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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第２４回新エネルギー・産業技術総合開発機構部会 議事録 

 

１．日 時  平成２４年２月２０日（月） １４：００～１５：３０ 

２．場 所  経済産業省別館１０階各省庁共用１０１４号会議室 

３．議 題 

（１）最近の独立行政法人を巡る状況等（報告） 

（２）「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関

する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う中期目標・中期計画の変更等

について 

（３）その他（今後のスケジュール（予定）等） 

 

出席委員 

  岸部会長、末吉委員、松田委員、谷田部委員、渡辺委員 

 

議事次第 

○岸部会長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第24回独立行政法人評価委員会新

エネルギー・産業技術総合開発機構部会を開催したいと思います。  

 私、部会長を仰せつかっている岸です。よろしくお願いします。  

 今日の委員の方は見なれた方ばかりなので、忌憚のないご意見をお願いできればと

いう気がしております。  

 それでは、議事に入る前に、事務局よりご挨拶があります。中西審議官、よろしく

お願いいたします。  

○中西審議官 

 産業技術担当の審議官をやっています中西でございます。本日は、どうも皆さんお

忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。  

 皆様には申し上げるまでもありませんけれども、現在、日本は厳しい状況に直面し

ているということ。短期的にもそうですし中長期的にも、少子高齢化という中で、い

ろいろな形での次の一歩をどういうふうに考えていくのか。そういった意味では独立
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行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、とりわけエネルギーと

かいろいろな形の産業技術一般の競争力向上といったところに果たしている役割はす

ごく大きいと思っているんですけれども、片や国全体としては、財政状況がこれだけ

厳しくなっているということで、これは1月20日でございますけれども、独法改革に

向けた政府としての次の具体的な方針というのを明確にいたしました。  

 その中でも幾つかのポイントはございますし、後のほうで少し詳しい話は出ますけ

れども、こういう財政状況厳しい中で、そもそも独立行政法人一個一個の存続をもう

一回ゼロから見直せとか、もっと効率的な、いろいろな業務の中身に応じて適切なマ

ネジメントのやり方を考え直すべきではないかと、幾つかの視点を前提に議論をさせ

られてございます。 

 そういった中でNEDO自身の位置づけは、この組織は存続して、もっと頑張ってい

ってほしいと。とはいうものの、もう少し効率的なマネジメントとか、そういったこ

とを引き続き考えろというようなことを宿題としていただいているところでございま

す。そういった中で、引き続きこの場でもいろいろな議論をいただければなというふ

うに思っているところでございます。  

 それは大きな背景でございますし、今日は具体的には2点ほど多分いろいろな議論

がなされると思いますけれども、22年の12月に閣議決定をされましたけれども、

NEDOがこれまでやってまいりました石炭資源の開発業務、石炭経過業務、それと地

熱資源の関係の調査の業務といったものをNEDOのほうから独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）のほうに移管するというようなことで、それに

伴って中長期的な計画を見直さなくてはいけないということが今日の審議の中に入っ

てきてございます。  

 ということでございますので、また引き続き今年の後半にかけまして、従来どおり

の23年度の評価ということとともに、25年度からになりますけれども、次の中長期計

画といったものをまた議論しなくてはいけないということになりますので、委員の皆

様には、ご多忙の中恐縮でございますけれども、また引き続きいろいろな形でご指導

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。  

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。  

 それでは、続きまして、昨年10月から新たにNEDOの理事長になられました古川理
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事長、よろしくお願いいたします。  

○古川理事長 

 ただいまご紹介いただきました古川でございます。10月より理事長を拝命しており

ますので、よろしくお願いいたします。  

 ただいま審議官のほうからお話がございましたように、日本は短期的にはエネルギ

ー問題、中長期的には産業競争力問題というのを抱えているわけでございますが、

NEDOといたしましてもこの解決に向けまして、私自身の民間での経験も踏まえまし

ていろいろ解を見つけていきたいということで、知恵を出し、汗をかきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくご指導のほどをお願い申し上げます。  

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。  

 それでは、続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。藤

原課長のほうですね、よろしくお願いします。  

○藤原技術振興課長  

 大変大部でございますけれども、お手元に資料がございます。確認をさせていただ

きます。議事次第がございますけれども、それを一枚めくっていただきますと座席

表。資料２が、委員の方々のお名前が載っています名簿でございます。資料３が幾つ

かに分かれておりますが、資料３－１が独法の今回の見直しの概要でございます。資

料３－２が、Ａ３の横長になっていますけれども、全体のポンチ絵の２枚紙でござい

ます。資料３－３が、政府決定しておりますが、見直しの基本方針というやや大部の

資料でございます。資料３－４が「今後のスケジュールの見通し」ということで、ク

レジットが大臣官房政策評価広報課ということになってございます。資料４が、きょ

う資源エネルギー庁のほうからご説明いただきますが、今回の関連の法律案の概要で

ございます。それがワードの資料と、一枚、Ａ３の色刷りの横長の資料がございま

す。資料５－１、これがNEDOにおきます今の関係３業務の概要で、これもＡ３の横

長色刷りになっていまして、資料５－２が、それに伴いますNEDOの中期目標・中期

計画の変更という資料でございます。資料６からは新旧対照表のようなものになって

おりまして、資料６－１が中期目標の変更点、中期計画の変更点が資料６－２でござ

います。業務方法書の関係が資料６－３。それから、一枚紙で資料７がございます。

これは「今後のスケジュールについて」という紙でございます。資料８が、NEDOの
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内部の会計上の変更について、後ほどご報告、ご審議いただきますが、「第２期中期

計画の別表の変更について」という紙でございます。その後、その別表というのがご

ざいまして、ここの資料までが資料８。最後に参考資料ということで、これは22年12

月ですが、閣議決定いたしました基本方針というものがございます。また別冊になっ

ていますけれども、その下にあるのは、持ち回りでご審議をいただいたものでござい

ます。12月1日付で部会長からご了解をいただいておりますが、書面審議関係の資

料、第23回のNEDO部会の資料でございます。その下に第２期中期目標の束がござい

ます。中期計画についても同じように束ねてございます。一番最後に冊子ですが、後

ほどまた森課長のほうからお話があると思いますが、今回の通常国会に提出されてお

ります法律案の関係資料ということで分厚い冊子がついてございます。資料の過不足

がございましたら、挙手のほうをお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがと

うございます。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。  

 それでは、議事次第に従い、最初の議事に入りたいと思います。  

 まず最初に、事務局から説明をお願いしたいと思います。資料３及び補足資料に基

づく説明になるかと思います。よろしくお願いします。  

○藤原技術振興課長  

 まず、議題１でございます。「最近の独立行政法人を巡る状況等」ということで、

ご報告事項でございます。資料３－１ですけれども、今回の独法制度・組織の見直し

ということで、その趣旨について書いてございます。  

 最初の黒丸に書いていますが、制度創設から10年以上が経過しているということで

独法制度自体が、「綻びが露呈」と書いていますが、抜本的に見直していこうという

ことでございます。ポイントは、２番目の黒丸に書いていますが、すべての独法、こ

れは政府全体で今102あるわけですが、これを一律の制度、枠にはめ込んでいる、し

たがって、法人の政策実施機能の発揮が不十分という点が最大の問題点だという指摘

がございます。 

 ４つ目の黒丸に書いていますが、こういった認識のもと、どのように制度や組織を

見直していくのかということですが、ポイントがその下に①から④まで書いていま

す。まず、今ある組織をゼロベースで見直して、廃止できるもの、民営化できるも
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の、こういうことを模索していこうというのが①、第１のポイントです。２つ目にご

ざいますのが、廃止とか民営化が難しいというものにつきましては、事務・事業の特

性に着目して、類型化をしていこうということでございます。２番目のキーワードは

類型化ということです。その類型化を踏まえつつ、３番目にございますのが、要する

に法人を再編する、統合するということです。それが３番目のポイントでございま

す。４番目にございますのが、法人制度に共通する、全体に関するルールを整備する

ということ。 

 以上の趣旨で、実際の制度あるいは組織を見直すということです。Ⅱに書いていま

すが、まず、制度のほうの見直しですけれども、今回２つの大きな分類をしていこう

ということでございます。先に申し上げると、次のページに行政執行法人という、要

するに非常に国の業務に近いところを、国と同じような単年度予算主義でやっていた

だこうという法人です。それ以外のかなり多くの法人につきましては、最初のページ

の①にございます成果目標達成法人と位置づけるということでございます。定義とし

ましては、ここに書いていますように、「一定の自主的・自律的裁量を有しつつ、計

画的な枠組みの下で事務・事業を行うことにより、主務大臣が設定した成果目標を達

成することが求められる法人」ということでございます。  

 NEDOが所属いたしますのは、この中でも幾つかの法人類型の中の研究開発型とい

うことでございます。そのほかも含めまして全体では７つの枠、７つの型をこの成果

目標達成法人のもとに置いて、それぞれ分類をしていこうということです。この点線

の中に研究開発型というのがイの一番に出てまいりましたので、ちょっと解説をいた

しますと、これは外国人も入れようという話になっているようですけれども、研究の

内容を国際水準にも即したものにしようということです。専門の研究評価委員会なる

ものをこの研究開発型の独法ごとにつくって、それぞれ目標をつくっていくというこ

とが書いてございます。  

 それから、科学技術イノベーション戦略本部という、総合科学技術会議からの改組

が検討されている組織ですけれども、ここの一定の関与をある程度させていこうとい

うことも書いていますが、それぞれの類型化された法人、何々型ということにつきま

して、それぞれの特徴がこのように閣議決定には書かれているということでございま

す。 

 次のページにございますけれども、新たな法人制度全般に関する共通のルールとい
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うのが２に書いてございます。ポイントのみ簡単に申し上げますと、③のところが象

徴的ですので説明いたしますと、主務大臣が法人の中期目標設定から評価まで一貫し

て実施するというところがポイントでございます。これまでは、主務大臣は目標を設

定いたしますけれども、評価自体はむしろ総務大臣の体系下で、まさに本日の評価委

員会で行っていただいているわけですけれども、新しいシステムでは、この評価まで

含めて主務大臣が一貫して行うということが最大のポイントでございます。  

 ただ、こういった評価委員会的な機能というのが残るというのも明示されておりま

して、これは④の最初の黒丸ですけれども、「『お手盛り』防止のため」と書いてい

ますが、制度所管府省に設置する第三者機関により主務大臣の評価等を点検するとさ

れております。おそらく主務大臣のもとに、またこういった評価委員会のような組織

ができて、これによりましてチェックをしていくということになろうと思いますが、

大臣レベルの評価体系が変わってくるというところがポイントでございます。  

 Ⅲに書いていますが、今度は独立行政法人の組織の見直しということで、先ほども

申し上げたように102の法人があるわけですが、結論的に今回の独法の見直しで65に

減るということでございます。縮減される37の法人の内訳ということで、廃止が７法

人、民営化が７法人、統合が35から12法人になって23法人減るということですが、

こちらは、一覧表で資料３－２の２枚目をご覧になっていただければと思います。横

長の２枚目をあけていただければと思います。  

 これが、今回独法改革で102の法人がどうなっているかを一覧していただける図に

なってございます。真ん中の成果目標達成法人の左側、先ほど申し上げた研究開発

型、その下から３番目になりますが経産省という枠がありまして、その２番目のとこ

ろに新エネルギー・産業技術総合開発機構ということで書いてございます。留保がい

ろいろと、「今後、資金配分実施機関として、抜本的に在り方を見直し」と書いてご

ざいますけれども、ご覧になっていただくとわかるとおり、NEDOにつきましては、

先ほど申し上げました廃止、民営化、統合といった措置を今回は少なくとも受けない

という結論になりました。実際の政府決定の文言につきましては、別途ございます資

料３－３でございますが、「独立行政法人の制度・組織の見直しの基本方針」、これ

の25ページをご覧になっていただければと思います。  

 この資料自体は1月20日、１カ月前に今回の結論ということで閣議決定された資料

ですが、25ページにNEDOの記述がございます。読み上げますと、「研究開発型の成
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果目標達成法人とする。なお、本法人については、研究開発の資金配分機関としての

性格を有しているが、資金配分実施機関については、事業仕分け等の議論を踏まえ、

その在り方を抜本的に見直す必要があることから、その見直しの中で本法人の機能、

役割及び在り方についても検討する。」というふうに書いてございます。  

 このなお書きのところでございますけれども、同様の記述が同じ資金配分機関とさ

れております、文科省所管の独立行政法人科学技術振興機構（JST）にもございま

す。それから独立行政法人日本学術振興会（JSPS）、これも19ページに同様の記述

がございます。資金配分機関については、一律こういった留意点といいますか今後の

検討事項というものが書かれているということでございます。  

 もう一点だけ補足しますと、24ページになるのですが、経済産業省所管のもう一つ

の研究開発法人という意味では、独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）を中心

といたしまして、独立行政法人経済産業研究所、産総研、独立行政法人情報処理推進

機構（IPA）、これらを統合するということが閣議決定されている状況でございま

す。 

 この独法改革のスケジュールですが、資料３－４のほうに移っていただければと思

いますが、ご承知のとおり、先月末から始まっています今国会で、３月ごろ、通則法

の法案の閣議決定がございます。  

 個別の独法の、今申し上げた例えば産総研回りの話など、こういうものは、みてい

ただきますと、今年の秋ごろから準備が始まりまして、来年度の通常国会に個別法の

改正法案が提出されるような見通しになってございます。そのあたりの共通ルール、

新しい独法の姿が実際に施行されますのが平成26年、ほぼ２年後の4月1日からという

ことでございます。もちろんこの２年間、またいろいろと情勢は変わる可能性はござ

いますけれども、とりあえず私ども政府としましては、こういったスケジュールを念

頭に今後も作業していくということになろうと思っております。説明は以上でござい

ます。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。  

 何か今の説明について、聞いておきたいというようなことがございましたらどう

ぞ。まだ少し時間もございます。  

 非常にすっきりしておりまして、何も手がつかなかったという言い方もできます。



 - 8 - 

ただ資金配分の問題は、科学技術で非常に難しいところにあると思うのですが、それ

は一行入っておりますので、３機関を通して何か起こるのかもしれませんけれども、

これはちょっと予測がつかないというのが現状です。そういう意味では、NEDOはし

っかりやっているんだといわれたことにもなるかという気もいたします。  

 よろしいですか、何か質問ございましたら。  

 それでは、次の議題に入りたいと思います。  

 資源エネルギー庁の資源・燃料部森政策課長から、改正法についての説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。  

○森資源・燃料部政策課長  

 資源エネルギー庁の政策課長をやっております森と申します。よろしくお願いいた

します。 

 最初でございますが、この分厚い資料集の一番後ろに「参考資料」と書いてある資

料をご覧くださいますでしょうか。これは平成22年12月7日に閣議決定された「独立

行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」というものでございまして、表紙に1/12

ページと書いてありますが、この後ろから２枚目をご覧いただけますでしょうか。経

済産業省新エネルギー・産業技術総合開発機構の事務・事業の見直しの部分でござい

ますが、８番目に石炭資源開発、11番目に石炭経過業務というのがございます。その

講ずべき措置といたしまして、石油天然ガス・金属鉱物資源機構への移管の検討を平

成23年度中に実施ということが記載されております。 

 恐縮でございますが資料４をご覧頂ければと存じますが、我々資源エネルギー庁と

いたしまして、この国会に「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油

の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（案）」を提出させて頂きまし

た。エネルギー基本計画やエネルギーの全体の見直しは、今年の夏を目途に、総合エ

ネルギー調査会やエネルギー環境会議等々において議論が進められているわけです

が、東日本大震災を経験した石油を初めとしたエネルギーの安定供給確保につきまし

ては、先行実施対策という位置付けをいたしまして、なるべく早く体制を整えておい

たほうがいいという観点から、この2月10日に閣議決定をしたわけでございます。  

 災害地におきまして、停電になっても自分ではそれを防げないという思いが住民の

皆様にはあったかと思いますが、ガソリンや軽油、また灯油は、自ら確保することが

半ば所与の前提となっておりますので、東京でもガソリンスタンドに長い列ができま
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した。そういう国内の災害時における供給をどう円滑化し、平常時からシステムづく

りをしておくというのが、この法律改正の概要の1番目に書きました「災害時の石

油・LPガスの供給に関する体制の構築に係る措置」でございます。  

 続きまして2ページ目でございますが、資源開発に係る支援機能の集約化・整備と

いうことでございまして、②ですが「石炭資源や地熱資源の開発業務などについて、

JOGMECが有するノウハウを活用し、効率的な開発を推進するため、NEDOから

JOGMECに当該業務を移管し、出資業務などを追加する。」ということでございま

す。先ほど説明いたしました閣議決定によって、石炭開発業務の移管を図るというこ

とでございます。  

 それとともに、地熱資源でございますが、これは２年前に当時の環境大臣が、自然

公園の規制を、自然公園の中は６カ所開発するといっていた通知を撤廃するというこ

とをおっしゃってくださいました。それを受けて、我々も電力料金の買取法の中に地

熱を、震災後、原子力発電がどのような状況になるかわからない中において、長期固

定電源としての性格を有する地熱の開発を正面から行っていこうということでござい

ます。また、JOGMECは石油や天然ガスや鉱物資源など下から掘るという機能はも

っていますので、その機能に石炭、さらに地熱もNEDOから移管することによって機

能拡充し、さらにJOGMECの支援措置であります地質構造調査に加えて出資業務も

追加しようというのが今回の法律改正の内容でございます。  

 施行時期でございますけれども、2.(1)公布から６カ月以内というのは、先ほど申し

ました災害時のために平常時から計画などを策定しておくということでございまし

て、これは公布から６カ月以内の政令で定める日となります。石炭と地熱資源開発業

務は、「３カ月以内」と書いてありますが、可決しましたらなるべく速やかに政令で

定める日からスタートしようと思っております。例えば、国会の審議が早く進みまし

て、3月までに可決するならば4月1日、もしくは、もっと国会の審議が長引きまして4

月に入ってからの成立であれば、なるべく早い時期に石炭・地熱資源開発は行わせて

いただきたいと思っております。 

 石炭経過業務は、③に書いてありますが、NEDOの坑区が現在400程度ございまし

て、これの移管に所々の手続がありますので、平成25年4月1日からスタートさせてい

ただこうと思っております。 

 最後となりますが、お手元の分厚い冊子をご覧いただけますでしょうか。この分厚
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い冊子が、2月10日に閣議決定後、その当日に国会に提出させていただいた資料でご

ざいます。真ん中を開けていただきますと、新旧対照表と申しまして、上下に様々な

条文が書いてある資料があるかと存じます。この58ページ目をご覧いただけますでし

ょうか。 

 こちらが独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の改正でございまし

て、第15条になりますが、現行第15条の１項７号「次に掲げる石炭に関する業務を行

うこと。」「イ 海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な

調査に関する資金に充てるための補助金の交付」「ロ 海外における石炭の探鉱に必

要な地質構造の調査その他の石炭の安定的な供給の確保に資する情報の収集及び提供

並びに石炭の生産に必要な技術に関する指導。」この指導や調査、補助金の交付につ

いて、上では「削る」と記載しておりまして、この部分をJOGMECに移管するとい

うことになります。石炭の利用開発技術のようなものは、このままNEDOに置きまし

て、上流と中流部分の棲み分けをしながら、いろいろお願いしたいと思っておりま

す。 

 もう一点でございますが、同じ新旧対照表の44ページ目をご覧ください。こちらは

「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」というものでございまし

て、現行では３号のところに「地熱の探査及び地熱の資源の開発に必要な地質構造

（熱源の状況を含む。）等の調査を行うこと。」となっております。その上でござい

ますが、「地熱を発電に利用するための必要な調査を行うこと。」は、今後もNEDO

でお願いしたいと考えております。JOGMECでございますが、下から掘削するとい

う部分についてはノウハウがございますが、発電するという部分については

JOGMECにエクスパタイズがあるわけではございません。今回移管するのは、下か

ら熱水と熱を上まで汲み上げていって、タービンが回せる状況になるところまでを

JOGMECが支援するということでございまして、発電のところの必要な調査は今後

もNEDOにお願いしたいと思っております。 

 それから、今はまだ空集合なのかもしれませんが、地熱の高温岩体地熱技術であり

ますとか、地熱ブームに伴って今後の技術開発が進んでいけば、それはNEDOの業務

である技術開発として、また資源エネルギー庁としてもお願いしたいという整理でご

ざいます。従いまして、全ての石炭や地熱がJOGMECに行くというわけではござい

ません。これが今回の法律に関しまして、とりわけNEDOからJOGMECへの移管の
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ところを中心といたしました説明でございます。以上でございます。 

 

○岸部会長 

 ありがとうございました。  

 地熱と石炭の地上に上がってくるまでのところがJOGMECということですね。  

 それから、資料４で予算が120何億から900億に増えていますけれども、これは今

までと違って、今後非常に大きく力を入れるということなんでしょうか。  

 

○森資源・燃料部政策課長  

 これまで天然ガスや金属鉱物、石油の開発については主にエネルギー特別会計のお

金を使って執行させていただいたわけですが、それ以上にミドルリスクと申しまして

投資回収ができる可能性のあるものにつきまして、今回、財政投融資特別会計の投資

勘定に資金の活路を求めました。平成23年度予算の121億円の金属鉱物については、

一般会計と財投の投資勘定の予算があったわけでございますが、それ以外の天然ガス

や、また、今回移管される石炭や地熱につきましても、この投資勘定のお金を使って

プロジェクトに出資と債務保証をさせていただきたいということで、今回予算要求を

しております。現在、国会での審議中でございます。  

 

○岸部会長 

 ありがとうございます。  

 ほか、委員の先生、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 もしそういうことでしたら、NEDOの中期目標・中期計画の変更、業務方法書の変

更について、事務局のほうからお願いしたいと思います。  

 

○藤原技術振興課長  

 今、森課長から法律改正の概要ですとか趣旨につきましてはお話ございましたの

で、それを補足する意味で、移管される３業務が今NEDOにおいてどんな状況にある

かというところを中心に、私のほうから簡単に補足をさせていただきます。  

 資料５－１をご覧になっていただければと思いますが、今お話がありましたよう

に、そもそもこれも独法の見直しというところからスタートした話でございまして、
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平成22年12月の閣議決定で、石炭は石炭資源開発、石炭経過業務、これらにつきまし

てのJOGMECへの移管は、検討を23年度中に実施すると閣議決定されております。

23年度、もう最終局面を迎えておりますが、まさに検討が行き着いたという状況にあ

るわけでございます。  

 プラスアルファ、今回３番目の事業としまして、これは閣議決定等されないのです

が、さまざまなJOGMECとシナジー効果も考えまして、地熱資源調査業務につきま

しても、JOGMECが有する経験、知見を有効に活用できるということを踏まえて、

あわせて移管するということを考えているところでございます。  

 全体像は下にございます。先ほど森課長からもお話ありましたが、若干補足いたし

ますと、左側にございます現行のNEDOの石炭関連業務は、この青く囲っている部分

です。石炭の利用技術についてでございますが、これは大体今５つぐらいのプロジェ

クト、予算額で本年度45億円というところでございます。この利用技術については

NEDOで引き続き実施をするということになっています。  

 移管されるのはこの下２つでございまして、オレンジ色で書いてございます石炭資

源開発関係業務、これも６つのプロジェクトがございますけれども、予算額43億円と

いうことです。それから石炭経過業務、これは交付金という形ではやっておりません

けれども、23年度の予算では12億円。これは後ほどご説明しますが、人員の問題もご

ざいますけれども、これも含めてJOGMECに移管という形になっています。  

 ３つ目でますけれども、緑色で書いています。地熱関連業務ということで、これも

NEDOでもプロジェクトは、これまでも平成15年度までですが、バイナリー発電の技

術などがありましたが、現在はこういった国のプロジェクトの事業、それから調査業

務も平成22年度まで20億円の予算をかけてやっていたのですが、これもJOGMECの

ほうに移管するということでございます。引き続き利用に関する業務はNEDOで実施

するということは、先ほどご説明あったとおりでございます。  

 次のページに一つずつ、簡単ですけれども解説がございますのでご紹介いたしま

す。石炭資源開発業務は昭和52年から、左下に石炭資源開発の流れがでています。そ

れぞれの段階にプロジェクトが張りついていまして、基礎的調査では、海外地質構造

調査ということでベトナムとかモンゴルが例として右に書いていますけれども、こう

いった民間にとってリスクの高いところはNEDO自体が先行的に実質調査を行うとい

うことで、2010年から5億円の事業が張りついてございます。  
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 それから、Ｆ／Ｓの段階ですと、海外炭可能性調査ということで、インドネシアの

４件というのが平成22年度補助事業の例で挙げられております。今度は民間が行うと

きに、それに対する補助をNEDOが行うという事業でございます。  

 開発生産段階ということで４つございます。代表して申し上げますと、産炭国石炭

産業高度化事業26億円と書いてございますが、中国、ベトナム、インドネシア等々の

炭鉱技術者の人材育成事業、国内受け入れ、海外派遣といった事業です。説明は割愛

しますけれども、それ以外にも４つほどの事業があるということで、この事業全体で

従事しているNEDOの職員が5名いるということです。  

 次のページですけれども、石炭経過業務ということで、これは平成13年に基金、

「出資金」と書いてございますけれども、今現在残高475億円の基金ができておりま

して、そういった勘定の中で、運用益でやらせていただいている事業でございます。

NEDOの前身でございます石炭鉱業合理化事業団、石炭鉱害事業団より石炭業務を承

継しているわけですが、ここにも絵が出ておりますが、鉱害被害への対応が中心にな

ります。 

 ３つの事業が代表的でございまして、貸付金償還業務、過去に２炭坑に貸し付けた

資金の回収ということで、貸付金が173億、平成22年度の回収実績10億ということで

ございます。 

 ２番目は、鉱区鉱害賠償業務ということで、私もこの前北九州へ行って随分拝見し

てまいりましたけれども、急にこういう穴があいてしまうという大変な事態なわけで

ございます。平成22年度においても58件もあるということでございまして、鉱害であ

るかどうか認定した上で賠償をしていくという大変重要な業務でございますけれど

も、こういったまだまだ実績があるところについての賠償という業務がございます。  

 それから、NEDOが責任をもって坑区を管理しているわけでございますが、坑廃水

でございますとか坑口閉塞、赤水が出たりしているわけでございますけれども、こう

いったところについての対策を講じていく事業。「474坑区、427ぼた山」の管理業

務ということです。それぞれ３つの事業がございますけれども、約50名の職員がこの

事業に張りついているということで、人員移管についても今検討をさせていただいて

いるところでございます。  

 ３番目に地熱の業務ですけれども、調査業務ということで、これは先ほど申し上げ

たように大変長年やってきたのですが、平成22年、昨年度の段階で終了しておりま
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す。昭和55年から、調査井というのですか、実際に穴を掘って掘削をしてきたわけで

すが、全国で72地域、全国でこれだけの井戸を掘ってきたということでございます。

平成22年度は20億円の予算ということで、この中で５地域においては、実際に物にな

ったといいますか、地熱開発事業者により追加的な掘削が行われているという現状だ

と聞いております。実際にはプロジェクトも、またこういった調査業務も本年度はや

っておりませんが、この部分、特に調査業務のところはJOGMECに完全に移管する

という形になってございます。  

 こういったものを受けて、資料５－２をご覧になっていただければと思いますが、

書いてあることは先ほど森課長のほうから話がございました。もうちょっと明確には

資料の4/8ページ、先ほど新旧対照表で森課長からご説明ございましたように、15条

の７号というのが石炭の資源業務でございます。附則で書いてございますのが石炭の

経過業務、それぞれのところを削らせていただくという案になっております。 

 それから、5/8ページにございますのが地熱の調査ということで、これも先ほどお

話ございましたが、新しい３号のところでは、地熱発電に利用するというところは、

調査はNEDOがまだできる形になります。また技術開発のところも、地熱の探査とか

地熱の資源の開発に係るもの、これがJOGMECに行きますけれども、それ以外のと

ころはNEDOでもできる形になっております。そういった意味では一部の移管という

ことでございますが、こういった改正がなされるわけでございます。  

 １ページ戻っていただきまして、先ほど森課長からもお話ございましたが、石炭資

源開発、地熱につきましてはできるだけ早くということで、平成24年4月1日を予定し

ていますが、これは最速でということでございます。法律が通り次第速やかにという

ことで移管がなされます。石炭経過業務につきましては１年後ということで、これも

もちろん法律が通った前提でございますが、平成25年の4月1日からということで考え

てございます。 

 これを受けて、中期目標・中期計画をどうするかということですが、まず石炭経過

業務のほうは25年に移管することにしてございますので、新しい中期計画・中期目標

での設定になり、そこは今回、現行の第２次中期目標・中期計画の変更には影響はい

たしません。 

 実際の書き方でございますが、3/8ページに書いてございます。中期目標でござい

ますが、ここに最初に書いていますのが地熱でございます。なおというところで書い
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ていますが、先ほどお話のありました改正法附則５条に規定された業務については、

同法の施行日以降、JOGMECが実施する。 

 それから資源開発につきましては、次に書いてございます。これもなお書きでござ

いますが、施行日以降JOGMECが実施する。目標のみならず計画も、該当部分は同

じような形で記載をさせていただくということになってございます。  

 これを新旧対照表ということで、資料６－１、資料６－２で、今申し上げた文言が

どこに書かれることになるかというのを案文で示させていただいておりますので、ご

覧になっていただけると思います。資料６－１が中期目標でございまして、資料６－

２が中期計画になります。  

 それから、大変テクニカルで恐縮なんですが、資料６－３、業務方法書のほうの改

正もございまして、基本的には第９条で石炭資源開発業務が削除になります。第13条

で定義がございますけれども、地熱についても書き方が変わるということで、それぞ

れの削除になった分、あるいは書き方が変わった分、条ずれ、号ずれが生じますの

で、これは大変技術的な修正でございますが、業務方法書のほうも改正をさせていた

だければということで案文を示させていただいております。ご審議のほうをよろしく

お願いいたします。  

○岸部会長 

 ありがとうございました。  

 いかがでしょうか、ただいまの事務局からの報告について、石炭と地熱になると思

いますが、何かご質問及びご意見ございましたらどうぞ。  

 どうぞ、松田先生。  

○松田委員 

 NEDOの機構の評価をずっと今まで私ども分担させていただいたんですが、そのと

きいつも問題になっているようなところは今回大分整理されてくるので、本来の

NEDOの業務に集中してやれるというふうな方向では非常にいいと思います。 

 あと２つばかり、今のご説明の前のご説明も含めて追加をお願いします。石油の備

蓄というのは今回の震災のときにまさに大きな課題になったわけですが、逆に海外か

ら引っ張ってこなければ石油そのものが備蓄できないわけなので、海外の仕入れソー

ス、輸入ソースといいますか、それをどういうふうにするのか、どこで国はやってい

るのかという。備蓄はわかりましたけれども、その前はどうなんですかということ
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は、ご説明がございましたらお願いします。 

 もう一つは、今の石油とも関連するんでしょうけれども、世界中がエネルギー不足

問題にこれから入っていきますので、資源確保ということが問題です。私は、大学に

いて文系なものですから、理系のしかも鉱物とか素材のほうについてはちょっと疎い

んですが、どうも資源のための大学における人材育成、これは文科省の話かもわから

ないんですが、学科も全部なくなってしまったのが今の現状で、これを進めようとす

るときに、どこが人材供給基地になるのかを説明いただけますか。こういう資源政策

を進めていかなければいけない立場のほうから、どこに対してどういうふうな要望と

いうのを逆に出していったらいいのかというのがいまいちよくわかりません。秋田大

学に最後に残っていた学科もなくなったというふうに聞いています。だんだんと供給

基地、人材供給が細っているというような気がするんですが、このあたりはNEDOの

話ではないのかもわかりませんが、ちょっとご説明いただけたらと思います。  

○岸部会長 

資源工学科が軒並みなくなったらレアメタルの問題が出てきたとか、原子力工学科

を全部なくしたら今度の事故が出てきたとか、非常に難しいところなんですね。どう

ぞ、非常に大事なところなのでよろしくお願いします。 

 

○森資源・燃料部政策課長  

 今回の法律案では、今まで海外で供給不足があったときに備蓄放出を発動するとい

う目的を変えまして、海外で供給不足が生じたときに加えて、国内の特定の地域でも

石油製品の流通が困難を来したときに国家備蓄を放出する、かつ、備蓄の99%が原油

でしたが、ガソリンや灯油、Ａ重油や軽油の備蓄する量を増やしていこうという内容

でございまして、備蓄の中身そのものを今回の法律改正でがらっと変えようと考えて

おります。 

 松田委員から、その前の供給先の多角化をどうするかというご質問だったかと存じ

ますが、石油ショック以降、中国からの輸出があてにできて、中東依存度が相当下が

ったのですが、最近は中国からの石油の供給が期待できなくなりました。従いまし

て、また中東依存度が上がってきたということでございます。  

 最近は、ロシアでサハリンを中心に相当の原油が出てまいりまして、ロシアと共同

で石油をどう持ってくるかということになりますが、これもロシアは地政学的な問題
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がございますので、ロシアと中東の依存度に頼るということになります。また、火力

発電所になりますと、南方原油やスーダン原油でありますとかの生だきの原油を使っ

ているのですが、そういう３つのバランスを上手く考えてポートフォリオを組んでい

こうと考えております一方で、当面イラクを含め、今後ポテンシャルがあるところは

中東であります。 

 また、シェールオイルというのが様々なところで開発されてきますと、アメリカも

含めて各地に供給ソースが多様化できるわけですが、中東とそういう新規のシェール

オイルなどを含めた多様なソースで供給の多角化を図っていきたいと考えておりま

す。ただ、中東依存度はすぐに変わるわけではありませんので、しっかりとこの備蓄

をするというのが１番目でございます。  

 ２番目の秋田大学の学部の名前が変わるなど、そういう状況にどのように対応して

いったらいいかというご質問でございますが、我々、資源エネルギー庁資源・燃料部

で実施しておりますのは、ボリビアやインドネシアでございますとか、資源を供給す

るときに人材育成もパッケージで相手国から要請されるわけでございまして、最近は

JOGMECにつきましても、相当人気が出てまいりまして採用を活発にしようと思っ

ております。また、石油関連会社の方も鉱物資源系の会社の方、特に石油関係の上流

の会社の方が、今積極的に会社の拡大を図ろうとしてくださっております。従いまし

て、そういうものを勉強すれば就職がきちんとできるんだという方向には相当なって

きたと思います。  

 一方で、それとは別途、大学の学部名が地球環境でありますとかそういう名前にど

んどん変わってきているかと思うのですが、我々は上流の部分のビジネスを活性化さ

せて、それに伴い技術開発も進むことによって、今まさにシェールガスやシェールオ

イルなどの話題がたくさん出ておりますので、そういう話題をたくさん提供して、ぜ

ひ大学に訴えかけたいと思いますし、大学等の先生方も、委員の皆様もぜひそういう

形で文部科学省や、様々な大学関係機関に訴えていただけたらと思います。  

 これは先進国共通の課題でございまして、最近はＢＰとかシェルなどもインドに技

術開発センターを設置して、その国の方をどのように教育して上流業務に従事させて

いくのか、また、海外で人材を採ってくるといったことをやっています。それは既に

10年程前から相当力を入れて実施しております。日本の企業も、上流企業がもっとも

っと強くなって、例えば日揮さんやプロキュアメント会社などはフィリピンなどで人
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材育成を行っていますが、今後もそのような動きが出てくるのではないかと思いま

す。つまり、外国の方をどういった業務に充てるのか、また、国内の大学の人材をど

のようにビジネスに組み入れていくのかという両面から、資源関係の我々も産業界も

検討しているという状況でございます。  

 

○岸部会長 

 ありがとうございました。非常にグローバルに解決しないといけないということも

理解できたと思います。ほか、いかがでしょうか。  

 どうぞ、末吉委員。  

○末吉委員 

 お話を伺っていると、地上と地下に大きな線引きをして、NEDOのほうは地上に集

中されるということですから、それはそれで一つの大きな方向かなと思っておりま

す。 

 これは少し漠とした言い方なんですけれども、今日いただいた資料とかお話を伺っ

ていると、NEDOは、研究開発型とはいえ成果目標達成のための法人という位置づけ

ですよね。しかも資金配分実施についての見直しの条件がついていると。さらに冒頭

の審議官とか理事長のお話を伺っていると、厳しい財政状況のもとで日本のエネルギ

ー問題や産業の競争力向上という大きな目標の中の位置づけをどうするかと、こうい

うお話です。あるいは財投の投資勘定でやるんだというような部分も、先ほど森課長

のお話では出てきました。  

 こういったのをトータルでお聞きしていると、ますますというか、いよいよNEDO

としてコストパフォーマンスが問われるんだと。ずっと評価をさせていただいている

立場からしますと、いつか日の目をみるんだから一生懸命頑張ってねといったような

話ではなくて、いわばクイックリターンを求められる可能性がどんどん増してくると

いう気が強くします。  

 そうした中で、例えば今お話のあったような人材育成というと、人材育成型が別の

カテゴリーになっておりますし、クイックリターンを求められるようなこれからの評

価になっていくとすると、一体何をやるのかというのがすごく重要になってきますよ

ね。そうしますと、完全実施は１年後、２年後という話なんですけれども、相当前倒

しでこういったコストパフォーマンスに耐え得るようなNEDOの業務の在り方とか、
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管理（マネジメント）の在り方とか、あるいは人事考課体系も含めて、相当クイック

リターンを今まで以上に求められるぞと。厳しい財政状況のもとで税金の大切さがう

んと要求される。それと同時に、日本が国際競争に勝っていくための実効ある目にみ

える成果を求められる。  

 こういったことを考えていくと、NEDOの全体の管理体制、いろいろなところにこ

ういう考え方に耐え得るような見直しといいますか、体制づくりといいますか、ある

いは我々のマインドセットを変えていくとか、あるいはいろいろな手法をもっと取り

入れていくとか、私にいわせれば、もっと金融を使えといつも申し上げているんです

けれども、例えばそういうようなことを少し前広に議論していかないと、１年、２年

というのはあっという間に時間がたっちゃいますから、NEDOの大切なビジネスを守

るには、そういった厳しい新しい視点の評価に耐え得るようなことを準備していく、

そういったことが非常に重要になってくるかなということを感じております。  

 以上です。 

○岸部会長 

 貴重なご意見ありがとうございます。  

 長期的展望に立った人材育成等にももちろん配慮しますが、NEDOそのものはクイ

ックリターンにどう対応していくか。あと２年あるんですか、今のままもし法案が通

ると。困っちゃうんですよね、通るかどうかわからないというのがいつもあるから。

それはちょっと余計なことなのですが、事業見直しを、今から体制づくりをしっかり

してほしいということで、貴重なご意見だと思います。ありがとうございます。  

 ほかはよろしいでしょうか。  

 それでは、貴重なご意見も含めてありがとうございました。  

 中期目標・中期計画及び業務方法書の変更については、部会として了承とさせてい

ただいてよろしいでしょうか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○岸部会長 

 それでは、第２期の中期目標・中期計画を経済産業省の独立行政法人評価委員会、

いわゆる親委員会に対して、本部会の了承事項として報告させていただきます。  

 なお、本変更事項等は、現在国会へ提出中の関連法案が成立し、施行されて初めて

有効となるということをご理解いただきたいと思います。  
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 それでは、議題３に入りたいと思います。  

 まず、今後のスケジュールについて、説明を事務局からお願いします。  

○藤原技術振興課長  

 資料７をご覧になっていただければと思いますが、今後のスケジュールということ

で書かせていただいております。まだ2月でございますけれども、ことし想定される

NEDO部会のスケジュールということで、6月ごろですが、これは毎年、年度ごとの

業績の評価をしていただくということでございます。平成23年度、本年度の業務実績

の報告、それから前後しましたけれども、評価の実際の方法、基準でございますとか

スケジュールというものを説明させていただく会が１回ございます。１カ月ぐらい例

年ご検討いただきまして、7月ごろをめどにしておりますけれども、23年度の業務実

績評価の部会としての評価ということで7月にお願いするという形になってございま

す。 

 ※印が書いてございますけれども、この部会の評価を受けて、部会長のほうに親委

員会の評価委員会のほうにご出席をいただきまして、NEDOの業務評価についてご報

告をいただくというシリーズが7月まででございます。  

 それから、先ほど末吉委員から大変有意義なご意見をいただいたんですが、独法改

革の流れですと新しい体制というのは２年後でございますけれども、冒頭申し上げた

とおり、NEDOにつきましてはその前に、黙っていても平成25年度から第３次の中期

目標・中期計画になりますので、こういった独法改革の動きを受けて、まさしく先ほ

どおっしゃっていただいたクイックリターンの話でございますとか、実際には出口と

しての戦略をどうするのかなどが重要な論点だと考えます。どうしても独法改革の動

きを受けますと、国の政策実施機関ということでナショナルプロジェクトのほうにど

んどん今ウェイトで移ってきているんですが、本当に実用化、事業化というところに

ついての手当てというものについては随分切られているところなんですけれども、

NEDOとしてどういうふうな考えでいくべきかとか、このあたりは、２年後という

か、実は１年後の第３次中期計画・中期目標の策定のときにご議論いただかなくては

いけないということであります。 

 まさにそのシリーズが、この資料７に書いています8月以降のシリーズでして、年

内はおそらく夏ごろからスタートするのですが、「当初案」「最終案」と書いていま

すけれども、２回ほど部会としてまさに今回の中期目標、来年度、平成24年度で終わ
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る中期計画・中期目標の評価をしていただいた上で、最後、来年の2月には次期中期

目標・中期計画についてということで、ここで実際に第３期の、平成25年4月から５

年間の計画を決定していただきます。それぞれに、１回ごとに親委員会のほうにもご

報告いただくということで、部会長を初めとして、ことしは皆さんにご出席の機会、

こういった会議の機会が多くなると思うのですが、まさに末吉委員におっしゃってい

ただいたようなご意見を、こういったところでも実際にもんでいただくというような

シリーズに入ると思いますので、そのことも含めまして、今年はこんなスケジュール

で進ませていただくということでご了解をいただければと思います。  

 以上でございます。  

○岸部会長 

 ありがとうございました。  

 今後の在り方の検討を含めて、今後のスケジュールについて、何かご意見、ご質問

ありましたら。 

 どうぞ、渡辺先生。  

○渡辺委員 

 一点、先ほどの独法見直しの中で、資金配分の在り方を抜本的に考え直しましょう

というコメントがついているわけですけれども、そのことについての議論は、だれ

が、どこで、どういうふうに議論して行っていくのか。これはJSTも同じことだと思

いますけれども、今後の見通しというか、ただいっただけになるのか、その辺、もし

ご存じであれば教えていただきたいと思います。  

○岸部会長 

 どうぞ。 

○藤原技術振興課長  

 特段、いついつまでにどういう形で見直し検討を行えということは書いてないわけ

です。まさに不断の見直しを行っていくようにという一般的な決定文書になっており

ます。従いまして、まさに機会あるたびにいろいろな議論を、そこをポイントとして

やっていくのだと考えます。ただ、非常に抽象的な言い方ではありますけれども、具

体的に申し上げると、先ほど末吉委員がおっしゃったような、さまざまなNEDOの在

り方という議論にそもそもなっていくと思うのですけれども、最短の期限といいます

か、次のきっかけという意味では、まさに今ご説明いたしましたスケジュールにのっ
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とり、今年の後半以降は次期中期目標・中期計画の議論になりますので、ぜひその中

で、私ども政府としましてもNEDOと連携しまして、きちんと方針を立てていきたい

と思います。先生方のご意見もまたその中で反映させていただきたいというふうに思

ってございます。よろしくお願いします。  

○渡辺委員 

 ということは、各機関というか、その行政官庁というか行政側それぞれに、ある意

味では任されているみたいなニュアンスなんですね。  

○藤原技術振興課長  

 行政といっても、私ども経産省としてももちろんですが、同時に、今回も独法改革

を主導いたしました行政改革の実際の本部、内閣からもいろいろな提案が出てくる可

能性もございますので、政府全体の中で省を超えた議論になってくると考えておりま

す。 

○渡辺委員 

 今の計画の評価を毎年やっている中で、このご時世になって一番感ずるのは、補助

を受けている受け手側の企業のスタンスが余りにも保守的で、幾ら技術開発しても実

用化しない責任は企業側にかなりあるということを感じているんですね。だから、そ

ういう企業さん相手に何したらいいんだという、そこの企業さんのほうの考え方を変

えていただくような方向のお金の流れ。要するにお金の流れを変えるということなん

ですね。そういうことがないと、どうもこの延長線上には、受け手である日本の大手

の会社さんがスピーディーにイノベーションを起こしていくようにとても思えないん

ですね。 

 だけど、流れを変えれば、ある意味では刺激材料になっていく可能性もあるので、

ぜひそういうふうな方向性も含めて見直しの考え方を整理していっていただければ、

また後半に議論することにはなると思いますけれども、原案が出てきてからああしろ

こうしろというのはすごくいいにくいものですから、原案をつくる前の段階でぜひ検

討していただければと思います。  

○岸部会長 

 ありがとうございます。  

 多分JSTとNEDOの関係という、省庁超えてどうやるか。今、渡辺先生のいわれた

ように、企業は本当にやる気があるのか。特にNEDOが１社に支援するときは、やる
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んですよね。国としてそれが非常に難しいので、一緒にコンソーシアムを組んでみん

なでやろうというのは、完全に限界に来ているような気もいたしますね。そういう難

しい問題をいろいろ含んでいますが、ぜひ経済産業省、新しい時代のNEDOづくりを

お願いしたいなと考える次第です。これは非常に大きな課題なんですね。  

 ほか、いかがでしょうか。課長のほうもよろしいですか。 

 本日予定した議題はもう一点ありますね、按分比率の変更ですね、これについて最

後につけ加えていただきたいと思います。  

○藤原技術振興課長  

 一応第２期の中期計画の中に数字が書かれているのですが、別表の変更ということ

で簡単にご説明させていただきます。NEDOの中には、一般管理費の支出財源として

６つの勘定がございます。それぞれの勘定の業務に従事する人員というものに応じ

て、経費を按分して予算を執行しているということなのですけれども、中期計画もも

う４年目も迎えているわけでして、実人員と勘定の按分の乖離というものが拡大した

部分がございます。交付金でやっていますエネルギー需給勘定、先ほどご説明しまし

たけれども石炭経過勘定、基盤技術研究促進勘定というところの割合を、この機会に

ということで適正化をしていきたいということです。平成24年度予算から、最後の１

年になりますけれども、そのあたりは予算を適正化したいということで、大変テクニ

カルな変更点になるものでございます。 

 めくっていただければと思いますが、資料８の別表というのがございまして、これ

は横長のＡ４の紙ですが、別表１－１というのが予算そのものでございます。各勘定

ごとに整理しています。別表２が収支計画です。財務諸表の損益計算書の収支の部分

です。最後に資金計画ということで、これが別表３でして、これはキャッシュフロ

ー、現金の流れを示しているものでございます。  

 エネルギー需給勘定、交付金のところがやや増えまして、それ以外のところが減少

傾向ということで、人員の配置に従った分、新しい形での数字になっているというこ

とでご理解をいただきたいと思います。この点につきましても、ご了解をいただけれ

ばと思ってございます。  

○岸部会長 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、用意した課題は一通り順調に進んだという言い方ができるかと思いま
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す。中期計画の別表の変更案について、本部会として了承したいと思います。  

 最後に、事務局から事務連絡がございましたら、よろしくお願いします。  

○藤原技術振興課長  

 本日は、ご審議のほうありがとうございました。本日の資料一式につきましては、

大変大部でございますので、宅急便で後ほどご発送させていただきたいと思います。  

 資料につきましては、経済産業省ホームページでまた公開をさせていただくととも

に、議事録も、またまとめさせていただきまして、委員の方々のチェックを経ました

上でホームページに載せさせていただきたいと思っております。  

 事務連絡は以上でございます。  

○岸部会長 

 それでは、以上をもちまして本日の部会を閉会とさせていただきます。本当にご苦

労さまでございました。またよろしくお願いします。  

 次はいつでしたっけ。  

○藤原技術振興課長  

 6月ぐらいになると思いますけれども、先ほど渡辺委員からもお話ございましたけ

れども、委員の方々には適宜さまざまな情報提供をさせていただきますし、それか

ら、6月と7月の間ぐらいですけれども、毎年、親委員会の委員の方にもご案内を差し

上げていますけれども、NEDOの現地のさまざまなサイトのほうを、見学といいます

か、評価委員会の皆さんにもぜひご覧になっていただきたいということで、その辺の

ツアーも企画したいと思っておりますので、またどうぞよろしくお願いいたします。  

○岸部会長 

 それでは、どうもありがとうございました。  

 

                                 ─了─ 


