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８.予算の効率的・効果的な執行に向けた対応 

 

１.行政事業レビュー 

「行政事業レビューの実施等について」（2013年４月５日閣議決定）において、政府は、毎年、行政事業レビューを

実施することにより、各府省庁が所掌する事業のより効果的かつ効率的な実施並びに国の行政に関する国民への説明責

任及び透明性の確保を図り、もって国民に信頼される質の高い行政の実現を図ることとされた。 

経済産業省においても、行政事業レビューを実施するため、｢平成 26年度 経済産業省行政事業レビュー行動計画｣

（2014年４月 10日）を策定。原則として 2013年度に実施した事業（ただし、事務的経費、人件費等は除く）を対象に、

その実績について評価を行い、結果を公表するとともに、2015年度予算要求及び予算執行に反映した。 

2014年度の取組としては、外部性・公開性・透明性というレビューの特性を、より効果的・効率的に発揮させるため、

「経済産業省行政事業レビュー推進チーム」（統括責任者＝官房長）と「外部有識者会合」をそれぞれ設置し、役割を

明確化するなど、実施方法等について改善した。特に、外部有識者による公開の場での事業の点検（公開プロセス）に

ついては、事業の改善策を共に考える場として明確化し、熟議型により実施した。 

 

 

（１）公開プロセス 

 2014年６月 16日に実施。事業選定については行政改革推進本部の示した基準を踏まえたうえ、事業規模や政策分野の

バランスを考慮して７事業を選定した。 

 公開プロセスの対象全事業の評決結果及びその後の対応方針は、以下の通りである。 

 

〈公開プロセス結果〉 

（単位：億円） 

事業名 指摘 指摘を踏まえた対応 
26年度 

予算額 

27年度 

要求額 

対前年度 

増減額 

太陽光発電システ

ム次世代高性能技

術の開発 

【事業全体の抜本的な改善】 

本事業は、「事業全体の抜本的

な改善」とする。その際、以

下の点を踏まえた改善点の検

討を行うこと。 

○すでに実用段階にある研究

開発については、国の関与の

あり方について見直すべき。 

○これまでの事業成果を踏ま

え、国による技術開発の支援

対象を絞り込むべき。 

○達成すべき長期の目標設定

や、研究開発の出口戦略を分

かりやすい形で設定すべき。 

○ベンチャー企業等を含め新

たな事業者が参入できる環境

を整備すべき。また、本事業

【廃止】 

○本事業は平成２６年

度で終了し、新たに「高

性能・高信頼性太陽光発

電の発電コスト低減技

術開発」を立ち上げ、国

が関与すべき内容に限

って研究開発を実施す

る。 

 

○効率的な執行を図る

ため、これまで事業対象

としていた太陽電池４

分野は２分野に絞り込

んだ上で新規事業の中

で技術開発を実施。 

 

58.0 0.0 ▲58.0 
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に関する知的財産戦略を明確

にすべき。 

○事業の長期目標及び

研究開発の出口が、固定

価格買取制度下での国

民負担軽減であること

を明確にするため、新規

事業の成果指標を「発電

コスト」とする。なお、

「変換効率」について

は、活動指標として、事

業の進捗を確認する。 

国家備蓄石油管理

等委託費（石油ガ

ス） 

【事業全体の抜本的な改善】 

本事業は、「事業全体の抜本的

な改善」とする。その際、以

下の点を踏まえた改善点の検

討を行うこと。 

○国家備蓄目標について、国

内の需給状況等を踏まえ、最

適なものになっているか不断

に検証すべき。また、当該事

業の名称、成果目標や成果実

績を分かりやすく示すべき。 

○国家備蓄基地間や、民間基

地とのコスト比較等により、

随意契約の枠組みであって

も、更なるコスト削減に向け

た取組を行うべき。 

○JOGMECの統合管理業務につ

いて、国と JOGMECの役割分

担、固定費等を含め精査し見

直すべき。 

○安全性の確保を大前提に、

予算の積算段階から、実態を

踏まえた真に必要な予算に絞

り込むべき。 

【縮減】 

○事業の名称を見直す

と共に、活動指標を「放

出訓練の実施回数」に、

成果指標を「緊急時に放

出する国家備蓄石油ガ

スの適正な管理」に、そ

れぞれ見直す。 

○民間基地を含めた基

地間でのコスト比較検

証等により、安全性確保

を前提にした工事周期

の見直しや管理部門を

中心とした効率化を行

い、コストを削減する。 

90.4 84.0 ▲6.4 

医療機器・サービス

国際化推進事業 

【事業全体の抜本的な改善】 

本事業は、「事業全体の抜本的

な改善」とする。その際、以

下の点を踏まえた改善点の検

討を行うこと。 

【廃止】 

○本事業は平成２６年

度で終了し、２７年度は

要求しないこととする。

新たに「医療技術・サー

10.0 0 ▲10.0 
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○モデル事業としての役割は

終了しており、今後は民間の

主体性をより一層引き出すべ

く、受益者負担の在り方につ

いて検討すること。 

○落札率が高く、再支出先と

は随意契約を行っていること

等を踏まえ、委託、再委託、

外注の複層構造を改めるな

ど、事業効率の改善に努める

こと。 

○事業の執行体制を見直すこ

と。 

○関連する他事業との目的の

区別、役割分担を明確化すべ

き。 

ビス拠点化促進事業」を

立ち上げる。 

○新事業の要求にあた

っては、競争性確保のた

めに一部事業者負担の

導入、透明性確保のため

に価格競争や企画競争

等を徹底する。 

新事業活動・農商工

連携等促進支援事

業（中小企業・小規

模事業者連携促進

支援事業） 

【廃止】 

本事業は、「廃止」とする。今

後、以下のコメントを踏まえ

ない類似の事業の実施は厳に

慎むこととした上で、事業内

容を白紙から改めて検討し、

本当に必要なものに限定して

実施すること。 

○他省庁や独法、自治体の事

業にて十分に対応できるもの

であり、他の事業との連携・

統合や、自治体の施策への一

任を検討すべき。 

○現場のニーズ・政策効果を

しっかり踏まえ、今後はこれ

までの成果を活用した横展開

を中心とした事業に取り組む

べき。 

【廃止】 

○本事業は平成２６年

度で終了し、２７年度は

要求しないこととする。 

○全国の中小企業・小規

模事業者、支援機関、自

治体等からのヒアリン

グに基づく現場のニー

ズや政策効果を踏まえ

て白紙から検討し、新事

業の一部において以下

の方向で要求する。 

－新連携事業は経営革

新のための「サービス高

度化ガイドライン（仮

称）」や産業競争力強化

法に基づく「グレーゾー

ン解消制度」等を活用し

た、革新的サービスの開

発等に支援を重点化さ

せる。 

－地域資源、農商工連携

は、ブランド化やマーケ

ティングの取組の支援

19.3 0.0 ▲19.3 
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に重点化する。 

貿易投資促進事業 【事業全体の抜本的な改善】 

本事業は、「事業全体の抜本的

な改善」とする。その際、以

下の点を踏まえた改善点の検

討を行うこと。 

○政府は相手国の受入先の開

拓等に重点化し、受益者負担

の在り方や他省庁、独法の類

似事業との重複排除、連携強

化について検証し、見直すこ

と。支援対象を日本が得意と

する分野に限定すること。 

○これまでの事業成果を分析

し、我が国貿易投資促進への

寄与度が高い事業に重点化し

て支援すべき。 

○達成目標が不明確であり、

事業全体を見通した目標設定

が必要。相手国での制度導入、

日本からの輸出や投資の拡大

など、成果目標、それを踏ま

えた判断基準を明確化し、事

業評価の透明性を高めるべ

き。 

○インターンシップ事業につ

いては、即戦力人材の育成に

向け、専門性を高める等、研

修内容を見直すべき。 

【縮減】 

○インフラ事業につい

ては、インフラ・システ

ム輸出戦略に即して採

択案件を重点化すると

ともに、対象経費の削減

を行う。 

○インターン事業につ

いては、指摘を踏まえ、

インターン渡航費等の

一部費用を対象経費か

ら除外する。また、現場

の市場特性を理解した

上で現地人材のマネジ

メントができるような

人材を育成するため、事

前研修等の充実を行う。 

○成果指標として、成果

目標の達成割合を追加

する。 

19.6 16.5 ▲3.1 

革新的新構造材料

技術開発 

【事業内容の一部改善】 

本事業は「事業内容の一部改

善」とする。その際、以下の

点を踏まえた改善策の検討を

行うこと。 

○事業性か目標が適切な水準

にあるか検証するとともに、

部素材毎に具体的な数値目標

を設定し、定期的な評価・見

直しを行うべき。 

○ステージゲート方式の下、

【縮減】 

○部素材毎に最新の材

料戦略を反映させた具

体的な事業成果目標を

設定する。また、自動車

メーカーなどのユーザ

ー企業からなるアドバ

イザリーボードや国内

外の最新の動向調査か

ら事業戦略を構築する

仕組みを整え、事業成果

48.0 0.0 ▲48.0 
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事業の進捗や費用対効果を検

証し、成果の出ていない事業

や、民間企業に委ねるべき事

業については国の支援の在り

方（支援範囲や支援の仕方等）

を見直すべき。 

○類似事業について、重複を

排除し、国費を真に必要な事

業に集中投資すべき。 

目標の定期的な見直し

を行う。 

○外部有識者による評

価を行うステージゲー

ト方式の下、事業の進捗

や費用対効果を検証し、

成果の出ていない事業

や、民間企業に委ねるべ

き事業については、補助

事業に移行するのか、卒

業させるのかを含め支

援のあり方の見直しを

行う。 

産学連携評価モデ

ル・拠点モデル実証

事業 

【廃止】 

本事業は、「廃止」とする。今

後、以下のコメントを踏まえ

ない類似の事業の実施は厳に

慎むこと。 

○本事業の外でも、既に産学

連携活動の評価は行われてお

り、むしろこれまでに得られ

たシステムや事例が有効活用

されるようにすべき。 

○本事業についても、当初目

標としていた産学連携の指標

や評価シートは既に構築され

ており、今後は、各大学の自

主的な取組に委ねるべき。 

○産学連携の強化に対する本

事業の効果は少ない。本事業

で得られた成果は使いつつ、

他省庁による実施も含め、よ

り効果的な政策の実施を検討

すべき。 

【廃止】 

○本事業は平成２６年

度で廃止し、２７年度は

要求しない。 

○今後は、各大学の自主

的な取組に委ねること

とし、各大学に対して本

事業等で得られた評価

モデルの使用を促すた

めの働きかけを行って

いく。 

3.0 0.0 ▲3.0 
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（２）行政事業レビュー結果の反映 

公開プロセスを踏まえての中間報告の後、予算要求プロセスに併せて行政事業レビューを行い、その結果を 2015年

度概算要求に反映した。反映結果の取りまとめは以下の通りである。 

 

＜行政事業レビュー最終取りまとめ結果＞ 

（単位：億円） 

一   般   会   計 

2013年度行政事

業レビュー対象

事業数 

「廃止」事業 「見直し」事業 ｢廃止｣｢見直し｣事業計 

事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 

303 17 ▲51.0 14 ▲13.0 31 ▲64.0 

 

特   別   会   計 

2013年度行政事

業レビュー対象

事業数 

「廃止」事業 「見直し」事業 ｢廃止｣｢見直し｣事業計 

事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 

313 28 ▲298.5 61 ▲244.1 89 ▲542.7 

 

  

  



 165 

２.契約等評価監視委員会 

 「随意契約の適正化の一層の推進について」（2007年 11月２日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議決定）に

おいて、全ての省庁に第三者機関の設置が求められたことを踏まえ、2007年 11月に経済産業省契約評価監視委員会を設

置。2014年度は４回開催し、９件の契約を抽出し契約に係る手続の適正性等に関する審議を実施した。また、随意契約

を実施する際の適正価格の確保に係る取組（価格交渉）や補助事業における費用計上方法（自社調達等における利益排除）

等の改善に関する審議を実施した。 

 

（契約等評価監視委員会の委員） ※2014年 10月１日現在。敬称略。 

梶川融（太陽有限責任監査法人代表社員会長）※委員長 

梅野晴一郎（長島・大野・常松法律事務所弁護士） 

梶原将（東京工業大学大学院生命理工学研究科教授） 

金子良太（國學院大學経済学部教授） 

木村琢麿（千葉大学大学院専門法務研究科教授） 

 

３．調達改善計画 

（１）計画の策定 

 行政改革推進本部決定「調達改善の取組の推進について」（2013年４月５日）に基づき、調達改善のための取組を推進

するため、2014年３月７日に「平成 26年度経済産業省調達改善計画」（以下「計画」という。）を策定した。取組内容と

して、（ア）随意契約・一者応札となっている調達の見直し、（イ）情報システム関係経費に係る調達の見直し、（ウ）出

張旅費の効率化、（エ）庁舎管理関係経費に係る調達の見直し、（オ）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直しを盛

り込んだ。 

 

（２）自己評価 

 上半期終了後及び年度終了後、計画の実施状況について自己評価を実施した（上半期終了後の評価は 2014年 11月 17

日公表、年度終了後の評価は 2015年６月 16日公表）。自己評価においては、（ア）2012年９月に新たに策定した「一者

応札問題の改善策」の実行を徹底し、一者応札比率が 2011年度比で 5.8％ポイント改善したこと、（イ）形式的な競争入

札を行うことを不要とするため、必要な技術又は設備等を明示した上で参加者を募る「公募（入札可能性調査）」を実施

したこと、（ウ）スケールメリットによる効果を出すため、府省間の共同調達を一部拡大した上で実施したこと、（エ）一

層安価な調達を可能とするため、インターネット（クレジットカード活用）による調達を実施したことなどを確認し、そ

の後の計画の実施や策定に反映させた。 
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