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平成２５年度業務実績評価の進め方 

 

１．評価方法について 

下記①の資料に記載された評価の視点を踏まえた上で、下記②のＩＰＡの平成２５年

度業務実績を参照し、「平成２５年度業務の実績に関する評価表（参考資料３）」に評定

（ＡＡ～Ｄ）及び実績に対する評価を記入する。 

①評価の視点が記載された資料 

・資料２－２：独立行政法人情報処理推進機構の業務実績の評価基準 1（案） 

・参考資料２：平成２５年度業務実績評価（記載例） 

②ＩＰＡ平成２５年度実績説明資料 

・資料３－１：平成２５年度業務実績一覧表 

・資料３－２：平成２５年度の主な成果 

・資料３－３：第３期中期目標期間重要業務実績評価指標（ＫＰＩ）進捗表 

・資料３－４：平成２５年度業務実績説明資料 

・「平成２５年度業務実績報告書」（参考資料４） 

【評定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）過去の評定一覧 

 
総合評定 

サービスの質の向上 

業務運営

効率化 

財務内容

その他 

情報セキュリ

ティ対策の強

化 

ソ フ ト ウ ェ

ア・エンジニア

リングの推進 2 

ＩＴ人材育

成の戦略的

推進 

開放的な技

術・技術標準

の普及等 

平成 24 年度 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ａ Ｂ 

平成 23 年度 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ａ Ｂ 

平成 22 年度 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

平成 21 年度 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

平成 20 年度 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

                         
1 各項目評価：評価する際は、評価基準Ⅰ．１．及び５．の記載事項に留意する。 

総合評価：評価する際は、評価基準Ⅰ．１．～４．の記載事項に留意する。総合評定（ＡＡ～Ｄ）については各評価項目

の評定の点数にウエイトを付けた加重平均で算定する。 
2 「ソフトウェア・エンジニアリングの推進」の項目名については、第３期より「情報処理システムの信頼性向上」に変更さ

れている。 

資料２－１ 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパ

フォーマンスを実現。 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れた

パフォーマンスを実現。 

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画を着実に達成。 

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、もしく

は、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生。 

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、もしくは、

法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発生。 
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２．評価にあたって留意すべき事項 

(１) 年度評価の視点 

「独立行政法人評価分科会における平成 26 年度の取組について」（平成 26 年 5 月 29

日付け総務省政策評価・独立行政法人評価委員会）（別添１）において、各府省が行う一

次評価に対する二次評価の視点は次のとおりであり、一次評価となる当分科会の評価に

おいて留意する必要がある。 

 

【年度評価の視点】 

①以下について明らかにした上で評価を行っているか。 

・業務等への取組状況と実績 

・中期目標等に照らした業務等の達成状況や進捗状況 

・目標未達成の業務等について、その要因と改善方策等 

・業務等への取組により得られた成果・効果（アウトカム） 

②過去の指摘（勧告の方向性、年度評価意見、会計検査院指摘等）を踏まえた取組につ

いて明らかにした上で評価を行っているか。 

③電子化等による業務の効率化に関する取組状況を明らかにした上で評価を行ってい

るか。 

④過去の指摘を踏まえた内部統制の充実・強化に係る取組について適切に評価を行って

いるか。 

特に、最近の独立行政法人をめぐる動き等を踏まえ、ガバナンス機能の発揮、契約事

務の適正化等に係る評価について留意することとする。 

⑤保有資産の保有の妥当性について、政府方針、会計検査院の指摘等を踏まえた評価を

行っているか。 

 

(２)上記「(１)②」に係る過去の指摘 

【勧告の方向性】（別添２） 

・「独立行政法人情報処理推進機構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 25 年 1 月政策評価・独立行政法人評価委員会） 

【年度評価意見】（別添３） 

・「平成 24 年度における経済産業省所管独立行政法人等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」（平成 25 年 12 月政策評価・独立行政法人評価委員会） 

【会計検査院指摘】（別添４） 

・「独立行政法人情報処理推進機構が出資している地域ソフトウェアセンターに対する事

業運営及び経営の改善のための指導、支援等を適切に行うなどするよう意見を表示した

もの」（平成 25 年 11 月平成 24 年度決算検査報告） 

【その他】（別添５、６） 

・「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 月閣議決定） 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣議決定） 

 

３．個々の評価事項について評定がＢとなる基準 

上記「２．」を踏まえ、別紙のとおり基準を設定。 
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（別紙） 

 

個々の評価事項について評定がＢとなる基準 

 

１．情報セキュリティ対策の強化 

・第三期中期目標の KPI に基づく中期計画で定められた年度単位の定量的指標を達成して

いる。 

（イ）ＩＰＡの情報提供・共有に関する満足度向上のための取組として、２００者以

上のアンケート、３０者以上のインタビュー、Ｗｅｂサイトを用いた意見収集

を行っている。 

（ロ）ＩＰＡの提供する情報が国民から信頼できる情報源として広く認知される取組

として、技術的レポート等の提供を２０回以上行っている。 

（ハ）標的型攻撃等サイバー攻撃の脅威への対応策に関するガイドライン等のＩＰＡ

の成果の普及能力を向上するための取組として、セキュリティプレゼンターの

登録者数を５０名以上増加している。 

・年度単位の短期的な定量的成果が見込めないものの重要な取組（暗号技術の調査・評価、

国際標準への対応など）において、中長期的視点に立って効果的な取組を行っている。 

・計画達成に向けた取組の進捗管理を行い、問題が見られる場合には、要因分析、改善方

策等を検討している。 

・ＩＴ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、標準

処理期間の設定等、利用者の利便性向上に向けた取組を行っている。また、受益者負担

額の妥当性・合理性について検討している。 

 

２．情報処理システムの信頼性向上 

・第三期中期目標の KPI に基づく中期計画で定められた年度単位の定量的指標を達成して

いる。 

（イ）ソフトウェア開発データの活用による情報システムの品質・信頼性向上を目指

す取組として、新たに２００プロジェクト以上の開発データの収集している。 

（ロ）ソフトウェアの上流工程での先進的な設計方法の効果的な適用事例を新たに１

０件以上収集している。 

・年度単位の短期的な定量的成果が見込めないものの重要な取組（電子行政システムの構

築支援、海外機関との国際連携など）において、中長期的視点に立って効果的な取組を

行っている。 

・計画達成に向けた取組の進捗管理を行い、問題が見られる場合には、要因分析、改善方

策等を検討している。 

・さらなる民間の負担を求める等、業務の抜本見直しに取り組んでいる。 

・地方開催でのセミナー・イベントについて、ＩＰＡ主催方式から、講師派遣方式に切り

替え、相応の受益者負担を求めている。 

 

３．ＩＴ人材育成の戦略的推進 
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・第三期中期目標の KPI に基づく中期計画で定められた年度単位の定量的指標を達成して

いる。 

（イ）若い突出したＩＴ人材の発掘に関し、応募件数が１００件以上となっている。 

・年度単位の短期的な定量的成果が見込めないものの重要な取組（融合ＩＴ人材等に関す

る客観的な能力基準の整備、情報処理技術者試験の実施など）において、中長期的視点

に立って効果的な取組を行っている。 

・計画達成に向けた取組の進捗管理を行い、問題が見られる場合には、要因分析、改善方

策等を検討している。 

・さらなる民間の負担を求める等、業務の抜本見直しに取り組んでいる。 

・経費負担の大きい各種講習会・セミナーの開催については、ＩＰＡ主催方式から、講師

派遣方式に切り替え、相応の受益者負担を求めている。 

・「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」（平成 11 年 3 月 31 日法律第 18 号）第

32 条に基づく情報関連人材育成事業において、取組の実績と成果・効果の関連性を検証

している。また、受益者負担額の妥当性・合理性について検討している。 

 

４．業務運営の効率化 

【出口戦略を意識した業務運営の不断の見直し】 

・各事業について、ＩＰＡが実施する妥当性及び出口戦略の観点から評価・見直しを行っ

ている。 

・情報セキュリティ問題への取組を更に強化する観点から、産業技術総合研究所及び情報

通信研究機構との連携協力の強化に向けた取組を行っている。 

【機動的・効率的な組織及び業務の運営】 

・部署間連携や外部専門人材の活用等、最適な組織体制の構築に取り組んでいる。 

・情報処理政策の実施機関において、専門性・特殊性の高い業務を継続して行う観点から、

新卒採用を促すような人材戦略に取り組んでいる。 

【運営費交付金の計画的執行】 

・運営費交付金の適切な執行管理体制の下、適正な計画的執行が行われている。 

【戦略的な情報発信の推進】 

・市場動向及び技術動向等の情報収集・発信、利便性の高い情報提供に取り組んでいる。 

・広報手法の改善に取り組んでいる。 

・ＩＰＡグローバルシンポジウム及びＩＰＡフォーラムについて、実施効果に関し厳格な

分析・評価を行い、情報発信及び成果普及の方法等の在り方について抜本的見直しを進

めている。 

【業務経費等の効率化】 

・運営交付金を充当して行う業務について、前年度比３％以上の効率化を行っている。 

（内部統制） 

・内部統制（法人の長のマネジメント、監事監査等）を的確に実施している。 

・法人のミッション達成を阻害する課題（リスク）のうち、法人にとって優先的に対応す

べき重要な課題が何であるかを明らかにした上で、それへの対応状況の評価を行ってい

る。 

【業務・システムの最適化】 
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・業務・システムを見直し、コスト削減に取り組んでいる。 

・適切な情報セキュリティ対策を進めている。 

【調達の適正化】 

（入札・契約の適正化） 

・随意契約等見直し計画に沿って、随意契約、一社応札・応募の改善方策等につき、十分

な改善が行われているか検証・点検・見直しを行っている。また、ＩＰＡが設置した契

約等監視委員会、監事及び会計監査人による監査が行われている。 

（官民競争入札等の活用） 

・対象業務について官民競争入札のスキームに沿って適切に取り組んでいる。 

（公益法人等に対する支出の適正化） 

・公益法人等に対する支出について、公表・点検を適確に行っている。 

（役職員の給与等の水準の適正化） 

・給与水準及び給与水準適正化の措置に関する説明が、ラスパイレス指数などから見て、

国民に対して納得の得られるものとなっている。 

 

５．財務内容の改善 

【自己収入拡大への取組】 

・ＩＴ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の利用拡大や、

セミナー、印刷製本物及び出版物等の有料化を順次実施する等、自己収入の拡大に取り

組んでいる。 

【決算情報・セグメント情報の公表の充実等】 

・決算情報・セグメント情報の公表が適切に行われている。 

【地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター）】 

・地域ソフトウェアセンターについて、各センターにおける出資目的に沿った事業の実施

状況及び経営状況を的確に把握し、問題の原因の究明及び改善に向けた指導、支援等に

取り組んでいる。また、その上で、センター毎の今後の対処方針等について、他の出資

者との連携を図り積極的な調整に取り組んでいる。 

【債務保証管理業務】 

・保証債務の残余管理を適切に取り組んでいる。 

【資産の健全化】 

（欠損金、剰余金の適正化） 

・欠損金、剰余金の発生要因、規模・業務運営の適切性が検証され、改善点が明らかにな

っている。 

（運営費交付金債務残高の適正化） 

・交付金債務残高の発生要因の分析、執行管理・運営が検証されている。 

（保有資産の有効活用） 

・保有する資産について保有の必要性に関して不断に見直しを行っている。 
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