を実施するために、「情報セ

 
キュリティポリシー」を策定（19FY）
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その他業務運営②

人事に関する計画人事に関する計画

人事に関する計画

・直接部門と一般管理部門の常勤職員の業務負担を把握し、機動的かつ効率的に配置することにより、

22FY末における一般管理部門の常勤職員数が占める割合を、期初における同割合未満とすることができた

（ 期

 

初）

 

（ 期

 

末）

79名

 

97名
人材開発統括監

 

1名

 

1名
総務部（管理部門）

 

18名(23%) 17名(18%)
情報提供部

 

17名

 

20名
流通部

 

9名

 

9名
情報管理部

 

5名

 

20名
相談部

 

11名

 

9名
研修部

 

10名

 

8名
人材育成部

 

8名

 

13名

人員に関する指標

 

（

 

中期計画）

 

（実績）

・期初の常勤職員数

 

79名

 

79名
・期末の常勤職員数

 

113名

 

97名
・中期目標期間中の人件費総額見込み

 

4,970万円

 

4,596万円
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