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平成 21年度における経済産業省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果等についての意見について 

 

当委員会は、平成 22年８月 30日付けをもって貴委員会から通知のあった

「経済産業省所管独立行政法人の平成 21 年度及び中期目標の期間における

業務の実績に関する評価の結果について」に関して、別紙１のとおり意見を

取りまとめましたので、通知します。あわせて、独立行政法人の内部統制の

充実・強化を行う上で参考となる取組について別紙２から別紙４のとおり、

独立行政法人の評価及び業務運営等について参考となる事例について別紙

５のとおり取りまとめ、送付しますので、よろしくお取り計らい願います。 

当委員会としては、平成 22年５月 31日に改正した「独立行政法人の業務

の実績に関する評価の視点」、同日に独立行政法人評価分科会において取り

まとめた「平成 21 年度業務実績評価の具体的取組について」等に沿って、

政府全体の評価の厳格性、信頼性の確保に重点を置き、横断的に評価を行っ

たところです。 

このうち、保有資産及び内部統制については、各法人における実態の把握

に努めつつ、今後、的確に評価を行うことができるよう、積極的に提言を行

いました。 

 具体的には、独立行政法人の保有資産の有効活用や国庫納付等の推進が大

きな課題となっていることを踏まえ、独立行政法人等による保有資産の見直

し状況を国民に明らかにして今後の一層の取組を促すとともに、保有資産の
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詳細情報を活用した厳格な評価のための枠組み作りを提言しています。 

 また、独立行政法人を巡る不祥事や無駄遣いへの批判がある中、国民の信

頼を高めていくためには、法人自体におけるマネジメント改革への取組が欠

かせません。その有用な手段である内部統制について、本年３月に総務省の

研究会で考え方が取りまとめられたことを受け、各評価委員会が行った積極

的な取組を取り上げるなどにより、今後の評価に向けた具体的な視点等を提

起しています。 

 このほかにも、当委員会は、各評価委員会の意欲的な取組を積極的に紹介

するなどの取組を行いました。 

 独立行政法人の適正な運営及び質の高い行政サービスを確保するためには、

問題点等を明らかにして改善を促すとともに、法人の積極的な取組を更に促

進する質の高い評価が不可欠です。そのためには、上記の提言を踏まえるな

どにより、評価の在り方について不断の改善を図っていくことが求められま

す。貴委員会におかれては、独立行政法人に対する国民の厳しい視線を意識

しながら評価に取り組んでいることと存じますが、今般の当委員会の意見を

踏まえ、一層の評価の質の向上に向けた取組が行われることを期待していま

す。 
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別紙１ 

平成21年度における経済産業省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果等についての意見 

 

平成 21年度における経済産業省所管 11法人（経済産業研究所、工業所有権情報・研修

館、日本貿易保険、産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機構、新エネルギー・ 産業技

術総合開発機構、日本貿易振興機構、原子力安全基盤機構、情報処理推進機構、石油天然

ガス・ 金属鉱物資源機構、中小企業基盤整備機構） の業務の実績に関する貴委員会の評価

の結果（以下「評価結果」という。）については、以下のとおり改善すべき点がみられた。  

 

【所管法人共通】 

（保有資産の見直し） 

１ 保有資産の見直しに関する政府の方針及び当委員会における評価の具体的視点等 

(1) 「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成21年12月25日閣議決定） 

独立行政法人が保有する資産の見直しについては、行政刷新会議による事業仕

分け（第１弾）を受けて、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（以下「抜

本的見直しの視点」という。）が閣議決定され、その中で、独立行政法人の組織体

制及び運営の効率化を検証する際の視点として、「保有資産（実物資産、金融資産）

等の経営資源が事務・事業の目的及び内容に照らして過大なものとはなっていな

いか。徹底的に縮減し、国庫返納等を行うべきではないか。」との視点が示された。 

 

(2) 「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」(平成22年５月18日行政刷

新会議決定) 

抜本的見直しの視点の閣議決定後、行政刷新会議による事業仕分け（第２弾）

を受けて、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（以下「横断的見

直しの方針」という。）が行政刷新会議で決定された。その中で、各府省は、独立

行政法人の保有資産の抜本的見直しを行い、「当該独立行政法人が保有し続ける必

要があるかを厳しく検証し、支障のない限り、国への返納等を行う」ものとされ、

独立行政法人の支所等として設置している東京事務所、海外事務所、研修施設等

については、「当該独立行政法人が当該事務所等を引き続き設置し続ける必要があ
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るか、効率化を図ることができないか等を検証し、廃止、統合、組織の枠を超え

た共用化等の措置を行う」ものとされた。さらに、これらの検証に当たって、「施

設の保有や賃借は、政策的必要性や効果に応じた必要最小限に留める」ものとさ

れている。 

また、平成22年５月21日の閣僚懇談会では、内閣総理大臣から各大臣に対し、

横断的見直しの方針に沿った措置を講ずるよう要請された。 

 

(3) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成22年法律第37号）の成立 

こうした独立行政法人の保有資産に関する政府方針等が打ち出される中、平成

22年５月21日には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立し、ⅰ）不

要財産の処分及びその処分計画の中期計画への記載の義務付けのほか、ⅱ）政府

出資に係る不要財産についての国庫への納付又は売却収入の納付、これに伴う減

資等、独立行政法人が保有する不要財産の国庫納付を行う枠組みが整備された。 

 

(4) 当委員会における評価の視点等 

当委員会では、このような独立行政法人の保有資産等を巡る状況を踏まえ、「独

立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」（平成22年５月31日政策評価・独立

行政法人評価委員会決定）及び「平成21年度業務実績評価の具体的取組について」

（平成22年５月31日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会

決定）（以下これらを合わせて「評価の視点等」という。）において、独立行政法

人等の保有資産等の見直しに係る評価の視点を重点事項として位置付け、独立行

政法人等による保有の必要性・規模の適切性の観点からの見直し状況に関する評

価、見直しにより不要とされた資産の処分・有効活用の適切性及び必要とされた

資産の管理・運用の適切性の検証状況に関する評価を行うに当たって留意すべき

具体的視点等を示したところである。 

 

(5) 当委員会における評価の視点等の決定後の動き 

当委員会における評価の視点等の決定後も、以下のとおり、政府の方針におい

て独立行政法人の保有資産等に関する取組方針等が示されている。 
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ア 「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」（平成22年６月18日閣議決

定） 

平成22年６月18日に「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」（以下

「新成長戦略」という。）が閣議決定され、その別表「成長戦略実行計画（工程

表）」において、「独法資産の実態把握に基づく見直しによる有効活用、国庫納

付等の推進」を図るものとされ、独立行政法人の保有資産等の見直しに当たり、

その実態把握が重要であるとの認識が示されている。 

 

イ 「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） 

平成22年12月７日に「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（以下

「見直しの基本方針」という。）が閣議決定された。その中で、独立行政法人の

保有資産等に関しては、各独立行政法人が個別に講ずべき措置のほか、「そもそ

も当該独立行政法人が保有する必要性があるか、必要な場合でも最小限のもの

となっているかについて厳しく検証し、不要と認められるものについては速や

かに国庫納付を行う」ことや、「個別に措置を講ずべきとされたもの以外のもの

についても、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を

対象に、自主的な見直しを不断に行う」ことなどの取組方針が示されるととも

に、東京事務所、海外事務所、職員研修・宿泊施設、本部事務所、地方支所、

職員宿舎等の資産ごとの見直しの方向性が示されている。 

 

２ 独立行政法人等の保有資産等に関する実態把握 

当委員会では、二次評価の重点事項として位置付けた独立行政法人等の保有資産

等の見直しに係る評価を的確に行うため、その保有資産等の実態を把握することが

重要であるとの認識の下、平成21年度末現在で設置されている独立行政法人98法人

並びに日本司法支援センター及び日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）の計

100法人を対象として、法人が所有又は借上げにより使用しているⅰ）実物資産等及

び所有するⅱ）金融資産、ⅲ）知的財産について、以下のとおり、二次評価に必要

なデータ収集を行った。 

なお、このような実態把握の重要性は、新成長戦略の「成長戦略実行計画（工程
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表）」においても指摘されており、「独法資産の実態把握に基づく見直しによる有効

活用、国庫納付等の推進」を図るものとされているところである。 

(1) 実物資産等 

法人が所有又は借上げにより使用している実物資産等の実態を把握するため、

本年６月から８月にかけて、各府省及び各独立行政法人等の協力を得て、必要な

データ収集を行った。 

具体的には、ⅰ）土地、ⅱ）建物及び附属設備、ⅲ）構築物を中心とし、収集

するデータの種類は、上記の政府方針等や評価の視点等を踏まえたものとした。 

 

(2) 金融資産 

金融資産については、特に現金預金、有価証券等に着目して、財務諸表を基に

データの整理・分析を行った。 

 

(3) 知的財産 

知的財産については、特に特許権に着目して、本年９月に各府省及び各独立行

政法人等の協力を得て、必要なデータ収集を行った。 

 

３ 実物資産等の実態に関する情報の活用及び提供 

独立行政法人等が使用する実物資産等に関する詳細な情報については、国有財産

のように、政府部内で一元的に把握している部門がなく、その全体像や実態を把握

することが容易でない状況にある。そこで、今回、当委員会は、各府省及び各独立

行政法人等の協力の下、各独立行政法人等が使用する実物資産等の実態把握を行う

こととした。こうした実態把握に基づく詳細な情報は、当委員会が行う二次評価に

とどまらず、各独立行政法人等が実物資産等を見直す上でも、貴委員会が法人の取

組の適切性等を厳格に評価を行う上でも、非常に有用な基礎的情報である。 

他方、平成22年５月21日に独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立し、

独立行政法人が保有する不要財産の国庫納付を行う枠組みが整備され、同年12月７

日には、見直しの基本方針が閣議決定され、その中で、「個別に措置を講ずべきとさ

れたもの以外のものについても、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含め

た幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行う」ものとされたところである。 
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こうした独立行政法人通則法の一部を改正する法律の趣旨に沿った取組や独立行

政法人等による不断の見直しを促し、国民の理解と信頼を得ていくためには、各独

立行政法人等による見直し、処分、国庫納付等の取組状況を国民に分かりやすい形

で公表するとともに、その取組を厳格に検証し適切性を明らかにするためにも、各

独立行政法人等が使用する実物資産等に関する詳細な情報は必要不可欠である。 

以上のことから、今後、各独立行政法人等が使用する実物資産等に関する詳細な

情報が毎年度一定の時期に整備（データの更新等）され、独立行政法人等の評価や

見直しの基本方針及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行状況のフォ

ローアップ等に活用できるような仕組みが構築されることが期待される。 

また、独立行政法人等による実物資産等の見直し、不要財産の処分、国庫納付等

の取組を促し、業務運営の改善につなげていくために、こうした独立行政法人等に

おける取組について国民に分かりやすい形で公表するための方策を検討していくこ

とが求められる。 

   

４ 経済産業省所管独立行政法人の保有資産について 

(1) 実物資産等  

評価の視点等においては、上記項目１で触れた抜本的見直しの視点で、「保有

資産の見直しに係る事項については、再検討の間においても引き続き取組を進め

る」ものとされた「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決

定）等を踏まえ、独立行政法人が、所有又は借上げにより使用する実物資産等の

必要性を検証するに際し、特に留意すべき視点として、ⅰ）法人の任務遂行上の

有用性、ⅱ）資産規模の適切性、ⅲ）現在地に立地する必要性、ⅳ）資産の利用

度等、ⅴ）経済合理性を挙げ、検証結果等を踏まえた法人の取組については、ⅵ）

処分等の取組の適切性を挙げたところである。 

経済産業省所管の11法人が所有又は借上げにより使用している実物資産等の

利用状況等についてみると、表１－１の宿泊施設、教育研修施設等の利用率は、

50パーセントに満たず低調である。 
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表１－１ 利用率が50％を下回る宿泊施設、教育研修施設等 

法  人  名 施設名 区分 

利用に供する 

部屋数 

（室） 

利用率 

(H21) 

（％） 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 箱根研修施設 所有 8 35 

（注）１ 表中の施設は、利用率が50％を下回る宿泊施設、教育研修施設、会議室、ホール等であり、見直し

の基本方針において指摘を受けているものである。 

２ 利用率（％）＝ 年間実利用数（延べ利用部屋数）÷（年間稼働日数×部屋数）×100 

 

また、表１－２の資産は、未利用地等であり、処分等がなされておらず、法人

内に留保されている状況にある。 

 

表１－２ 未利用等の所有地・所有施設 

法  人  名 区分 
施 設 名 

（所在地） 

敷地面積 

 

(㎡) 

Ｂ／Ｓ 

価格 

（百万円） 

備 考 

新エネルギ-・産業技術総合

開発機構 

所有 
粕屋敷地 
（福岡県粕屋町） 

7,366 64 
平成20年12月売却手

続きを開始 

所有 
吉塚倉庫 
（福岡市博多区） 

4,514 437 
平成20年12月売却手

続きを開始 

所有 
篠栗書庫 
（福岡県篠栗町） 

2,988 14 平成20年12月売却手
続きを開始 

所有 
太宰府敷地 
（福岡県太宰府
市） 

1,327 55 平成 20年 12月売
却手続きを開始 

所有 
伊東敷地 
（静岡県伊東市） 

859 11  

所有 
筑紫野敷地 
（福岡県筑紫野
市） 

619 20 平成 20年 12月売
却手続きを開始 

（注） 表中の土地、建物等は、減損処理を行い用途廃止しているもの、法人で廃止を決定したもの等であり、

見直しの基本方針において指摘を受けているものである。 

 

さらに、表１－３の海外事務所については、複数の他の独立行政法人が事務所

を設置している都市に設けたものである。 
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表１－３ 複数の法人が事務所を設置する都市に設置されている海外事務所 

 法  人  名 区分 施設名 

使用面積 

 

（㎡） 

役職員 

配置数 

（人） 

維持 

経費 

(千円) 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 借上げ ワシントン事務所 260 5 14,507 

原子力安全基盤機構 借上げ ワシントン事務所 230 2 13,165 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 借上げ ワシントン事務所 206  2  11,592 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 借上げ 欧州事務所 160 5 20,450 

日本貿易振興機構 借上げ パリ・センター 663  29 74,789 

日本貿易振興機構 借上げ ロンドン・センター 844  26 91,390 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 借上げ ロンドン事務所 223  3  17,500 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 借上げ 北京事務所 392 5 17,162 

日本貿易振興機構 借上げ 北京・センター 661  29 28,224 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 借上げ 北京事務所 184  2  7,429 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 借上げ バンコク事務所 344 8 7,154 

日本貿易振興機構 借上げ バンコク・センター 1,081  34 21,209 

（注）１ 表中の事務所等は、多くの独立行政法人が事務所を設置する５都市（ワシントン、パリ、ロンドン、

北京、バンコク）に設置している事務所等であり、見直しの基本方針において指摘を受けているもの

である。 

２ 「使用面積」欄は、借上げ面積を記載した。 

３ 「維持経費」欄の数値は、借上料と修繕費等の諸経費との合計額を記載した。 

 

これらの資産等については、当委員会の「独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する勧告の方向性」（平成22年11月26日 政策評価・独立行政法人

評価委員会決定。以下「勧告の方向性」という。）または見直しの基本方針におい

て、廃止、国庫納付、共用化等、またはそれに向けた検討の必要性について個別

具体の指摘がなされたところである。 

このため、これら資産等について今後重要となるのは、勧告の方向性や見直し

の基本方針において指摘されたこうした取組が、当該資産等を使用する法人にお

いて、適切に行われるようにしていくことである。 

したがって、今後の評価に当たっては、勧告の方向性や見直しの基本方針の指

摘に沿った法人の取組が適時適切に実施されているかとの観点で評価を行うとと
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もに、具体的な指摘がなかった資産等を使用する法人を含め、全ての法人につい

て、利用実態等が的確に把握され、その必要性や規模の適切性等についての法人

による検証が適切に実施されているかとの観点から引き続き評価を行うことが必

要である。 

なお、これら資産等については、勧告の方向性や見直しの基本方針において、

個々に廃止、国庫納付、共用化等の指摘がなされる結果となったが、こうした利

用率が低調であるなど保有の必要性や現在地に立地する必要性等を検証すべき状

況にある資産等については、法人が上記の視点等に沿った適切な検証・取組を行

っているかにとどまらず、法人が出した必要性の判断の妥当性や、当該資産等の

廃止、国庫納付、共用化等といった個別具体の方向性を明らかにしていくことが

必要である。 

 

(2) 金融資産 

ア 事業用運用資産の見直し及び運用・管理 

経済産業省所管の独立行政法人のうち、個別法に基づき事業用運用資産を保

有する法人は５法人（日本貿易保険、新エネルギー・産業技術総合開発機構、

情報処理推進機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、中小企業基盤整備機構）

である。 

これらの法人について評価結果をみると、いずれも事業目的を遂行する手段

としての有用性・有効性、事務・事業の目的及び内容等に照らした資産規模の

適切性の観点からの法人による見直しの適切性について評価が行われている。 

また、平成22年３月改定の独立行政法人会計基準においては、独立行政法人

が保有する金融商品について、金融商品に対する取組方針等を明らかにし、金

融商品の状況に関する事項及び期末の時価等に関する事項の情報開示が求めら

れているところ、いずれの法人についても、保有目的を達成するための運用方

針の明確化及び運用体制の確立の観点からの評価が行われている。今後とも、

適切な評価に努められたい。 

 

イ 貸付等債権の管理 

平成21年度末において、100億円を超える債権を保有する法人は、表２の通
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り４法人（日本貿易保険、新エネルギー・産業技術総合開発機構、石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構、中小企業基盤整備機構）である。 

 

表２ 貸付金等および貸倒引当金の状況 

               （単位：百万円） 

法人名 種 類 
① 
債権 
残高 

    
② 

貸倒引
当金 

    

① - ② うち貸
倒懸念
債権 

うち破産
更生債
権等 

うち貸倒懸念
債権に対す
るもの 

うち破産更生
債権等に対す
るもの 

日本貿易保険 
保険代位債
権等 

238,526 916 1,930 203,872 764 1,930 34,654 

新エネルギー・
産業技術総合開
発機構 

貸付金 19,118 89 18,281 9,033 62 8,970 10,084 

石油天然ガス・
金属鉱物資源機
構 

貸付金 31,782 - - - - - 31,782 

民間備蓄融
資事業貸付
金 

926,086 － － - － － 926,086 

中小企業基盤整
備機構 

事業貸付金 1,241,185 82,463 93,527 161,115 58,113 84,259 1,080,070 

割賦売掛金 17,844 1,437 837 1,310 649 379 16,534 

（注）１ 平成21年度財務諸表附属明細書をもとに、貸付金に類する勘定科目名について集計した。 

２ 融資等業務以外の貸付金を除く。 

３ 債権残高が100億円以上の債権について掲載している。 

４ 取引の性質上貸倒リスクのない債権を含む。 

５ 新規貸付を行っていないものを含む。 

 

これらの法人が保有する債権について評価結果をみると、いずれも貸付・回

収の実績のほか、貸付の審査及び回収率の向上に向けた取組に関する評価が行

われている。今後とも、適切な評価に努められたい。 

 

(3) 知的財産 

経済産業省所管11法人について、出願・審査や権利維持に経費や人的コストが

かかる特許の所有状況をみると、平成21年度末現在で10件以上所有しているも

のは、表３のとおり、４法人となっている。 
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表３ 特許の所有状況等 

法人名 

特許所

有件数 

(件) 

実 施 

許諾率 

(％） 

特  許 

出願数 

(件) 

特許に 

よる収入 

(千円) 

特許出願・維持費用（千円） 

 出願・ 

審査 

権利 

維持 

産業技術総合研究所 9,392 5.4 1,041 92,897 699,364 635,385 63,979 

新エネルギー・産業 

技術総合開発機構 
538 53.9 0 77,823 18,134 40 18,094 

石油天然ガス・金属鉱

物資源機構 
144 30.6 140 787,206 73,589 69,266 4,323 

中小企業基盤整備機

構 
18 0 0 0 914 0 914 

 

これら４法人に対する評価結果についてみたところ、石油天然ガス・金属鉱物

資源機構については、実施許諾に至っていない知的財産についての原因・理由や

実施許諾の可能性、維持経費等を踏まえた保有の必要性の観点からの見直し及び

その結果を踏まえた取組等に関する実施状況を踏まえた評価結果が必ずしも明ら

かになっていない状況がみられた。 

今後の評価に当たっては、特許等の知的財産を有効かつ効率的に活用する観点

から、特許等の保有の必要性についての検討状況や、検討の結果、知的財産の整

理等を行うこととなった場合の取組状況や進捗状況等について明らかにさせた上

で、その適切性について評価を行うべきである。 

 

（内部統制の充実・強化） 

独立行政法人の内部統制については、総務省の「独立行政法人における内部統制と

評価に関する研究会」が、平成22年３月に「独立行政法人における内部統制と評価に

ついて」（以下「研究会報告書」という。）を取りまとめ、公表した。研究会報告書で

は、独立行政法人の内部統制を「中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、

独立行政法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内

に整備・運用する仕組み」と定義しているほか、独立行政法人における内部統制の具

体的な取組を例示している。 

当委員会では、内部統制に係る評価の視点等について、研究会報告書を参考に決定

した。研究会報告書の公表時期が平成21年度末であったことを考慮し、評価の視点等

においては、内部統制の充実・強化に最も重要な役割を果たすと考えられる法人の長
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のマネジメント※１と監事監査に係る評価について特に留意することとした。 

独立行政法人の事務・事業については、行政刷新会議による事業仕分け（第２弾）

や勧告の方向性等において、その非効率な業務運営等が指摘されており、今後、見直

しの基本方針に基づき、独立行政法人の制度・組織の見直しの検討が予定されている。 

独立行政法人等が国民に対し、効率的で質の高いサービス等を提供し、国民からの

信頼を確保するためには、これらの事業、制度面における改革が重要である。また、

同時に独立行政法人等自らが積極的にマネジメント改革に取り組むことが更に重要で

ある。このようなマネジメント改革のための手段として内部統制は重要な役割を果た

すことから、独立行政法人等は更なる内部統制の充実・強化に取り組む必要がある。 

※１ マネジメントとは、組織の目的達成のために組織を動かす力という意味で使用している。なお、独立行政法人

等の長のマネジメントと民間企業の経営者のマネジメントの範囲等は異なる。 

 

１ 内部統制に関する評価の状況 

(1) 当委員会の二次評価に当たっての視点等 

上記のとおり、独立行政法人の内部統制について、研究会報告書では、「中期目

標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、独立行政法人のミッションを有効か

つ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組み」と定

義している。独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」とい

う。）においても、法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理し（通則

法第19条第１項）、また、法人の役員は、法人の長が任命する（通則法第20条第

３項）とされているなど法人の長に権限を集中させている。 

内部統制の充実・強化を図る上では、法人を代表し、その業務を総理する立場

にある法人の長の果たす役割が特に重要である。このため、評価の視点等におい

ても法人の長のマネジメントに係る４つの事項（①リーダーシップを発揮できる

環境整備、②法人のミッションの役職員への周知徹底、③組織全体で取り組むべ

き重要な課題（リスク）の把握・対応等、④内部統制の現状把握・課題対応計画

の作成）について、各府省の独立行政法人評価委員会等（以下「各府省評価委員

会」という。）において評価が行われているかどうか特に留意することとした。 

また、内部統制の充実・強化は、継続的に取り組むべきものであることから、

内部統制の基本的要素※２であるモニタリング※３の果たす役割が重要である。この
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ため、評価の視点等においても法人の長から独立した立場から、独立行政法人の

業務を監査する役割を担っている監事（通則法第19条第４項）の活動に関し、上

記の法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施状況及び監事監査で把握

した改善点等の法人の長等への報告状況について各府省評価委員会において評価

が行われているかどうか特に留意することとした。 

※２ 内部統制の基本的要素とは、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及び

ＩＣＴへの対応の６つの要素のことである。 

※３ モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスのことである。 

 

(2) 各府省評価委員会の評価の結果における言及状況 

各府省評価委員会の平成21年度業務実績評価の結果についてみると、別紙２の

とおり、内閣府、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省及び防衛省の９府省の独立行政法人評価委員会では、９府省

が所管する半数以上の法人の評価の結果において、評価の視点等で示した内部統

制に係る事項（以下「内部統制事項」という。）全てについて言及していた。この

うち、厚生労働省独立行政法人評価委員会では、内部統制の基本的要素別に法人

の実績を別紙に整理した上で評価の結果において言及しており、そのいずれも当

委員会に提出しているほか、国土交通省独立行政法人評価委員会では、内部統制

事項別に法人の実績及びその実績に基づく同委員会としての見解を評価の結果の

別紙に記載し当委員会に提出している。 

また、内部統制事項別でみると、法人の長のマネジメントでは「リーダーシッ

プを発揮できる環境整備」が約 96 パーセントと最も高くなっている。これは当

委員会が従前からトップマネジメントに関する評価について指摘をしていたこと

によるものと考えられる。一方、監事監査が適切に実施されていることについて

は、評価の結果で言及されているものの、「法人の長のマネジメントに留意した監

事監査の実施」について言及されているものは約76 パーセントと最も低かった。 

 

(3) 評価結果における言及状況 

貴委員会の評価では、内部統制事項を踏まえた法人の取組状況を業務実績報告

書等に記載させた上で、その取組に対する貴委員会の見解を評価結果で明らかに
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しており、表４のとおり、全ての内部統制事項について経済産業省が所管する半

数以上の法人に対する評価結果において言及されている。 

 

表４ 評価結果における内部統制事項の言及状況（経済産業省所管11法人） 

区     分 評価結果における言及 

法人の長のマネ

ジメント 

① リーダーシップを発揮できる環境整備 ◎ 

② 法人のミッションの役職員への周知徹底 △ 

③ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・

対応等 
○ 

④ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 △ 

監事監査 ① 法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施 △ 

② 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 △ 

（注) １ 「評価結果における言及」とは、当委員会に通知された評価結果において言及されているか否かを判断・整理し 

たものである。 

２ 「評価結果における言及」欄の凡例 

  ◎：全ての法人で言及されている。 

  ○：大半の法人で言及されている。（90％以上） 

  △：半数以上の法人で言及されている。（50％以上90％未満） 

  ▲：半数以下の法人で言及されている。（50％未満） 

  ●：全ての法人で言及されていない。 

 

また、評価結果の中には、一部の内部統制事項について、具体的な課題等にま

で踏み込んだ評価を行っているものもみられた。このような評価を行うことは内

部統制を充実・強化する上では、非常に重要であることから、引き続き具体的な

課題等にまで踏み込んだ評価が行われることを期待する。 

このような積極的な評価が行われている一方で、評価結果の中には、例えば、

平成22年11月に元職員が収賄容疑で逮捕された石油天然ガス・金属鉱物資源機

構の内部統制・ガバナンスに関して「執行する予算額が大きく、事業も多岐にわ

たっており、かつ活動が世界に跨っている独法としてコンプライアンス、ガバナ

ンスの徹底強化はとりわけ重要である。機構で業務についている各位にこの認識

が浸透していると見られる」との評価が行われているほか、他の法人においても

「各種事業の進ちょく状況等を把握する体制は、理事長以下全役員・管理職が出

席する運営会議等において理事長の指揮監督下に適切に整備され、（中略）、内部

統制は有効に機能している」等、内部統制の取組（体制の整備等）などをもって

評価が行われているものがあり、法人の取組が実際に機能しているかどうかの検

証を十分に行った上での評価とはなっていないと考えられるものがみられた。こ
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のような例は、他府省の独立行政法人評価委員会においてもみられ、これは、独

立行政法人の内部統制に関する考え方が平成 21 年度末に明らかにされたことも

あって、各府省評価委員会に十分浸透していないことも一因であると考えられる。

なお、評価結果において言及されていない内部統制事項については、貴委員会の

見解を明らかにするためにも今後の評価において言及すべきである。 

 

２ 内部統制の充実・強化に向けた今後の評価における取組 

当委員会では、内部統制の充実・強化を図るために示した内部統制事項の意義・

目的と評価に際して留意すべきことについて、以下のとおり取りまとめた。 

(1) 法人の長のマネジメント 

ア リーダーシップを発揮できる環境整備 

法人の長がリーダーシップを発揮できる環境とは、組織が一体となってミッ

ションの達成に取り組むような組織風土（組織が有する価値観、組織文化、民

間企業でいう社風など）であり、かつ、内部統制の基本的要素を有効に機能さ

せるための基盤が整備された環境のことである。 

法人の長は、リーダーシップを発揮し、役職員にミッションの重要性と自ら

の役割を認識させた上で、具体的で高い水準の目標・計画を効果的かつ効率的

に達成することを阻害する要因について組織として共有し、法人全体として対

応していくための基盤を整備することが求められている。 

法人の長が自らリーダーシップを発揮できる環境を整備するための取組を行

うことは重要であり、評価に際しては、このような環境が整備され、実質的に

機能しているかどうかにも留意※４する必要がある。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、「役員等で構成される会議が適時開

催され、機構の重要な方針等について審議されているが、各会議の機能・役割

分担が必ずしも明確ではないことから、更なる環境整備の努力が必要である」

などの課題に言及しているものもみられた（別紙３参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、リーダーシップを発揮できる

環境の一層の整備等に向けた課題等についても評価の結果において明らかにす

ることを期待する。 

※４ 着眼点としては、複数の部局がある法人における総合調整機能、資源の戦略的配分とその効果、職員

16/43



との円滑な意思疎通（意見交換、情報共有）など。 

 

イ 法人のミッションの役職員への周知徹底 

役職員について、研究会報告書では、「法人のミッションを果たすことに向け

て、自らの職務の位置付け及びその重要性を認識するとともに、各種の目標・

計画策定、統制活動等に積極的に関与することが求められる」としている。 

法人の長が全ての役職員に対し、様々な機会を通じてミッションを啓発する

ことは重要であるが、より深く役職員に浸透させる取組※５が更に重要であり、

評価に際しては、法人の長のマネジメントの一つとしてミッションの役職員へ

の周知徹底についての取組に留意する必要がある。 

各府省評価委員会の評価の結果をみると、法人の業務実績報告書等に記載さ

れている、各種会議、法人機関紙、イントラネット等の方法によりミッション

を周知徹底する取組について、「周知徹底が行われている」と評価を行っている

ものが多くみられた。 

一方で、運営方針に対する職員アンケートを行い、そのフォローアップを行

うことなどによって職員に浸透させる取組を積極的に行っている法人も見られ

た（別紙４参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、ミッションを役職員により深

く浸透させるための取組にも留意した評価が行われることを期待する。 

※５ 法人の長が職員との意見交換の場を設け相互の意思の疎通を図る取組、法人が抱えるリスク等の洗い

出しを全職員が参加して行う取組など。 

 

ウ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

内部統制は、法人のミッションを有効かつ効率的に果たすこと等を目的とし

て、リスクを洗い出し、組織が一丸となってそれに対応する仕組みである。 

組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等とは、リスク

の識別※６、リスクの評価※７、対応すべきリスクの選定※８、リスク対応計画の策

定※９のことであり、法人の長は、法人の規模や業種等の特性を考慮した上で、

リスクの把握・対応等に取り組んでいくことが重要であり、評価に際しては、

法人の長が法人の規模や業種等の特性に応じた取組を行っているかどうかに留

17/43



意する必要がある。 

また、各府省評価委員会の評価の結果の中には、「リスクの優先順位付けや対

応計画は策定されておらず、今後改善の余地がある」など対応すべき課題にま

で言及しているものもみられた（別紙３参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、評価の結果において対応すべ

き課題まで明らかにすることを期待する。 

※６ リスクの識別とは、ミッション遂行の障害となるものをリスクと位置付け、それらを網羅的に洗い出

すことである。 

※７ リスクの評価とは、リスクが顕在化した場合の影響度及び発生可能性を評価し、それらを勘案して重

要度の高いリスクを把握することである。 

※８ 対応すべきリスクの選定とは、リスク評価を踏まえ、対応すべきリスク、対応し過ぎているリスクの

洗い出しを行うことである。 

※９ リスク対応計画の策定とは、対応すべきリスクの選定を踏まえ、リスク対応のための計画を作成する。

その際、職員・部署が行うべき対応、その時期、及び進捗の管理に資する尺度、必要となる予算等を明

確にすることである。 

 

エ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 

内部統制の充実・強化のためには、法人の長が監事監査及び内部監査等のモ

ニタリング結果や役員会等の会議の場などを通じて、内部統制の現状を的確に

把握し、内部統制の充実・強化を図るべき事項がないかを検証の上、必要な措

置を講じていくことが重要である。 

内部統制の現状把握については、多くの法人において、役員会などの各種会

議を通じて把握し、必要に応じ、改善策を講じている旨を業務実績報告書等に

記載している。これを受けた評価の結果においては、「役員会等で課題把握等を

行っており適切である」等に言及するにとどまり、法人が現状把握した結果に

おいて内部統制の充実・強化を図るべき点がないかを十分に検証しているかど

うかの視点が不足していると考えられるものがみられた。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、内部統制の現状把握や改善点の把

握について具体的に評価を行っているものもみられた（別紙３参照）。 

また、法人の中には、現状を把握した上で、リスクを洗い出し、その対応計
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画を作成しているものもみられた（別紙４参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、内部統制の現状を的確に把握

した上で、リスクを洗い出し、その対応計画を作成・実行しているかにも留意

した評価が行われることを期待する。 

 

(2) 監事監査 

監事は、独立行政法人の業務を監査するとされており（通則法第19条第４項）、

研究会報告書において、「監事は、法人の長とは独立した立場から、内部統制の整

備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有する」とされている。 

また、監事は、監査の過程において検出した法人の業務運営上改善すべき事項

を法人の長に報告することにより、今後の法人のマネジメントの向上に資するよ

う、ＰＤＣＡサイクルを補完する役割が期待されている。 

内部統制の充実・強化を図る上で、監事監査は重要な役割を果たすものであり、

各府省評価委員会による評価においても、監事の活動に留意する必要がある。 

ア 法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

監事は、法人の長が内部統制を適切に整備・運用しているかどうかをモニタ

リングすべく、上記２(1)で掲げた各取組を適切に実施しているかどうかに留意

した監査を行うことが重要である。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、業務実績報告書等において、監事

が役員会等に出席するなどして法人の長のマネジメントに留意している旨の記

載があることをもって「法人の長のマネジメントに留意している」と言及して

いるものが多くみられた。こうした中で、評価の結果において、「今後は、内部

統制体制について、監事の役割の明確化を図るとともに、手法・体制の検討が

必要となる」、「内部監査との役割分担、適切な連携が必ずしも十分ではない」

などの監事監査の課題にまで踏み込んだ指摘を行っているものもみられた（別

紙３参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、内部統制の一層の充実・強化

を図るため、監事監査の課題まで踏み込んだ評価が行われることを期待する。 
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イ 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主

務大臣に意見を提出することができるとされており（通則法第19条第５項）、

また、各法人の監事監査規程等において監事監査報告書の法人の長への提出が

規定されている。 

各法人の業務実績報告書等をみると、おおむね監事監査で把握した改善点等

がある場合は、役員会等の場などを通じて法人の長に報告が行われており、各

府省評価委員会の評価の結果においてもこのような取組について言及している

ものがみられた。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、監事監査で把握した改善点等の法

人の長等への報告状況にとどまらず、「前年度に行った監査の所見に対するフォ

ローアップ（対処案等の確認）も翌年度の理事会議などの重要な会議にて周知

するとともに、監査対象部署にも改善策等を求め実効性のある対処を確保した」

などと改善事項に対するその後の対応状況にまで言及しているものもみられた。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、このような取組も参考にしつ

つ、監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告のみならず、その対応

状況まで評価が行われることを期待する。 

 

３ 当委員会の今後の取組 

   当委員会の二次評価においては、研究会報告書が平成22年３月に取りまとめられ

たことなども考慮し、今後の評価に向けた視点等の提起を中心にしている。 

    独立行政法人等の内部統制の充実・強化の議論は、旧独立行政法人緑資源機構に

おける官製談合事件を契機に高まり、その後、各法人におけるコンプライアンス体

制の整備等（規程整備、委員会の設置、研修の実施など）が進められる中で、研究

会報告書が取りまとめられた。その後、行政刷新会議による独立行政法人の非効率

な業務運営への指摘や一部法人の元職員が収賄事件により逮捕されるなど独立行政

法人等に対する国民の目は依然として厳しいものがある。 

    当委員会としては、繰り返される法人の業務運営の問題、不祥事に対応するため

には、組織風土を含むマネジメント改革に法人が自ら取り組むことが喫緊の課題で

あると認識し、次年度以降も内部統制の充実・強化を評価の重点事項として取り組
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み、各法人の取組について、各府省評価委員会の評価が適切に行われているか、厳

格な評価を行うので、評価に際しては、法人の内部統制の現状を的確に把握した上

で、内部統制の充実・強化を促進するための取組が適切か、課題がないか等につい

て、各府省評価委員会としての見解を評価の結果で明らかにする必要がある。 

当委員会の意見を踏まえて、今後、各府省評価委員会において、更なる内部統制

の充実・強化に資するような評価が行われることを期待する。 

 

上記の事項に加え、個別に指摘すべき意見のある法人及びその内容は、以下のとおりで

ある。 

 

【製品評価技術基盤機構】 

・ 本法人では、①適合性認定分野に係る過去の調査において、登録検査機関が法令違

反を行っていたことを発見できなかったこと、②個人情報を含む講習事業関係書類の

廃棄処理過程における不適切な扱いがあったことが明らかとなった。 

本法人では、これらの事態に対し、それぞれ第三者委員会を設置し検討を行い、当

該検討結果を踏まえ、①調査における不適合検出手法の改善、②書類の取得から廃棄

に至る情報の取扱いの安全確保等の措置を講じており、貴委員会では、これらの措置

の妥当性等について評価を行っている。 

しかしながら、評価結果においては、当該講じた措置等に対する貴委員会の考え等

について、明らかとなっていない。 

今後の評価に当たっては、法令違反を発見できなかった等の重要な事項については、

評価結果において、当該事項に係る具体的な内容を踏まえた貴委員会としての考え等

を明らかにすべきである。 

 

【情報処理推進機構】 

・ 本法人の平成 21年度計画では、「Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するた

めとるべき措置」として、「１．自己収入拡大への取組み」を掲げており、「（1）Ｉ

Ｔセキュリティ評価及び認証制度、暗号モジュール試験及び認証制度について、引

き続き積極的な広報活動を通じて、その利用拡大を図る。」としている。 

しかしながら、本法人における自己収入拡大への取組に関して、自己収入総額に
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ついては、貴委員会による評価は行われているものの、暗号モジュール試験認証手数

料収入については、20年度に比べ約97パーセント(8,874千円)の大幅な減少となって

いるにもかかわらず、その減少理由や年度計画の達成状況について業務実績報告書等

において明らかにされておらず、貴委員会による評価も行われていない。 

今後の評価に当たっては、法人全体の業務実績にとどまらず、各業務の実績を踏ま

え、年度計画等の達成状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、評価を行うべ

きである。 

 

【石油天然ガス・金属鉱物資源機構】 

・ 本法人においては、平成22年11月に元職員が収賄容疑で逮捕される事件が発生し

ている。 

今般の事件を踏まえ、本法人における適切な業務運営を確保するため、法人内部に

おける内部統制システムについて、厳格な評価を行うとともに、今後の評価に当たっ

ては、再発防止策の適正な運用が確保されているかについて検証し、必要な改善を促

すべきである。 

 

・ 本法人の契約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に関する評価においては、

「審査機関から法人の長に対する報告等整備された体制の実効性確保の考え方」に留

意した検証が評価結果において言及されていない状況がみられた。 

今後の評価に当たっては、当該審査体制等が契約の適正性確保の観点から有効に機

能しているかの検証結果について、評価の結果において明らかにすべきである。 
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中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果 

についての意見 

 

 

【産業技術総合研究所】 

本法人については、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性

について」（平成21年12月９日付け政委第34号政策評価・独立行政法人評価委員会通

知。以下「勧告の方向性」という。）の取りまとめに当たり、その組織及び業務の全般に

わたる見直しの中で、個々の中期目標の達成状況をも判定する観点から併せて検討を行

ったところであり、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第34条第３項の規

定に基づく所要の意見については、勧告の方向性を通じて指摘したものである。 

なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿った業務の質の向上及び

効率化が、的確な業務の進捗と併せて推進されるよう、貴委員会は、毎年度の厳格かつ

的確な評価に努められたい。 
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各府省評価委員会の「評価結果」における内部統制事項の言及状況 

評価委員会 
法人の長のマネジメント 監事監査 

① リーダーシ
ップ 

② ミッション
の周知・徹底 

③ リ ス ク の 把
握・対応等 

④ 内部統制の現
状把握 

① 法人の長のマ
ネジメント 

② 改善点報告 

内閣府（４） ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ 
総務省（４） ◎ △ ◎ ◎ △ △ 

外務省（２） ◎ △ ◎ ◎ △ △ 

財務省（７） △ ▲ △ △ ▲ ▲ 
文部科学省（24） ◎ ○ ○ ◎ △ ◎ 

厚生労働省（14） ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ 

農林水産省（13） ○ △ ○ △ △ △ 
経済産業省（11） ◎ △ ○ △ △ △ 

国土交通省（20） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 

環境省（２） △ ● △ △ △ △ 
防衛省（１） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

法務省（１） ● ● ● ● ● ● 

計（103） 99（96.1%） 84（81.6%） 94（91.3%） 93（90.3%） 78（75.7%） 88（85.4%） 

(注)１ 「評価委員会」欄の（ ）は、各府省が所管する法人数である。 

なお、財務省は共管３法人、文部科学省は日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）を含む。法務省は日本司法支援センターである。 

２ 評価結果における内部統制事項の言及状況は、当委員会に通知された評価結果において言及されているか否かにより判断・整理した。 

なお、法務省については、内部統制事項別に法人の実績を取りまとめ、評価委員会で法人による説明や委員による質疑応答という方法で評価が行われてい 

るが、評価委員会の見解が評価結果で明らかにされていないと判断・整理した結果である。 

３ 記号の意味 

◎：全ての法人で言及されている。 

○：大半の法人で言及されている。（90％以上） 

△：半数以上の法人で言及されている。（50％以上 90％未満） 

▲：半数以下の法人で言及されている。（50％未満） 

●：全ての法人で言及されていない。 

４ 「計」欄は、各内部統制事項に言及されている法人数である。なお、（ ）内の数値は、各内部統制事項に言及されている法人の割合である。 

別紙２ 
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独立行政法人の内部統制の充実・強化を行う上で参考となる評価委員

会における取組 
 

１ 法人長のマネジメントに関する評価 

評価委員会名 評価結果の概要 

内閣府独立行政法

人評価委員会 

（法人の長のリーダーシップ） 

【沖縄科学技術研究基盤整備機構】 

・理事長は、主任研究員のリクルート等、大学院大学の開学に

向けた国際的な活動の展開に努力している。しかし、平成 21

年度に顕在化した予算超過問題においては、法人の長として組

織管理全般にわたる責任を負う立場にありながら、適切な管理

運営体制を構築できていなかった。 

（略） 

・問題が顕在化した後、機構が講じた管理運営に係る改善策に

ついては、一定の評価をすることができる。今後は、新たに置

かれた専任の事務局長と理事の役割分担と協働体制を明確にす

る等、これらの改善策を着実に実施するとともに、平成24年度

の開学に向け、適切な管理体制が構築されるよう更なる取組の

強化を求めたい。 

外務省独立行政法

人評価委員会 

（法人の長のリーダーシップ） 

【国際交流基金】 

・基金のコンプライアンス体制に「業務実施監理委員会」があ

り、業務の意思決定手続に際し重大な問題が生じたときに、再

発防止のための必要な措置を検討することが目的とされてい

る。同委員会は平成17年の設置以降、審議を行ったことはない

が、本来かかる委員会は、問題の発生を未然に防ぐために機能

するべきであり、前述の契約監視委員会の機能ともあわせて勘

案し、同委員会のあり方については再検討が必要と思われる。 

 

別紙３ 
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評価委員会名 評価結果の概要 

文部科学省独立行

政法人評価委員会 

（法人の長のリーダーシップ） 

【物質・材料研究機構】 

・理事長のリーダーシップという点では、理事長が率先して対

外的業務に取り組んでトップビジネスの成果を上げつつあり、

外部からあるいは社会からの理事長の見える化にも取り組んで

いる。しかし、マネジメントやハラスメント対策や業務倫理観

の醸成は実行することが基本であり、方針や仕組み等は整備さ

れているが、実行面では不十分な点がある。また、発生したリ

スクに対して、職員が一丸となった迅速な対応を可能とするよ

うな危機感の醸成が出来ていない。 

従って、内部統制については、実践面における組織的対応に

ついては改善すべき点があると評価される。 

 

（法人の長のリーダーシップ） 

【日本学生支援機構】 

・役員で構成される会議、役員及び各部の部長で構成される会

議が適時開催され、機構の重要な方針及び施策について審議さ

れているが、各会議の機能・役割分担が必ずしも明確ではない

ことから、更なる環境整備の努力が必要である。 

 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【海洋研究開発機構】 

・体制や組織は整備されているが、今後は、組織を効果的に運

用するための責任権限のあり方や、機構固有のリスクへの対応

方法などの具体的な実施方法について、更なる作り込みを行う

必要がある。 
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評価委員会名 評価結果の概要 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【日本私立学校振興・共済事業団】 

・法人としてのリスクの把握は、中期計画・実績評価部会にお

いて把握しているとのことだが、リスクの優先順位付けや対応

計画は策定されておらず、今後改善の余地があるものと考える。 

農林水産省独立行

政法人評価委員会 

（法人の長のリーダーシップ） 

【森林総合研究所】 

・内部統制について、研究所のミッションを遂行するために、

役職員に対してミッションを周知徹底するとともに、理事長が

リーダーシップを発揮するための各種会議や職員との双方向コ

ミュニケーションの確保などのシステム整備や、リスク管理を

行うためのコンプライアンス委員会、契約監視委員会等の体制

整備に取り組んでいる。また、監事監査において、監査による

指摘・改善勧告等の対処方針について、イントラネットや連絡

調整会議等を通じて全役職員への周知等を行っている。しかし

ながら、平成20年度の財務諸表附属明細書においては誤謬が発

生した。これは、財務報告等の信頼性に関わるものであり、組

織内部のチェック体制が十分ではないと考えられる。このため、

チェック体制の改善を図り再発防止を徹底するとともに、内部

統制のシステムおよびその運用について再点検を行い、法人の

内部統制の強化を図られたい。 

経済産業省独立行

政法人評価委員会 

（法人の長のリーダーシップ） 

【製品評価技術基盤機構】 

・今後の課題は、その実効を上げるため、個別業務の執行現場

にまでコスト意識を浸透させることが重要である。また、全員

参加型の５Ｓ活動等により、職員が将来への希望と誇りを持っ

て、自主的に業務改善に取り組むような生き生きとした組織風

土の醸成が今後の課題である。 
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２ 監事監査に関する評価 

評価委員会名 評価結果の概要 

財務省独立行政法

人評価委員会 

国土交通省独立行

政法人評価委員会 

【住宅金融支援機構】 

・内部統制に係る監事監査については、理事長のマネジメント

に直接着目した監査は行われてはいないものの、経営層全般の

意思決定の「経営判断原則」に照らした妥当性等について監査

が実施され、（中略）今後の内部統制に係る監事監査に当たって

は、理事長のマネジメントの観点に留意して行うべきである。 

文部科学省独立行

政法人評価委員会 

【物質・材料研究機構】 

・監事監査については、内部統制・ガバナンスの状況に注意深

く対応するため、経常監査は理事会・役員会等に関わる活動に

重点を置き、理事長、理事のマネジメントが注視されている。

また、監査結果は、理事長・役員に報告されている。今後は、

内部統制体制について、監事の役割の明確化を図るとともに、

手法・体制の検討が必要となる。 

 

【放射線医学総合研究所】 

・監事監査については、監事監査規程及び年度計画に基づく定

期監査の実施（平成21年度５回）及び把握した改善点の理事長

等への報告がその都度行われており、適切かつ効果的な監査が

行われていると判断する。また、法人は、監事監査結果とそれ

に対する研究所の考え方及び対応をホームページ上で公開して

おり、業務の改善・透明性の確保に努めている。一方で監事監

査において、「以前発生した研究費の不適切使用に関する問題を

契機として「業務改善委員会」や「倫理コンプライアンス統括

室」を立ち上げるなどのシステムの骨組みがあるが、日常業務

の中で制度化や具体的な統制活動の形でのあり方へと広げる必

要がある。」と指摘されているが、この対応については、内部統

制の考え方の職員への浸透など時間をかけて行うべきであるの
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評価委員会名 評価結果の概要 

で今後実現していくことが望まれる。 

 

【科学技術振興機構】 

・「監事監査」については、以下のような取組が評価できる。 

監事監査の結果や監査所見について理事長へ報告すること

が監査規程により定められている。（中略）監事は、理事会議

などの重要な会議へ出席し意見を述べることが確保されてお

り、監査報告以外の場でも、監事が把握した改善点等について

理事長や関係役員等に対して報告や指摘ができることとなっ

た。前年度に行った監査の所見に対するフォローアップ（対処

案等の確認）も翌年度の理事会議などの重要な会議にて周知す

るとともに、監査対象部署にも改善策等を求め実効性のある対

処を確保した。 

【今後の課題、改善すべき事項】 

・独立行政法人における内部統制と評価について（「独立行政法

人における内部統制と評価に関する検討会」報告書）を参考に

しつつ、研究開発機関の特性に留意しながら、引き続き、理事

長のマネジメントや監事監査等の内部統制を確実にしていく必

要がある。 

 

【日本学生支援機構】 

・監事結果報告書については、理事長等に提出し改善を求める

とともに、理事長等が出席する会議においても報告がなされて

いるが、内部監査との役割分担、適切な連携が必ずしも十分で

はない。 

経済産業省独立行

政法人評価委員会 

【中小企業基盤整備機構】 

・監事監査で把握した改善点等については、監事監査報告とし

て取りまとめ、理事長等との意見交換、役員会の場における説
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評価委員会名 評価結果の概要 

明を経た上で、監事から理事長に通知。その後、理事長から監

事に対して監事監査報告書で改善等を求めた事項に関する対応

措置が報告提出され、ＰＤＣＡサイクルを確立していることを

評価。 

国土交通省独立行

政法人評価委員会 

【電子航法研究所】 

・業務運営の更なる健全性を目指す上で必要がある場合には、

監事より提案事項が示されており、監事の提案に対しては、期

日を決めて理事長より監事に対応等の検討結果を報告しており

適切である。 
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独立行政法人の内部統制の充実・強化を行う上で参考となる法人における取

組 
 

１ 法人長のマネジメントに関する取組 

府省名 法人名・取組状況 

外務省 （法人の長のリーダーシップ） 

【国際交流基金】 

・理事長のリーダーシップにより、効果的かつ効率的に事業を展開しう

る組織と事業のあり方の再検討を組織全体にとっての中心的な課題と

して設定し、この課題を時限的に集中検討する特別チームを総務部内に

設け、法人のミッションとプログラム目的の関連づけの整理、成果と経

費効率性の面からのプログラム展開の妥当性の確認等の作業を行って

いる。 

文部科学省 （ミッションの役職員への周知徹底） 

【物質・材料研究機構】 

・毎事業年度開始時点で、機構の運営方針を全職員に示すとともに、年

始（１月）・年度初め（４月）・半期（10月）に全職員を対象にした理事

長による定期講話の実施、毎回の幹事会概要を作成して全職員に一斉メ

ール配信を行うなどにより、機構の運営方針の周知徹底を図っていま

す。最近の職員との対話事例としては、平成 22 年２月に次期構想に関

する構内説明会を理事長が主催し、職員との意見交換を行いました。ま

た、より風通しの良い職場環境作りを目指し、理事長が普段直接対話す

る機会が少ない職員（例：若手職員、女性職員、任期制職員等）と直接

懇談する会合を平成22年度中に２回程度開催する予定です。 

 

（ミッションの役職員への周知徹底） 

【理化学研究所】 

・平成15年10月の就任時に理研の進むべき方向を示した５項目の「野

依イニシアティブ」を発表し、中期計画・年度計画では、中期計画を進

別紙４ 
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府省名 法人名・取組状況 

めるための３本の柱を所内外に明らかにしている。さらに、理事会、所

長センター長会議、研究戦略会議、科学者会議等マネジメントの中核を

成す会議の場で、理事長が自ら考えを語り、方向性を示すことにより強

力なリーダーシップを示している。特に、研究部門、事務部門の部長以

上の職員が一堂に会した理事長主催の理研研究政策リトリートを開催

し、理事長の経営方針等について二日間に亘り議論した。このような会

議等を通じて、理事長の方針を周知徹底するとともに、ミッション達成

を阻害する課題を的確に把握し、問題解決に努めている。 

 

（ミッションの役職員への周知徹底） 

【日本学生支援機構】 

・平成 21 年度においては、第２期中期計画の着実な達成に向け、一層

の業務改善を図るため、各職場において職員全員が積極的に話し合い、

改善案を策定、実施することにより、働きがいのある明るい職場づくり

を進めるために、全職員から機構の事業に対する標語を公募し、「考え

る職場、笑顔のサービス」、「All for Students」を採用するなど、職

員自身が法人のミッションを自発的に考える機会を提供するよう取り

組んだ。さらに、「JASSOトップと語る」と題して、理事長と若手職員が

対談する機会を設け、「JASSOの将来について」等をテーマとした対話の

中で、機構のミッションを達成するための意識共有を図った。この対談

の模様は、社内報「JASSO SEASON」に掲載し、機構内のネットワーク

掲示板において周知された。 

 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【宇宙航空研究開発機構】 

・平成 20 年度に、それまで個別整備されていた体制を内部統制の必須

構成要素（１．統制環境、２．リスクの評価、３．統制活動、４．情報

と伝達、５．モニタリング）の視点から体系的に整理した。 
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府省名 法人名・取組状況 

従前からプロジェクト管理の中でリスク管理に取り組んでいたが、そ

れに加えて、一般業務について、法令順守や法人倫理確立の観点から

JAXAの事業を阻害する重要リスク11項目（雇用・人材育成、職場安全・

職場衛生管理、コンプライアンス、労務管理、メンタルヘルス、情報セ

キュリティなど）を選定し、平成 21 年度から、組織目標等の進捗管理

体制を用いたリスク縮減活動（統制活動）を開始した。重要リスクとそ

れぞれのリスク縮減活動を盛り込んだリスク管理表を制定し、担当部に

おける日常的な進捗管理のほか、理事長によるリスク縮減活動の達成状

況評価を実施した。 

・職員の法令違反等の行為に対する牽制、通報によってリスク顕在化を

事前防止すること、又はリスクが顕在化した際にその影響を最小限にす

ることを目的とし、内部通報制度、コンプライアンス・ホットライン等

の仕組みを維持するとともに、これらの制度がより一層理解され活用さ

れるよう職員に周知し、これらの制度の利用があった場合に原則として

１か月以内に解決を図る。 

リスク縮減活動では、職員に対する機構内の各制度（情報セキュリテ

ィ規程、情報システムセキュリティ規程等）の周知活動も行っており、

リスクが顕在化した際にも、制度に則った措置がとられ、JAXAに大きな

影響を及ぼすような事象は、発生しなかった。 

・平成 22 年度のリスク縮減活動へ反映させるべく、一般業務における

重要リスクの再評価を実施し、PDCAサイクルを意識した活動の定着化へ

取り組んだ。 

各所属長に対して、リスクの事業への影響、顕在化の可能性を評価す

るアンケート方式の調査を実施 → 重要リスクと評価されたものに対

して、平成22年度リスク縮減活動を実施。 

・内部統制強化のため、リスク縮減活動目標を設定し、リスク縮減活動

を展開した。 

また、複数の方法により国民の意見を聞くための機会を設け、関係部
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府省名 法人名・取組状況 

との情報共有を進めた。 

・今後の課題として、重要リスクの抽出、評価の精度を高める取り組み

及び国民から提案された意見を業務運営に適正に反映させる仕組みの

構築について検討が必要。 

厚生労働省 （法人の長のリーダーシップ）（ミッションの役職員への周知徹底） 

【労働者健康福祉機構】 

・中期計画に基づき、理事長自らが、機構を取り巻く情勢、基本的課題、

取り組むべき事項及び方向性を明確にするとともに、これを踏まえ、「運

営方針」を策定し、全職員に配布している。また、「運営方針」は、後

日、職員アンケートを行い、各職員の浸透度をフォローアップしている。 

・「運営方針」を踏まえ、当該年度に達成すべき目標、達成するための

行動計画（アクション・プラン）及び達成状況を把握するための評価指

標に、「利用者の視点」、「質の向上の視点」、「財務の視点」、「効率化の

視点」、「組織の学習と成長の視点」の５つの視点を加えたＢＳＣ（バラ

ンス・スコアカード）を作成し、ＰＤＣＡサイクルによるマネジメント

システムを実施している。 

・ＢＳＣは、「事業毎」、「施設毎」、「部門毎」に、関係する職員全員が

一丸となって作成に参画することとしている。 

・「事業毎」、「施設毎」、「部門毎」のＢＳＣは、互いに有機的に結合す

るよう調整を図り、５つの視点による「戦略マップ」を作成し、すべて

の職員に配布・説明するなどの周知徹底を図り、意識付けを行うととも

に、職員全員が自らの課題として把握し、目標達成に向けた取組を行う

ことのできる環境を構築している。 

 

（法人の長のリーダーシップ）（ミッションの役職員への周知徹底） 

【労働安全衛生総合研究所】 

・理事長は、風通しの良い組織風土をつくることが大事と考え、着任

早々、全研究職員を対象に個別面談を行い、研究所を取りまく環境の変
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府省名 法人名・取組状況 

化と今後の研究所の運営のあり方（論文・学会発表重視を改め、研究成

果の行政施策への反映の重点化etc.）について説明するとともに、率直

な意見交換を通じて、信頼関係の構築に努めた。また、従来、指示・伝

達の傾向が強かった諸会議の運営の在り方を改め、「会議は、出席者が

自由闊達に議論する場」としての考え方を徹底し、ボトムアップ型の要

素を取り入れた法人運営に努めた。 

 

（法人の長のリーダーシップ）（ミッションの役職員への周知徹底） 

【高齢・障害者雇用支援機構】 

①統制環境 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下「機構」という。）の

使命は、年齢や障害の有無にかかわらず誰もが安心し意欲を持って働け

る社会の実現に向け、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進

のために、高齢者の雇用に関する相談・援助、障害者の職業リハビリテ

ーションをはじめ、高齢者、障害者及び事業主等の利用者の立場に立っ

た懇切かつ効果的なサービスを実施することである。 

理事長は、①障害者、高齢者、事業主といった利用者の立場に立った

サービスを提供すること、②機構の中期計画の目標、課題を職員皆が正

確に理解、認識し、その実現に向けてそれぞれの職務において的確、積

極的に取り組むこと、③リアルタイムでの事業の進捗状況の管理に努め

ＰＤＣＡサイクルにより効果的な業務運営を実現すること、④すべての

部署において無駄の削減、業務のより効率的な運営に積極的に取り組む

ことの四点を重点事項として定め、役職員が一丸となって業務の推進に

取り組んでいるところである。 

また、当機構の事業の対象は一人ひとり人格と個性を有している高齢

者、障害者及び事業主であり、当機構の使命を達成するためには、こう

した利用者との全面的な信頼関係を築くことが必要であり、役職員すべ

てがコンプライアンスの徹底に取り組むことが求められる。そこで、統
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府省名 法人名・取組状況 

制環境の確保に向け、具体的に次の取組を実施した。 

１ 運営上の方針及び戦略の周知徹底 

(1) 理事長から、部長会議、施設長会議、年初及び年度初めの社内報

（メルマガ）等あらゆる場を活用して、使命の浸透、利用者本位の

サービス提供の徹底を図るとともに、全国の施設に理事長が直接出

向いて意見交換、指導を実施している。 

(2) 重要課題については、個々のテーマごとに具体的取組内容、進捗

状況、今後の見通し等について理事長による各部署からのヒアリン

グを夏期に実施し（サマーレビュー）、目標達成に向けての意識の

向上と効果的な業務の推進の徹底を図っている。 

(3) 理事長の方針を職員と共有するため、本部の中堅クラス（係長級）

との意見交換会を実施している。 

(4) 理事長以外の幹部の業務に対する方針や熱意も社内報（メルマ

ガ）を通じて職員に伝えることにより、本部・施設全体の意思疎通

を図っている。 

 

（法人の長のリーダーシップ）（ミッションの役職員への周知徹底） 

【福祉医療機構】 

・平成20年10月に機構の経営理念「民間活動応援宣言」を策定し、「国

の政策効果が最大になるよう、地域と福祉の医療の向上を目指して、お

客様の目線にたってお客様満足を追求することにより、福祉と医療の民

間活動を応援する。」という組織の進むべき方向性を明確にした。 

・理事長から役職員に対して、「お客さま目線と健全性」という二つの

ものさしを念頭に置き、役職員が一体となって、福祉と医療の民間活動

を応援するという使命を果たすために、主体的に業務に邁進するよう周

知徹底されている。 

・経営理念「民間活動応援宣言」の実現に向けて、平成 21 年４月から

理事長を本部長とする「民間活動応援本部」を立ち上げ、組織全体で対
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府省名 法人名・取組状況 

応する仕組みを構築し、役職員の士気の向上を図っている。毎月の経営

企画会議において、理事長所感（理事長の経営姿勢や考え方等）を役員・

幹部職員に対して述べ、同時に、この所感をイントラネットを通じて他

の職員に対して発信することで、組織内での問題意識の共有化を図って

いる。 

・平成 20 年度に現理事長が就任して以降、幹部職員から順次個人面談

等を実施（平成 21 年度には中堅・若手職員を対象に実施）している。

こうした機会を通じて、理事長の人柄・理念が職員に伝えられるととも

に、組織の一体感が醸成されている。 

・イントラネット内の掲示板及び執務内の各所に経営理念を掲示すると

ともに、役職員がお客さまへ配布するリーフレットや名刺に経営理念を

印刷しており、日々、経営理念を意識した業務運営を行っている。 

 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【福祉医療機構】 

○ リスクの識別・評価・対応 

・リスク・危機管理基本方針の策定 

法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し適切な予防措置

を講じるとともに、危機管理を機動的かつ円滑に実施するため、リス

ク・危機管理に関する基本的な事項を定めた「リスク・危機管理基本方

針」を平成21 年10 月に策定している。 

・リスク管理委員会の設置とリスク対応計画の策定 

「リスク・危機管理基本方針」の方針に基づき、平成 21 年 10 月に

「リスク管理委員会」を設置するとともに、業務上のリスクを抽出・把

握した上で予防措置を講ずる「リスク対応計画」を 22 年３月に策定し

ている。 

危機が発生した場合は「危機管理対策本部」を設置できるよう規程等

の整備を行っている。 
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府省名 法人名・取組状況 

リスク対応計画については、各事業において想定するリスクを抽出

し、業務に与える影響度や発生可能性等により評価を行い、優先順位の

高いリスクに対して課題、対応方針、対応期限などを策定している。 

・ＱＭＳに基づく対応 

ＱＭＳに基づき、業務運営において生じる課題・問題点（不適合）へ

の対応方法、原因の分析、再発・未然防止等を行う是正予防処置を適切

に実施するため、「是正・予防処置結果記録シート」に記録する運用を

実施し、確実な管理を行うことでＱＭＳの有効性の維持及び継続的な改

善を進めている。 

○ 統制活動 

・リスク対応計画に基づく対応 

各部署においては、リスク対応計画により定めた対応を適切に実行し

ている。 

各部署からリスク管理委員会に対して、同計画に基づく対応実績等を

半年に一度報告して評価を受けるとともに、必要に応じて計画の更新を

行う。 

・ＱＭＳに基づく対応 

ＱＭＳに基づき、業務に必要な能力を習得するための教育・訓練の運

用や業務手順書等による業務の標準化等を実施している。 

 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【年金・健康保険福祉施設整理機構】 

・当機構の業務に関しては、入札に係るリスク（暴力団等不適格入札者、

談合、偽情報、システム及び人的な内部情報漏洩）、風評リスク、法規

制変更リスク、災害リスク等多様な事業リスクが発生する蓋然性がある

と認識している。これらに関しては毎朝開催する業務打合会でその対応

につき全員で議論を行い、その結果に基づき所管部署が対応を行ってい

る。 
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府省名 法人名・取組状況 

特に施設売却の過程において発生する様々なリスクに対応するため

に、入札参加者の資格について、より適正に対処するため、企画部に上

席調査役を、また、訴訟等法律問題や情報公開・個人情報保護に適切に

対応するため、総務部に法務文書課を設置している。 

また、入札参加予定者への被害発生が考えられる「機構施設につき優

先譲渡・随意契約ができる」等の偽情報が流布されているとの情報が寄

せられたことから、関係当局との連携体制を構築・強化するとともに、

情報を入手する都度、データベースに登録、注意喚起のメッセージをホ

ームページに掲出し被害発生の防止を図っている。 

経済産業省 （法人の長のリーダーシップ）（ミッションの役職員への周知徹底） 

【経済産業研究所】 

・情報セキュリティ管理制度（ＩＳＭＳ）の徹底を図ることとし、平成

19年度から、所内部署間の相互監査によるＩＳＭＳ内部監査を行ってい

る。この相互監査の仕組みは、職員数が比較的少ない当研究所において

監査専任部署を置くことがかえって非効率であることが元々の理由で

あるが、職員間で相互の業務内容に関する理解が深まり、日常の業務実

施にもプラスの効果がある。 

 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等） 

【日本貿易振興機構】 

○ 21年７月に開催した第１回アウトカム向上委員会において、監事よ

り「内部統制のあり方やその具体的な取組方法」について指摘があった

ことを踏まえ、ジェトロの内部統制の在り方、全組織的なリスクについ

て以下の取組を行いました。 

21年度に実施した６つの基本的要素を踏まえた内部統制の体系的整

理に基づき、22年度以降、アウトカム向上委員会やその他日常的なモニ

タリングを通じて、「内部統制の目的の明確化と全員参加型での取組み」

や「職員ひとりひとりの内部統制センスのボトムアップ」に重点的に取
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府省名 法人名・取組状況 

り組んでいくこととします。 

・ジェトロの内部統制の体系的な整理を行うとともに、日常的に実施し

ているモニタリング結果等に基づいて、全組織的に有するリスクの識

別・分析結果、リスクがもたらす影響についてまとめました。 

・リスク評価のプロセスでは、組織全体のリスクを網羅的に洗い出した

うえで、各リスクの認識度を評価するリスク評価シートを作成し、具体

的に73種類のリスクを抽出しました。併せて、これらのリスクを発生可

能性及び影響度の大小に応じて整理し、リスクの分布を可視的に把握す

るためリスクマップを作成しました。 

・これらを踏まえ、第２回アウトカム向上委員会（11月）において、「ジ

ェトロにおける内部統制の在り方とその具体的な取組方法」について討

議し、リスクの識別・分類、分析・評価の妥当性、組織として対応すべ

き各リスクの優先度について認識を共有しました。 

・特に、優先順位が高く、喫緊に対応が必要となる「事務・事業の増大

や職員のモチベーション低下などによる業務の非効率化」と「個人情報

の漏洩リスク」ついては、業務の効率性や役職員間のコミュニケーショ

ンなどに関する現場の意見を共有するとともに、各リスクの回避、低減、

移転、受容の対応について議論しました。 

・議論を踏まえ、事業のスクラップ＆ビルドについては、次期中期計画

策定の動きを踏まえつつ、確実に実行に移していくことを確認し、22年

度計画策定においても真摯に見直しを行いました。また、個人情報保護

については、ヒューマンエラーの回避、パスワードや暗号化等措置徹底

による大量の個人情報漏洩の防止、委託先での個人情報漏洩の防止、内

部不正行為の防止、管理業務の効率化等の取組を推進していくことを確

認し、順次実行しています。 

○ アウトカム向上委員会を通じたリスクの評価と対応 

・年間複数回開催されるアウトカム向上委員会を通じ、PDCAサイクルに

基づいて各部門の事業・業務の運営状況について把握しています。具体
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府省名 法人名・取組状況 

的には、中期目標・中期計画に定める目標の定量的なアウトプット指標

（活動指標）の進捗状況、定性的なアウトカム指標（成果指標）の具体

的な把握、ジェトロサービス利用者の不満・要望の組織的な共有、取り

組むべくリスクや課題等を把握、共有しています。こうした業務運営の

把握を通じて、各業務のリスクや課題となった事例につき、個別に改善

しています。 

21年度には、第２回アウトカム向上委員会（11月）において、「ジェ

トロにおける内部統制の在り方とその具体的な取組方法」について討議

し、リスクの評価とその対応について認識を共有しました。 

○ 安全対策への取組 

・役職員等の安全確保は、内部統制上の重要なファクターであることか

ら、ジェトロでは規程により安全対策推進本部を設置しています。21年

度は、新型インフルエンザ（H1N1）の発生に伴い、４月から５月にかけ

て副理事長を本部長とする安全対策推進本部を3回開催し、メキシコへ

の渡航自粛及び解除、国内発生による対応についての組織の対応方針を

決定し、役職員に周知しました。 

国土交通省 （ミッションの役職員への周知徹底） 

【水資源機構】 

・安全で良質な水を安定して安く供給するとの経営理念が、末端の職員

まで周知されるとともに、それぞれ権限委任されている各組織の長が、

的確に意志決定でき、かつ重要案件については、機構上層部の審議・判

断を受けるよう、重要事項の審議・報告を行う役員会のほか、支社局長

等会議、管内所長会議、事務所内会議等において、意志伝達・情報共有

を図っている。また、上意下達のコミュニケーションだけでなく、平成

16年度から直接、理事長、副理事長、各理事が、現場事務所職員一人一

人から意見を聞くヒアリングを行っており、役員が、ユーザーに最も近 

い建設所、管理所等の現場の職員の声を、直接、全事務所に出向いて拾

いあげ、一体となって課題等に対処する取組みを実施している。 
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独立行政法人の評価及び業務運営等について参考となる事例 
 

①業務運営の改善を促す評価に積極的に取り組んでいる評価委員会の例 

評価委員会名 取 組 の 概 要 

内閣府独立行政法人評

価委員会 

本評価委員会は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機

構の評価において、平成21年度に顕在化した大幅な予算超過問

題に対する原因分析、再発防止策を含めた今後の対応について

の見解を取りまとめるとともに、機構における対応状況につい

て、理事長、理事、監事の各役員における職責の履行状況も含

め、厳しい検証を行っている。  

また、この検証結果を踏まえ、今後、新たに置かれた専任の

事務局長と理事の役割分担との協働体制の明確化等を着実に実

施すること、適切な管理体制が構築されるよう平成24年度の開

学に向け更なる取組の強化を行うことなど、機構に対し具体的

な対応策を示し改善を求めている。  

文部科学省独立行政法

人評価委員会 

 

本評価委員会は、独立行政法人科学技術振興機構の評価にお

いて、行政刷新会議ＷＧ「事業仕分け第１弾」及び「事業仕分

け第２弾」の対象とされた本法人の各事業について、事業仕分

け結果と法人における対応方針及び対応状況を一覧表にしたも

のを別添として末尾に添付している。 

また、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」

において指摘された事項についても、指摘事項ごとに法人の取

組状況を記載した一覧表を評価結果に別添として添付してお

り、法人の対応状況を国民に分かりやすく示すことに配慮した

評価結果となっている。 

 

別紙５ 
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②業務運営等の改善に積極的に取り組んでいる独立行政法人の例 

法人名 取 組 の 概 要 

独立行政法人物質・材料

研究機構  

（文部科学省所管） 

 

本法人は、研究者の約半数が海外出身であるという国際ナノ

アーキテクトニクス研究拠点（MANA）のグッドプラクティスを

法人全体の運営に波及させ、国際化を強力に推進するため、平

成27年度までに45歳以下の事務職員がTOEICスコア500点以

上獲得するとの目標を掲げ、次のような新たな研修プログラム

を導入し、職員の能力向上、人材育成に組織を挙げて取り組ん

でいる。  

ⅰ）平成21年度から40歳以下の事務職員（51名）にTOEIC試

験の受験を義務化。  

ⅱ）平成22年度からは英語レベルに合わせた、スクーリング付

通信教育研修や海外への語学研修をきめ細かく実施。  

独立行政法人電子航法

研究所 

（国土交通省所管） 

 

本法人は、次のような知的財産に係る管理体制の強化などに

より、民間企業との共同出願が前進するとともに、共同研究成

果による実施料収入や当研究所が開発したプログラムによるラ

イセンス収入の獲得にも繋がり、知的財産に係る自己収入増を

実現している。  

ⅰ）15 名の管理要員の中から専属の担当者を定めて知財関連業 

務を実施。  

ⅱ）特許取得までの経緯や経費等に関する各種情報を1件毎に整 

理してデータベース化し、知的財産に係る管理体制を強化。  

ⅲ）少なくとも前年度より知的財産を活用するとの目標を掲げ、

外部の専門家（大学のTLO）と「知的財産等に関するコンサル

ティング契約」を締結するなど、知財戦略に係る組織体制も

強化。  
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