
中期目標（概要） 中期計画（概要） 達成状況
２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する事項

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

（１）産業技術開発関連業務

①研究開発マネジメントの高度化

ⅰ）全般に係る事項
・ＰＤＳ（企画－実施－評価）サイクルの深化、高度な研究開
発マネジメントの実践。

・「NEDO研究開発マネジメントガイドライン」毎年度2回以上の
機構内の普及活動
・情報交換協定などの協力関係を構築した機関数1.5倍以上

　・ガイドラインについて、平成20～23年度に、4回のワークショップと38
回の機構内研修を実施。
　・情報交換協定などの協定協力関係を8機関と構築（第1期の2倍）

ⅱ）企画段階
・類似テーマの研究を避けるため、事業の再編整理、研究
テーマの重点化等実施体制の見直し。

・実施プロジェクト数が平成１９年度の数を上回らないように
する
・事業の立案時、案件採択時の費用対効果分析
・有識者をPM,PDとして活用

　・プロジェクト数平成19年度120件に対して、20年度118件、21年度118
件、22年度104件、23年度では71件と着実に実施。
　・プロジェクトの社会経済への普及を効果的に進めるべく「アウトカム」
をこれまで以上に明確。
　・ＰＭとして東京大学 知的資産経営・総括寄付講座 特任教授 小川
紘一氏(知財・国際標準化)等、ＰＤとして日本大学 総合科学研究所 教
授 高木美也子氏(ライフサイエンス・倫理)等の有識者を活用。

ⅲ）実施段階
・採択審査委員会、評価委員会等で、外部の専門家・有識者
を活用し、適切な手法で評価。進捗状況把握結果を基に事業
の加速化・縮小・中止・見直し等を行う。

・約5000人の外部有識者のプールし、事前評価及び採択審
査を実施。
・５年間程度以上の期間を要する事業は、３年目を目途に中
間評価。事業の進捗状況を基に事業の加速化・縮小・中止・
見直し等を行う。
・事業者に対する説明会を毎年度4回以上

・約5，000人の外部有識者を活用し、プロジェクト実施前に事前評価を
行うとともに、採択においては企画競争・公募を通じ、審査を実施。
・評価結果は、計画の一部変更等を施し、基本計画・実施方針に反映
させる等の対応を実施した（テーマの一部を加速し実施するもの（平成
20～23年度に9件）、計画を一部変更して実施するもの（平成20～23年
度に24件）など）。
・事業者に対する説明会は、毎年度４回以上着実に実施。

ⅳ）評価段階
・研究開発終了後も、成果の実用化に向けて、幅広く産業界
等に働きかけ、成果普及事業を実施。
・企画立案機能の向上を目的として、終了プロジェクトについ
て逐次追跡調査を実施。

・研究開発終了後も、成果の実用化に向けて、幅広く産業界
等に働きかけ、成果普及事業を実施。（サンプルマッチング事
業、成果実証事業等）
・  原則として、２４０本以上の終了プロジェクトについて逐次
追跡調査を実施。
・追跡調査の結果として把握される継続事業の比率を90%以
上

・サンプル提供者と、それを活用した用途展開や実用化または製品化
のアイディアを有するユーザーとのマッチングの場をホームページを通
じて提供する「開発成果の新用途展開事業」を実施。
・プロジェクト終了後に上市・製品化に至っている企業や中止等に至っ
ている企業についてその要因を把握・分析するとともに、その結果等を
国内外の学会・シンポジウム等において情報発信。
・平成20～23年度に459件の追跡調査を実施。（H20ｆｙ105件、H21fy123
件、H22ｆｙ94件、H23ｆｙ137件）
・追跡調査の結果として把握される継続事業の比率は、概ね100％。

現行中期目標・中期計画の達成状況

資料２ 
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現行中期目標・中期計画の達成状況
ⅴ）社会への貢献

・展示会等での成果発表。成果と企業とのマッチングの場を
設け、成果の普及促進を図る。
・事業実施者における知的財産権取得奨励。ＩＳＯ等の国際
標準の獲得を図る。
・技術経営力に関する各界有識者のネットワークを構築し、こ
のネットワークを活用しつつ技術経営力に関する知見を深化
させ、その成果を産業界に発信。

・展示会等での成果発表。成果と企業とのマッチングの場を
設け、成果の普及促進を図る。
・事業実施者における知的財産権取得奨励。研究開発成果
の国際標準化に取り組む。年度計画に以下の項目に関する
数値目標を設定し、その達成を図る。
①研究開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含んだ
基本計画数
②機構の事業におけるＩＳＯ等の国内審議団体又はＩＳＯ等へ
の標準化に関する提案件数

・技術経営力に関する各界有識者のネットワークを構築し、こ
のネットワークを活用しつつ技術経営力に関する知見を深化
させ、その成果を産業界に発信。

・イノベーションジャパン、スマートグリッド展、World Future Energy
Summit、エコプロダクツ展等を開催。
・知的財産権の取得及び研究開発成果の国際標準化を目指した取り
組みを実施。①、②については年度計画に数値目標を設定し、それを
達成。
①H20ｆｙ 23件、H21fy 28件、H22ｆｙ 27件、H23ｆｙ 23件
②H20ｆｙ 9件、H21fy 11件、H22ｆｙ 19件、H23ｆｙ 4件
また、各標準化事業を支援するため、国際標準化機関、各技術分野で
の国際標準化活動、国際標準化に係る知財戦略、コンソーシアムにお
ける知財の取り扱い等の各種専門家から事業者に対し、アドバイスを
する体制を整えた（平成23年度末時点でアドバイザー２０名超）。
・技術経営力の強化に関する情報の発信を目的として、NEDO産業技
術セミナー等にてセミナーを開催。

②　研究開発の実施

ⅰ）ナショナルプロジェクト

・外部専門家・有識者による事後評価において、8割以上「合
格」、6割以上が「優良」との評価を得る。
・プロジェクトごとに明確な達成目標を定量的に示したプロ
ジェクト基本計画を策定。
・基盤技術研究促進事業については、第２期中期目標期間中
において、事業の廃止を含めた検討。
・プロジェクトリーダーには、機構のプロジェクト管理者として
の権限を明確にすることで、機動的なマネージメント体制を実
施。
・プロジェクト・採択案件の終了後、外部専門家・有識者等に
より、事後評価を実施。評価向上を図るとともに、結果を公
表。

・外部専門家・有識者による事後評価において、8割以上「合
格」、6割以上「優良」との評価を得る。特許出願件数は、国内
5000件以上、海外1000件以上。
・外部有識者との意見交換及び国民から収集した意見を反映
させ、適切なプロジェクト基本計画を策定。
・基盤技術促進事業については、第２期中期目標期間中にお
いて、事業の廃止を含めた検討。
・指導力と先見性を有するプロジェクトリーダーを選定・設置
し、機構と連携してプロジェクトを推進できるよう、プロジェクト
推進に必要かつ十分な権限と責任を負うような制度を構築。
・プロジェクトの終了後、外部専門家・有識者等により、技術
的成果、実用化見通し、マネジメント等を評価項目とした事後
評価を実施。その評価をマネージメントに活用。

・外部専門家・有識者による事後評価において、9割以上が「合格」、約
６割が「優良」との評価(平成20～23年度)。特許出願件数は、国内平成
20～22年度実績は3159件、23年度実績（現在集計中）は、538件。海外
は平成20～22年度実績は1412件、23年度実績（現在集計中）は118
件。
・平成20～23年度に新規プロジェクト等68件について、外部有識者等
による事前評価を実施し、パブリックコメントを求めるＮＥＤＯ　ＰＯＳＴを
実施。集まった意見をプロジェクトの基本計画に反映。
・基盤技術研究促進事業においては、「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」を踏まえ、新規事業は行わず継続事業1件を実施。
・平成20～23年度に107名のプロジェクトリーダー及びサブプロジェクト
リーダーを委嘱し、プロジェクトを実施。
・平成23年度末までに、平成19～22年度に終了したすべてのナショナ
ルプロジェクトについて、外部専門家による事後評価を84件実施。得ら
れた教訓等を今後に生かすために、マネジメントガイドラインを拡充。こ
れらを研修にも活用。

ⅱ）実用化・企業化促進事業

・外部専門家・有識者による事後評価において、6割以上が
「順調」の評価を得る。
・採択は、短時間で成果が得られ、即効的な市場創出・経済
活性化に高い効果を有するもので、我が国の経済活性化や
エネルギー・環境問題の解決に寄与するものとする。

・事業終了後、3年以上経過した時点での実用化達成率を２
５％以上。特にイノベーションの実現に資するものとして実施
する事業については、外部専門家・有識者による事後評価に
おいて6割以上が「順調」の評価を得る。
・採択は、達成すべき技術目標及び実現すべき新製品等の
「出口イメージ」が明確で、我が国の経済活性化やエネル
ギー・環境問題の解決に寄与するものを選定。

・平成23年度末で平成15年から平成20年度終了案件の実用化達成率
は、31.0％。イノベーション推進事業の平成22年度終了事業者のうち、
77.7％（143／184件）が実用化見通し「順調」との事後評価結果を得
た。
・達成すべき技術目標及び実現すべき新製品等の「出口イメージ」を明
確にした上で、公募及び採択を実施。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
ⅲ）技術シーズの育成事業

・査読済み研究論文の予算当たりの発表数を第1期中期目標
期間と同等以上。
・採択は、我が国の産業競争力の強化やエネルギー・環境問
題解決等の政策目的の推進に寄与するものとし、配分先の
不合理な重複や過度の集中を排除するもの。

・査読済み研究論文の予算当たりの発表数を、技術分野ごと
の特徴その他適当な条件を加味した上で、第1期中期目標期
間と同等以上。
・採択は、基礎的・基盤的なものから、広範な産業への波及
効果が期待できるものまで、将来の技術シーズとして広くポテ
ンシャルを有するテーマとする。
・若手研究者や地方の大学・公的機関のすぐれた提案も積極
的に発掘。配分先の不必要な重複や過度の集中排除に努め
る。

・平成20～23年度の査読済み論文数は3025本、20本／億円。（第1期
中期目標期間の実績1319本、５本／億円）。
・基礎的・基盤的なものから、広範な産業への波及効果が期待できるも
のまで、広くポテンシャルを有するテーマを公募及び採択した。

・ＮＥＤＯ職員自らが全国の大学・研究機関等で個別説明会等を実施す
ることにより、優れた提案を積極的に発掘。また実施者の選定にあたっ
ては、審査プロセスにおいて、不必要な重複や過度の集中の排除に努
めた。

③産業技術人材育成の推進

・産業技術の中核的人材として活躍する技術者を第１期中期
目標期間と同等程度養成。

・民間企業や大学等において中核的人材として活躍する技術
者を第1期中期目標期間と同等程度養成。
・産業技術フェローシップ事業について、鉱工業技術者の養
成を図るとともに、終了者の追跡調査等により事業成果を把
握。事業目的に即した成果が得られているか検証し、公表。
その際、終了者のうち事業目的に合致した業務に従事する者
の占める割合を60％以上とする。

・ナショナルプロジェクト等への若手研究者の参画等の推進を通して、
平成20年度から平成23年度までに6078名（平成23年度は657名）の若
手研究者を中心とした人材養成を実施（第１期中期目標期間実績
6214名）。
・産業技術フェローシップ事業では、技術経営、知財戦略等の知識の習
得を目的とした座学やグループ討議による研修を実施。本事業終了後
に事後評価を実施した結果、終了者のうち事業目的に合致した業務に
従事する者の占める割合は、研究開発分野修了者では89％、産学連
携分野修了者では66％となり、いずれも目標の60％を上回った。

④技術経営力の強化に関する助言

・事業者に対し、技術経営力の強化に関する助言を積極的に
実施。

・技術経営力に関する機構内職員の研修を毎年度1コース以
上実施
・技術経営力の強化をテーマとしたシンポジウム等を毎年度1
回以上開催。
・職員の研究現場等へ毎年度1名以上派遣し、経験を積ませ
るとともに、技術経営学、工学等の博士号、修士号等につい
て、期間中に5名以上の取得を行わせる等、能力開発制度を
充実。
・技術経営力の強化に係る助言を行う。
・技術経営等についての「ＮＥＤＯ特別講座」を平成21年度ま
でに設置。
・機構の事業に対する応募に係る相談対応を毎年度2回以上
実施。

・プロジェクトマネジメントノウハウの情報発信等を目的とした社会人向
け公開講座として、「NEDOカレッジ」（9科目）を実施。またプロジェクト担
当者のマネジメント強化を目的とした「プロジェクトマネジメント研修（全
20講座）」、「出口戦略強化セミナー（全23講座）」を実施。
・平成20～23年度に職員をプロジェクトの研究現場に4名派遣。国内外
の大学院へ9名の職員を派遣。
・平成20～23年度に研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等
に対し、ＮＥＤＯ職員と技術経営アドバイザー（技術経営の専門家、公
認会計士、弁理士等）が、技術経営力の強化に関する助言を実施。（の
べ122事業者、のべ169回）
・平成20～23年度に人材育成、周辺研究、人的交流の実施等の展開を
図る「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。530回以上の講座を開催し、のべ
11,770名が受講。また、39回のシンポジウムを開催し、のべ5,130名が
参加。
・平成20年度に計23回の説明会、平成21～23年度にはそれぞれ公募
説明会（5事業、のべ162回）や、個別相談会（4事業、のべ49回）を開
催。大学等において制度説明会（のべ113回）を開催。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
（２）新エネルギー・省エネルギー関連業務等　

・エネルギーの安定供給、地球環境問題等の解決に資するた
め、内外における新エネ・省エネ技術開発、実証及び導入普
及、石炭資源開発業務等を推進。

・新エネルギー・省エネルギーにおける政府として重点的に取
り組むべき分野の技術開発、実証試験及び導入普及の各業
務、石炭資源開発業務等を戦略的・重点的に推進する。

・エネルギー関連施設の立地条件、技術進歩による設備能力
向上、政府予算の状況その他適当な条件を加味した上で、国
内における第１期中期目標期間の温暖化ガスの排出抑制効
果(905万トン)と遜色ないレベルの排出抑制を図る。

・第２期中期目標期間中に、新たに石炭埋蔵量を110百万トン
確認すべく努力する。

・新エネ・省エネのナショナルプロジェクトや導入普及事業、海外炭開発
可能性調査等を実施。

・第１期中期目標期間の温暖化ガスの排出抑制効果と遜色のないレベ
ルの排出抑制（第１期、第２期とも年平均200万トン、通算1,781万トンの
CO2削減効果）

・石炭資源開発業務は、平成20～23年度で20.0億トンの石炭資源量を
把握（H20ｆｙ1.4億トン、H21ｆｙ17.0億トン、H22ｆｙ1.3億トン、H23fy0.3億ト
ン）

（３）産業技術関連業務及び新エネルギー・省エネルギー関
連業務等の実施に係る共通的実施方針

①企画・公募段階

・採択基準の公表。早期に公募を開始。テーマ公募型の事業
は、公募説明会の一層の充実。

・極力多くの事業について、政府予算の成立を条件として、前
年度の3月までに公募を開始
・緊急的に必要なものであって事前の周知が不可能なものを
除き、公募開始の1ヶ月前には事前周知
・テーマ公募型の研究開発事業、年間複数回の採択を行う

・原則、前年度の3月までに公募を開始した。
・原則、公募開始の１ヶ月前に事前周知を行った。
・イノベーション推進事業においてはついては平成20年度以降毎年2回
以上の採択を実施した。

②業務実施段階

・事業実施者の事務負担を極力軽減。委託事業の研究開発
資産等の事業終了後の有効活用。
・バイドール適用比率１００％。特許権等について、委託先に
おける企業化の状況等の調査、公表。

・公募締切から採択決定までの期間をそれぞれ以下の日数と
する。
　　　・ ナショナルプロジェクト：原則４５日以内
　　　・  実用化・企業化促進事業：原則７０日以内
　　　・  技術シーズの育成事業：原則９０日以内
　　　・ 「実証」・「導入普及業務」：原則６０日以内
・バイドール適用比率１００％。特許権等について、委託先に
おける企業化の状況等の調査、公表
・事業実施者説明会：年4回以上実施、またアンケートを実施
し8割以上の回答者から肯定的な回答を得る

・原則、事業区分毎に掲げる公募締切から採択決定までの目標以内で
採択を決定した。
・原則、全ての委託事業についてバイドールを適用。委託先に帰属する
特許権等について、企業化の状況及び第三者への実施許諾の状況等
につき調査し、公表。
・各年度において説明会を年４回実施し、アンケート調査においても、８
割以上の回答者から「満足している」との肯定的回答が得られた。

③評価及びフィードバック
・専門家・有識者による評価。事業の加速化・縮小等の迅速
な実施。マネジメント業務の改善に反映。

機構外部の専門家・有識者を活用した厳格な評価を行い、そ
の結果を基に、事業の加速化・縮小・中止・見直し等を迅速に
行うとともに、以降の事業実施及び予算要求プロセスに反
映。

・各年度において、以下の改善を実施。
平成23年度は、10件中、テーマの一部加速は1件、計画の見直しは2
件。
平成22年度は、16件中、テーマの一部加速はなし、計画の見直しは10
件。
平成21年度は、25件中、テーマの一部加速は6件、計画の見直しは9
件。
平成20年度は、22件中、テーマの一部加速は2件、計画の見直しは3
件。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
④成果の広報・情報発信に関する事項
・広く国民への分かりやすい情報発信・情報提供の充実。
・産業競争力及び新エネルギー・省エネルギー分野への貢献
については、広く情報発信。
・研究開発成果と企業とのマッチングの場を設け、成果の普
及促進。
・技術動向や研究開発マネジメントに関して１００本以上の実
践的研究発表を実施。

・機関誌を年4回以上発行
・1万人超の一般向け展示会出展数を毎年度現行水準以上
・子ども向け啓発事業を毎年度3回以上
学会誌、専門誌等に第２期中期目標期間中に100本以上の
発表

・各年度において広報誌として「FOCUS NEDO」を年４回以上発行した。
・各種成果報告会の開催、セミナー・シンポジウムの開催、、国際ナノテ
クノロジー総合展・技術会議やエコプロダクツ展等来場者１万人超の展
示会への出展等を開催。
・小中学生を対象とした情報発信を科学技術館等において積極的展開
するほか、太陽電池工作コンクール等の小中学生向けのイベント等普
及啓発事業などを毎年３回以上行った。
・学会誌、専門誌等に23年度までに計93本の発表を実施。（H20ｆｙ22
本、H21fy27本、H22ｆｙ20本、H23ｆｙ24本）

（４）クレジット取得関連業務
・京都議定書の約束達成に寄与するよう、環境変化等を踏ま
えつつ、クレジット取得関連業務を実施。

・CDM、JI、GISによるクレジットの取得に最大限努力
・クレジット取得相手の選定は公募かつ客観的な審査・採択
基準に基づく審査
・クレジット取得におけるリスク評価を実施
・必要に応じて取得契約額の一部前払いを行う
・契約相手先からの定期報告の提出及び随時の報告の聴取
を行う
・柔軟かつ適切に対応する体制とする
・市場価格等を踏まえたクレジット取得事業全体の検証・評価
・原則として、クレジット量、毎年度の取得量及び取得コスト実
績等について、できる限り速やかに公表

・これまでにGIS等により、政府取得目標の約１億トン-CO2に迫る９，７
５６万トン-CO2の契約量を確保した。個別項目毎の取組状況は以下の
とおり。
・クレジット取得相手の選定については、応募受付を随時とする一方、
計５回の締切を設け採択を実施した。２１年度以降は結果として公募は
見送り、ＧＩＳによる二国間交渉を行った。また、信用力、クレジット価
格、移転時期等を考慮し、客観的かつ公平な審査を行う体制を維持し
た。
・GIS案件について、着実なグリーニングを可能とするスキームを導入。
また実施国を分散させることでリスク低減を図った。
・平成20～23年度までで結果的に前払い案件は無かった。
・契約相手国から定期報告や現地調査等を通して把握し、必要に応じ
て指導を行った。
・欧州事務所、国際部及び各技術部との連携強化に引き続き注力。要
員を適切に配置しつつ、取得業務の進捗を踏まえ人員体制の効率化を
図るなど業務体制を整備した。
・クレジット取得量及び取得コストの実績について、外部専門家・有識
者による意見等を参考にクレジット市場価格等を踏まえて評価を実施。
・取得クレジット量及び移転クレジット量等については、年度終了後に
速やかに公表。

（５）債務保証経過業務・貸付経過業務
・省エネルギー・リサイクル推進に係る債務保証業務につい
ては、求償権等について着実に回収。なお、同債務保証の新
規採択業務の廃止に伴い、政府出資金については、全額国
庫納付。

・省エネルギー・リサイクル推進に係る債務保証業務につい
ては、回収額から回収コストを差し引いた額の最大化に向け
適切な措置を講じる。
・鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債権の
管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進め
る。

・省エネルギー・リサイクル推進に係る債務保証業務は、求償権につい
て回収可能なものは回収し尽くし、回収不能なものについて適正に処
分を行い、平成２２年１１月に適切に業務を終了した。
・同業務のうち特定事業活動等促進業務の出資金（一般及び需給勘
定）は平成22年度に全額国庫納付（32.4億円）。
・同業務のうち特定事業活動等促進経過業務の出資金は、平成23年
度に出資金5億円を含めた6億円を国庫納付。
・鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債権の管理を適正
に行うとともに回収を行った。
・同事業の政府出資金168億円を平成22年度に国庫納付。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
（６）石炭経過業務
①貸付金償還業務

・回収額の最大化に向け、個別債務者の状況に応じ、計画的
に貸付金の回収を進める。

・回収額の最大化に向け、個別債務者の状況に応じ、計画的
に貸付金の回収を進める。

・平成20～23年度で償還予定額60.7億円を計画どおり回収。
（H20fy22.9億円、H21fy5.6億円、H22fy10.5億円、H23fy21.7億円）

②旧鉱区管理等業務
・最終鉱業権者となっている旧鉱区等に係る管理等を適切に
実施し、鉱害の未然防止等を図る。

最終鉱業権者となっている旧鉱区及びボタ山に関し、鉱害発
生の未然防止のための管理及び鉱害発生後の賠償を行う。

・旧鉱区及びぼた山の管理を行うとともに、陥没が発生した場合は適切
に対応を行った。

３．業務運営の効率化に関する事項
（１）機動的・効果的な組織

・政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ機動性・効
率性が確保できるような柔軟な組織体制の整備及び機動的
な人員配置。

・機動的な人事配置。外部資源の有効活用
・効率的な運営が行われるよう体制の随時見直し
・国内支部、海外事務所の戦略的、機動的見直し

・ＰＭとして東京大学 知的資産経営・総括寄付講座 特任教授 小川紘
一氏(知財・国際標準化)等、ＰＤとして日本大学 総合科学研究所 教授
高木美也子氏(ライフサイエンス・倫理)等の有識者を活用。(再掲)
・組織体制を見直し、統廃合等により、部の数をスリム化。
・法人単独借上の東京会議室を廃止し、移転の上、他独法と会議室を
共用する方式での運用。
・国内支部、海外事務所については「独立行政法人の事務・事業の見
直しの基本方針」に基づき対応。

（２）自己改革と外部評価の徹底
・厳格な評価による業務改善。技術評価と事業評価を実施
し、フィードバック。ＰＤＳサイクルによる、マネジメント・サイク
ル全体評価の仕組みを深化。管理会計を考慮した評価のあ
り方を検討。

・厳格な評価による業務改善。技術評価と事業評価を実施
し、フィードバック。ＰＤＳサイクルによる、マネジメント・サイク
ル全体評価の仕組みを深化。管理会計を考慮した評価のあ
り方を検討。

・平成20～23年度中に73件の中間評価を行い、テーマの一部加速を9
件実施、計画の一部変更24件実施し、業務改善を行った。
・評価は、その後の事業改善へ向けてのフィードバック(中間評価結果
の反映方針の策定等)を行った。
・管理会計を考慮した評価にあたっては、プロジェクト成果から実用化し
たもののうち、企業等へのアンケートおよびヒアリングにより売上高が
把握できた主要５０製品について、２０１１年～２０２０年までの費用対
効果に対する試算を実施。

（３）職員の意欲向上と能力開発
・個人評価で適切な目標を設定。評価結果を賞与や昇給等
に反映し、勤労意欲の向上を図る。

・毎年度職員に対する人事評価制度の理解度調査を行い、
その結果を現行水準以上とする
・期間中に新規の研修コースを５コース以上設置
・職員の研究現場等への派遣を毎年度1名以上（再掲）
・修士号、博士号、MOT等、期間中に5名以上の取得（再掲）
・学会誌、専門誌等に第2期中期目標期間中に100本以上の
発表（再掲）

・評価制度理解の為、研修を実施(H23年度は新規着任者8回、評価者3
回)
・アンケートを実施し、理解度98%を達成。
・平成20～23年度に新規の研修コースを16コース設置。
・平成20～23年度に職員をプロジェクトの研究現場に41名派遣。国内
外の大学院へ95名の職員を派遣し、ＮＥＤＯ職員に求められる専門的
知見の更なる習得、深化を図った（再掲）
・プロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、シンポジウム、
学会誌等にH20～23年度で93本の発表を実施。

（４）業務の電子化の推進
・電子化の促進等により事務手続きの一層の簡素化・迅速
化。制度利用者の利便性の向上。

・電子化の促進等により事務手続きの一層の簡素化・迅速
化。制度利用者の利便性の向上。

・委託先へのバイドール調査をWebで実施する「研究成果管理システ
ム」を開発。
・H22年度より情報基盤サービスを調達し、クラウドコンピューティングを
利用。またＩＰ固定電話、スマートフォン、ウェブメール、認証付き複合機
等を導入。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
（５）外部能力の活用
・法人自ら実施すべき業務、外部専門機関の活用すべき業務
を精査し、外部委託を活用。

・法人自ら実施すべき業務、外部専門機関の活用すべき業務
を精査し、外部委託を活用。

・情報基盤サービス関連業務、総合受付業務、資産データに係る管理
業務等も、外部委託を行い、効率的に実施。

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮
・毎年度環境報告書を作成・公表し、業務のエネルギー・資源
の有効利用を図る。機構の温室効果ガス排出抑制等のため
の実施計画に基づき、平成２４年度において平成１８年度比
６％削減を目指す。

・平成２４年度において平成１８年度比６％削減 ・平成23年度の温室効果ガス排出量は平成18年度比△68.7%。

（７）業務の効率化
・一般管理費は、平成１９年度比１５％を上回る削減。
・総人件費削減（平成２２年度までの５年間で５％削減）。
・事業については、平成１９年度比５％を上回る効率化。

・一般管理費は、平成１９年度比１５％を上回る削減。
・総人件費削減（平成２２年度までの５年間で５％削減）。
・事業については、平成１９年度比５％を上回る効率化。

平成23年度末時点で以下を達成。
・一般管理費は平成19年度比△14.8%を達成。
・総人件費は、平成17年度比△21.8%を実施。
・給与水準は平成22年度に引き続き、初任給のベースアップを見送る
等、平成23年度のラスパイレス指数は103.9となった。
・事業費は、平成19年度比△40%を実施。

（８）石炭経過業務の効率化に関する事項
・業務に係るマニュアル策定等による定形化の推進等、業務
運営の円滑化。

・業務に係るマニュアル策定等による定形化の推進等、業務
運営の円滑化。

・特定鉱害金銭賠償等マニュアルを見通し、他の鉱害賠償マニュアルと
の整合を図り、効率的かつ適切に業務への運用を図った。

（９）随意契約の見直しに関する事項
・契約相手方及び金額の公表し、透明性の向上。
・「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施、その取
組状況の公表。

・契約の相手方、金額等について、公表。
・随意契約見直し計画に基づく取組を着実に実施。

・随意契約の見直し状況等NEDOホームページ上で公表。
・随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、引き続き一般競
争入札等による契約を行い、契約の透明性・公平性を図った。
・平成23年度の競争性のある契約は、件数:96.8%、金額:99.5%となった。
・契約監視委員会を開催し、契約の点検・見直しを実施。

（１０）コンプライアンスの推進
・内部統制機能の強化を図り、講じた措置を公表。コンプライ
アンス体制は、必要な組織体制・規程の整備により、ＰＤＳサ
イクル確立の観点から体系的を強化。
・監査については、外部監査の実施に加え、内部業務監査や
会計監査を毎年度実施。

・機構職員に対するコンプライアンス研修の年4回以上の実
施、受託者や補助事業者に対しても研修を年4回以上実施
・不正を行った者に対する処分の規定整備
・内部業務監査や会計監査を毎年度実施
・関連法人への再就職の状況及び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報を開示

・H23年度は「コンプライアンス推進委員会」(1回)、「コンプライアンス担
当者会議」(3回)、研修(本部実施12回、地方支部3回)を実施。
・平成23年度中に4回、全国主要都市で事業者向け検査研修を開催。
・監査は内部監査計画に基づき計画的に実施。また、平成23年度にお
いては平成21年度監査結果びフォローアップ監査を実施し改善状況を
盛り込んだ監査報告とした。
・関連法人への採取右側の状況及び機構と関連法人との間の状況に
ついて情報を開示。
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現行中期目標・中期計画の達成状況
４．財務内容の改善に関する事項 ３．予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
（１）繰越欠損金の増加の抑制 （５）繰越欠損金の増加の抑制
・基盤技術研究促進事業について、新規案件は事業の見通
しを精査。
・資金回収の徹底。終了評価において所期の目標が達成さ
れなかった事業は、その原因を究明。
・石炭経過業務は、管理コスト等を勘案し業務を計画的・効率
的を実施。

・新規案件については事業の見通しを精査し慎重を期す一
方、資金回収の徹底を図る。
・石炭経過業務については、管理コスト等を勘案し業務を計
画的・効率的に実施。

・基盤技術研究促進事業においては、「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」を踏まえ、新規事業は行わず継続事業1件を実施。
・研究成果の事業化等の状況について、平成23年度は103件の報告書
を徴収、研究委託先への現地調査を94回実施、慫慂を行い、5件の収
益実績を確認。平成20～23年度において総額約40百万円の収益納
付。
・石炭経過業務は、旧鉱区の管理及び発生した陥没等に適切に対応。
また、貸付金は、計画に基づき回収を着実に実施。
・23年度末においては、貸付債権区分の見直しにより貸倒引当金の戻
入が生じた結果、繰越欠損金を解消し、22.4億円の積立金が生じた。

（２）自己収入の増加へ向けた取組 （６）自己収入の増加へ向けた取組
・自己収入の増加に向けた検討を行い、現行水準以上の自
己収入の獲得に努める。

・現行水準以上の自己収入の獲得に努める。 ・収益事業を行う場合の税法上の取り扱いについて調査。
・自己収入の増加に向けた取組として平成22年度から収益納付しやす
い仕組み(当該年度納付)を導入した。（例えば、基盤促事業の収益納
付額については、第1期中期目標期間５百万円に対し、平成20～23年
度で計４０百万円となっている）

（７）資産売却収入の拡大
・５．に記載した資産については、当該土地の平成１８年度簿
価額９．２億円以上の適正時価による売却。
・研究開発資産の売却手続き期間を平均９ヶ月以内

・桜新町倉庫及び祖師谷宿舎は、簿価以上の価格で売却し、国庫納付
済み。
・研究開発資産は、事業部門と管理部門が手続きに係る体制を強化し
たことにより、迅速化が図られ、平均９ヶ月以内を達成した。

（８）金融資産の運用
・機構内で定めた運用方針に基づき実施。
・更なる効率化に向け、現行の運用方法の見直しを検討。

・運用方針に基づき効率的な運用を実施した。
・より精緻な運用を確保すべく、運用マニュアルを見直し。

（９）運営費交付金の効率的活用の促進
・第２期中期目標期間終了時における運営費交付金債務残
の同期間の最終年度の予算額に対する比率を９％以内に抑
制

・平成23年度末で、補正予算を除いた交付金債務は437億円、34.0%。さ
らに国際事業等、避け難い理由によるものを除いた債務は294億円、
22.9%。
・より精緻な執行管理の徹底を図り、未払金を抑制した。(21年度末91
億円→22年度末62億円→23年度末54億円)

（３）資産の売却等 ５．重要な財産の譲渡・担保計画
・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）を踏まえた措置を講じる。

・桜新町倉庫（東京都世田谷区桜新町）、平成２２年度末まで
に売却。
・祖師谷宿舎（東京都世田谷区祖師谷）、平成２２年度末まで
に売却。
・白金台研修センター（東京都港区白金台）、平成２２年度末
までに売却。

・白金台研修センターは、平成23年度末をもって国庫への現物納付が
完了。
・桜新町倉庫、祖師谷宿舎は、平成22年度に売却し、国庫納付済み。
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