
環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転及び効率的な管理 

1.（2）クレジット取得関連業務  
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・ウクライナにおける日本技術活用型案件として、警察車両の燃費効率化事業（１２２０台分）、及び
地下鉄車両の近代化事業（９５両分）を完了。 

・ウクライナとの契約を１年延長し、平成２７年度中に完了させる枠組みを構築。引き続き、ウクライ
ナ環境・天然資源省からの報告の確認や協議等により、進捗管理を実施。 

導入されたハイブリッド車両パトカー 

ウクライナにおけるＧＩＳ事業 

キエフ市に納車された地下鉄車両 

交流駆動システムの導入 
● 高性能  
● 省エネ 
● 小型、軽量 
● 保守軽減 
● 回生電力の利用 



・クレジット取得事業に関する公平性・透明性確保のため、５名の有識者からなる評価委員会（委員
長：茅陽一東京大学名誉教授）を平成１９年から毎年度開催。 

・平成２４年１２月末を以て第一約束期間が終了し、クレジットを予定通り全量取得したので、政府保
有口座へ移転。これに伴い、平成２６年３月７日に事後評価委員会を開催し、同年８月に事後評価
書としてとりまとめ公表。 

・政府目標をほぼ達成していること、効率的な業務に努めていること及び、特にＧＩＳの実施の仕組み
の構築や日本技術導入のための取組等について高い評価を得た。 

 委員からの主なコメント：                  
 ・ＣＤＭについて、今後成長が期待される産業部門省エネや自然エネルギー関連のプロジェクトが適正な価格で契

約されて いる点を高く評価。 
 ・交渉により価格の安いＧＩＳを中心にクレジットを取得したことにより、高い費用対効果を実現。ＧＩＳについて、ホ

スト国における 着実なグリーニングに努めると共に、実現するための体制整備を図り、そのフォローにあたってい
る点を高く評価。 

 ・ＧＩＳについて、現地の状況・現地のニーズを踏まえつつ、日本の技術・製品の普及にも配慮し、ｗｉｎ-ｗｉｎの関係
づくりに配慮していることを評価。また、日本技術導入のためのキャパビル・セミナーなどの努力が払われ、実際
に成果も出て いる点は国益にも資すると評価される。 

 ・ＣＤＭについて国連審査を意識して厳しい事業管理を行うとともに、ＣＤＭクレジット発行の可能性を常にレビュー
し､取得可能性の低い事業に対し契約解除等の処置をとることで、実効性・効率性を高めるような事業管理が行
われている。 

 ・事業期間全体を通じた評価として、①量的取得目標を達成したこと、②効率的調達への取り組み、③ＧＩＳという
新たなスキームの運営を着実に行ったという観点から、事業全体として良好に運営されていた。 

事業評価委員会による外部評価での高い評価 
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1.（2）クレジット取得関連業務  



・京都議定書の目標達成計画における京都メカニズム活用分１．６％のクレジットを取得（第一約束期間（平成２０～２４年）総計で約１億ｔ-ＣＯ２相当）。 

・委託事業の実施計画書の内容は次のとおり 

 －対象クレジットは、ＣＤＭ、ＪＩ及びＧＩＳによるもの。(但し、森林ＣＤＭは対象外) 

 －クレジットの取得形態は、以下による取得。 

   ①ＣＤＭプロジェクト参加者として直接取得（タイプＡ） 

   ②ＣＤＭクレジット取得者から間接取得（タイプＢ） 

   ③グリーン投資スキーム（ＧＩＳ）を前提とした国際的な排出量取引 

 －事業者の資格審査の方法（信用力、リスク、プロジェクト内容）、クレジットの価格評価の方法（リスク、保証などを総合的に審査）を規定。 

 －クレジットの買取価格については、別途協議。 

・年度毎にＮＥＤＯが取得したクレジットは２月末日までに、ＮＥＤＯの登録簿口座から政府の登録簿口座に移転。 

政府によるクレジット取得について 

政府 
経済産業省・環境省 
による予算措置 

平成１８年度予算     ４９億円 
国庫債務負担     １２２億円 

平成１９年度予算   １２２億円 
国庫債務負担     ４０７億円 

平成２０年度予算   ３０３億円 
国庫債務負担     ８１２億円 

平成２１年度予算   ４２９億円 
国庫債務負担     ７０６億円 

NEDO 

購入代金支払 

クレジット購入委
託契約の締結 

クレジット調達契
約の締結 

－クレジット生成時の支   

 払いに備えて国庫債 

 務負担 

契約時 

ｸﾚｼﾞｯﾄ生成時 

クレジット引き渡し クレジット引き渡し 

平成２２年度予算   ４２４億円 

平成２３年度予算   １５９億円 

購入代金支払 

(1）ＣＤＭについては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行
されＮＥＤＯに移転されることが取得事業における達成目標。 

(2）ＧＩＳについては、支払った資金を元にした迅速かつ確実な環
境対策活動の進捗が取得事業における達成目標。 

ＣＤＭ 
プロジェクト実施者等 
○プロジェクトを形成し、 
 クレジットを取得する。 
 
ＧＩＳ 
相手国政府 
○自国の排出枠の一部を 
 譲渡し、得られた資金を 
 環境対策活動に用いる。 

 
（プロジェクト例） 

省エネルギープロジェクト 

再生可能エネルギープロジェクト 

平成２４年度予算    ７６億円 

平成２５年度予算    ９８億円 
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平成２６年度予算     １億円 

1.（2）クレジット取得関連業務  

(参考)京都メカニズムクレジット取得事業（委託事業）の概要① 
  



・平成１９年度～平成２５年度までに政府目標（約１億ｔ-ＣＯ２）の約９７％に相当する約９７５０万ｔ-Ｃ
Ｏ２ を政府保有口座に移転完了。 
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• ＣＤＭ取得においては、原則として公募により客観的かつ公正な審査によりク
レジット取得事業者を選定して契約。着実なクレジット移転を推進。 

• ２００９年度より、従来の取得手法に加え、クレジットを安価で大量に取得す
ることが可能なＧＩＳによる取得を実施。取得手法の多様化及び高い費用対効
果を発揮。 

• なお、我が国の排出実績を踏まえて、経済産業省、環境省と相談してクレジッ
ト購入量を決めており、２０１１～２０１３年度は新規契約締結は行わず。 

• 第一約束期間が終了したため２０１４年度はクレジット取得は行わず。 

1.（2）クレジット取得関連業務  

 京都メカニズム関連事業に関するＮＥＤＯの知見を活用し、様々な手段による情報収集や関係機関との連携
等により、目標達成のための計画的なクレジット取得と政府への確実な移転を実施。 

 日本全体での京都議定書第一約束期間の削減実績は、基準年比８．４％減となり、削減目標（６％減）を達成。
（平成２６年４月１５日環境省発表確定値） 

(参考)京都メカニズムクレジット取得事業（委託事業）の概要② 
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2．業務運営の効率化に関する事項 



【技術戦略研究センター】 

調査･研究を通じ、産業技術やエネルギー･環境技術分野の技術戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトを企画･

立案し、提示する研究機関。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•平成２６年４月１日付けで、技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトを企画・立案・提示
する研究機関「技術戦略研究センター」（川合 知二センター長）に加え、「イノベーション推進部」、
「ロボット・機械システム部」、「プロジェクトマネジメント室」を設置。 

•・独立行政法人日本医療研究開発機構の設立に伴い、平成２７年３月３１日付けで「バイオテクノロ
ジー・医療技術部」を廃止。 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制 

Our Goal Our Approach Our Mission 

Our  Areas 
エネルギーシステム・水素 分
野 

再生可能エネルギー分野 

新領域・融合（ＩＴ・ロボット）分
野 

電子・情報・機械分野 

ナノテクノロジー・材料分野 

環境・化学分野 

マクロ分析分野 

組織体制の機動的な見直し 

http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201108hitachi_kasei/img/p4_img1_l.jpg
http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201001sony/index.html


ワシントン 
駐在員：２名 
現地職員：３名 

シリコンバレー 
駐在員：２名 
現地職員：３名 

欧州（パリ） 
駐在員：３名 
現地職員：２名 

ニューデリー 
駐在員：２名 
現地職員：３名 

バンコク 
駐在員：３名 
現地職員：５名 

北京 
駐在員：３名 
現地職員：３名 

・国際事業の海外拠点として欧米アジアに６つの海外事務所を設置・運営。外国政府等とのＭＯＵ協
議～締結、国際実証事業等実施の現地調整拠点として本部と密接に連携。 

・特に、スマートコミュニティ関連国際プロジェクト、水プロジェクト等、我が国のシステム輸出関連ビ
ジネス拡大に向けた最前線活動拠点として業務展開。  
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制 

ワシントン：エネルギー省、国立
研究所、世界銀行等との情報交
換拠点。省エネビルプロジェクト
連携拠点。 

 

欧州(パリ)：ＥＣ、欧州各国政府機関との
スマートコミュニティ実証等のプロジェクト
連携拠点。北アフリカ地域でのプロジェク
ト開拓拠点。 

 

北京：中国国家発展改革委員会、国家能
源局及び研究機関等と共同で実施する日
中省エネ実証事業等プロジェクトに関する
現地政府等関係者との連携拠点。 

 

バンコク：ＡＳＥＡＮ
各国政府・企業等
関連機関との新エ
ネ・省エネ技術実
証、スマートコミュ
ニティ技術実証、
産業技術国際共同
研究の連携拠点。 

 
ニューデリー：インド関係各省、地方政府との日印エネルギー
パートナーシップ、デリー・ムンバイ商業回廊開発等の拡大の
ためのプロジェクト開拓・連携拠点。中東地域におけるプロジェ
クト開拓・連携拠点。アジア開発銀行との連携拠点。 

海外事務所との有機的な連携 

シリコンバレー：ニューメキシコ州、ハ
ワイ州等のスマートコミュニティ実証
等プロジェクトの連携拠点。 



•産学官連携功労者表彰で経済産業大臣賞を２件受賞するなど、２１件の賞を受賞。 

プロジェクト成果の受賞実績① 
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＜産学官連携功労者表彰＞ 

○経済産業大臣賞 

強度と骨組織の入り込みやすさを同時に実現した人工骨を商品化 

関連するＮＥＤＯ事業名：「産業技術研究助成事業」（２０００年度） 

名井 陽氏     （大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部未来医療センター 副センター長・病院教授）  

井村 浩一氏    （コバレントマテリアル株式会社 精密・機能部材事業部 秦野事業所 バイオ課 課長） 

真崎 修氏     （株式会社エム・エム・ティー 代表取締役社長） 

 

○経済産業大臣賞 
大学の研究成果から脳梗塞リスク評価ビジネスに展開 
関連するＮＥＤＯ事業名：「大学発事業創出実用化研究開発事業」（２００５年度～２００７年度）   

五十嵐 一衛氏   （(株)アミンファーマ研究所 代表取締役社長／千葉大学 名誉教授）                          
片桐 大輔氏    （(株)アミンファーマ研究所 専務取締役／千葉大学産学連携・知財財産機構 特任准教授） 
浦池 孝一氏     （浦池孝一事務所 公認会計士） 
 
 
 

 

 
＜脳梗塞リスク評価＞ ＜採血の様子＞ 

＜開発した「ネオボーン」の構造＞ 

2. 業務運営の効率化に関する事項（２）自己改革と外部評価の徹底 
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＜日本ベンチャー大賞＞ 
◯日本ベンチャー大賞（受賞者：株式会社ユーグレナ） 
  関連するＮＥＤＯ事業名： 
  「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」（２０１０～２０１４） 
  ／「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」（２０１４～） 

 

◯ベンチャー企業・大企業等連携賞（受賞者： ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社） 
  関連するＮＥＤＯ事業名： 
  「イノベーション実用化助成事業」（２００８～２００９） 
  ／「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（２００９～２０１３） 
  ／「災害対応無人化システム研究開発プロジェクト」（２０１１～２０１２） 
  ／「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト」（２０１２～２０１５） 

 

◯地域経済活性化賞（受賞者：スパイバー株式会社） 
 関連するＮＥＤＯ事業名： 
  「イノベーション実用化ペンチャー支援事業」（２０１４） 

 

実証試験が行われるリハビリセンター
（ドイツＮＲＷ州） 「ＨＡＬ」装着の様子 

試作研究設備 外観 QMONOS ® 試作行程 

ユーグレナ（ミドリムシ）の様子 ユーグレナ増殖性能の屋外実証の様子 

2. 業務運営の効率化に関する事項（２）自己改革と外部評価の徹底 

プロジェクト成果の受賞実績② 



・平成２０年度から導入した人事評価制度の定着化を図るため、上司と部下とのコミュニケーション
の場（目標設定面談、中間面談、フィードバック面談）を必須化し、職員の納得度、業務遂行の動機
付け及び意欲を向上。 

・新規着任者研修を計１０回、評価者研修を計３回実施し、評価者の視点の統一化を含めた評価制
度の理解促進を図った。 

【人事評価の流れ】 

目標設定面談 
（期初） 

自己評価 
（期末） 

フィードバック面談 
（評価確定後） 

中間面談 
（期中） 

本人と上司（評価者）
の間で、目標の内容
を明確化し共有 

部下の目標達成度
の確認と達成に向
けたサポート 

被評価者自身によ
る自己認識と自己
改善を促す 

客観的な総合評価
算出方式と所見（コ
メント）の作成 

職員の納得度、業
務遂行の動機付け
及び意欲向上 

新規着任者研修等により職員の評価制度の理解を促進。評価者間での評価レベルのバラつきを防止するため、評価者への研修も実施。 

• 目標項目／達成水準

の妥当性を検討。 
• 他部署や他メンバーと

の連携・役割分担につ

いて整合性を図る。 
• 目標遂行にあたり、上

司として行う協力・支

援内容を決定する。 

• 目標の期末達成状況

と、行動の期中発揮状

況を、それぞれＳ～Ｄ

の５段階で評価。 

• 評価確定後にフィード

バック面談を実施。 
• 評価結果の伝達、課題

の共有化、部下の動機

付け、等を実施。 

• 上半期の進捗状況及

び達成状況等の総括。 
• 下半期の活動計画・

取組内容の確認、すり

合わせ。 
• 目標達成に向けた具

体的な指導・アドバイ

スの実施。 

• 目標達成度と行動評価

を実施し、総合評価を算

出。 
• 目標達成度、行動、総合

評価それぞれに対し、所

見（コメント）を記載。 

一次・二次評価 
（期末） 

2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発 

職員の意欲向上と能力開発 
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プロジェクトマネジメント力向上に向けた各種研修の実施 

・職員のプロジェクトマネジメント能力の強化を図るため、「プロジェクトマネジメント基礎講座」、「プ

ロジェクトマネジメント特別講座」及び「出口戦略セミナー」等を実施。 

・業務のグローバル化に対応できる人材を育成するため、国際関連業務に関わる職員や若手職員

に対し、英会話や英語でのプレゼンテーション能力向上のための研修を実施。 

・プロジェクトマネジメントに必要な資質を高めるため、若手（入構2～6年目）職員自身が主体と

なって提案・調査・報告を行う「若手チャレンジ」を実施。 
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＜プロジェクトマネジメント特別講座＞ ＜プロジェクトマネジメント基礎講座＞ 

プロジェクト担当者を対象に、プロジェ
クトマネジメントの分野において実績の
ある外部講師を招き、各種プロマネの
手法や事例紹介を行っていただくこと
により、プロジェクトマネジメント力を身
につけるための研修を実施。 

2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発 

＜英語研修＞ 

若手職員を対象に、国プロジェクトの立
ち上げに必要なシナリオプランニング
等の理解を深め、プロマネ人材として
の基本的な能力を身につけるための
研修を実施。 

新人職員に対象に、英語でのコミュニ
ケーション能力及びプレゼンテーション
能力の向上、国際的感覚の醸成を目
的とした研修を実施。 



留学・研修を通じた幅広い知識の習得 

・効果的なプロジェクト立案・設計、プロジェクトマネジメント手法、技術経営論等を研究するため、海

外の大学院の修士課程に３名、国内の大学院の修士課程に１名の職員を派遣。 

・また、プロジェクトマネジメントのプロフェッショナル集団を固有職員によって形成する事を目的に、

各階層において求められる能力を段階的に取得するための各種研修を実施。 

2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発 

幅広い知識の習得 
海外大学院修士課程に計３名を派遣。具体的には、イギリスの大学にて経営管理学、シンガポールの大学に

て技術経営学（ＭＯＴ）、オーストラリアの大学にて技術経営学（ＭＯＴ）を専攻。 

国内大学院修士課程に計１名を派遣し、経営学（ＭＢＡ）を専攻。 

加えて、１名が国内大学院での博士号（学術）を取得。 

入構して３年目までにＮＥＤＯの業務
を遂行していく上で必要な基礎的知
識を全て身につける。 
４～５年目には部署を異動して新た
な業務を経験することでＮＥＤＯの業
務遂行のための必要な基礎力を完
成させ、自律的に業務を行う。 

６年目以降は、将来目指すべきキャリアの
方向性に沿った専門性を向上させるため
の配置が行われる。また、幅広い視点に
立った業務遂行力を身につけるため、組
織の選抜を経て、関係省庁・大学・研究機
関、海外大学院等への派遣も行う。 

入構して１１年目以降は、本人の希望、
適性及び評価により、本人の能力を活
かせる適切な部署やポストに配置し、配
属部署の中核的な存在として業務を遂
行する。 

基礎力習得期 
（１～５年目程度） 

専門性醸成期 
（６～１０年目程度） 

各部の中核人物 
として勤務 
（１１～１５年目） 

固有職員の能力開発方針 
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業務・システムの最適化 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（4）業務・システムの最適化 

• 新統合人事システムを計画通り、平成２６年１０月より本格運用を開始。 
• シングルサインオンを実装し、全職員の出退勤登録を効率化。 
• 給与明細書等のウェブ閲覧機能や出退勤状況の一覧性向上など、新た
な機能利用により人事部業務を効率化。 

 
 

新統合人事サービスの運用開始 

• 機構のプロジェクトマネジメントの高度化と業務の効率化を図ること
を目的として、業務・システム改善ワーキンググループを立ち上げ、
業務の電子化をはじめとするシステム改善に関する検討を開始。 

• プロジェクトマネジメントに関する現状の業務フローの可視化を図る
とともに、今後開発を行う業務アプリケーションシステムの基本計画
を策定。 

• 事業者の協力のもと知財登録のウェブ化の試行運用を開始。 
• 事業者から提出された資産登録について、各部が利用できる簡易
ツールの導入と一部業務のアウトソーシングを図ることにより業務
効率化を実現。 

 

業務・システム最適化の検討 

知財・資産登録 

•シングルサインオンや給与明細書等のウェブ閲覧など、新たな機能を追加した新統合人事サービ
スの運用を開始し、業務を効率化。 

•プロジェクトマネジメントの高度化、業務の効率化、セキュリティの強化を目指し、業務・システム最
適化の検討を開始。既存の業務フローを可視化し、新システムの基本計画を策定。現段階で運用
可能なものについては試行を実施。 



•役職員のシンクライアント環境に対するセキュリティ対策を強化し外部からの不正アクセス防止の
ため、通信ログを定期的に監視する体制を整備。データベース毎のアクセス制限を強化するととも
に、外部送信メールの自動暗号化を実施する等、情報漏洩対策を徹底。さらに、外部の第三者機
関を活用し、包括的な情報管理体制点検を実施。 

•ｅラーニング、自己点検、標的型メール攻撃訓練等を通じ、情報セキュリティに関する意識を向上。 

•次期情報基盤サービスについて、調達手続きの前倒し実施により公告期間を拡大し、競争性のあ
る調達を実施。 

安全性・信頼性の確保と効率的な情報システムの構築 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（4）業務・システムの最適化 

• 関係機関と連携して標的型攻撃や脆弱性に関する情報を共有することにより、情報システムのセキュリティ
対策を強化。 

• 全役職員を対象とした情報セキュリティｅラーニング及び自己点検にて受講率１００％。さらに標的型メール攻
撃訓練を実施し、情報セキュリティに関する意識を向上。 

情報セキュリティ対策の強化 

• 業務効率化に寄与する利便性の向上および情報セキュリティ対策の強化を図る新たな情報基盤サービスの
調達を実施。公共サービス改革基本方針に沿った所要手続きの前倒し実施により、公告期間を拡大し、より
競争性のある調達を実施。 

次期情報基盤サービスの調達 

シンクライアント環境のセキュリティ対策強化 

• 不正アクセスに対する十分な強度を確保するため、役職員のシンクライアント環境に対するセキュリティ
パッチの適用をより決め細かく実施する運用に変更。 



・業務内容やフローについて不断の見直しを行い、外部の専門機関の活用により効率化が図れる可
能性のある業務については、外部委託等の手法を検討。 

・現在は、業務上必要となる情報ネットワークシステムの整備等を行う情報基盤サービス関連業務、
研究開発資産に係る登録補助やデータメンテナンス等の資産管理業務、外部来訪者の総合受付
業務等について、外部委託等を活用し、業務の効率化を図っている。 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（5）外部能力の活用 

  【アウトソーシング活用による効率化の例】 

（ＩＴの活用） 
• 情報基盤サービス関連業務 
• 契約・会計等システムの運用保守支援

業務 
• 資産管理等補助業務 
 
（資格・専門知識等が必要な業務） 
• 健康診断業務 
• メンタルヘルス対策支援業務 
• 退職給付債務の算出業務 

（専門事業者等の活用） 
• 外部来訪者の総合受付業務 
• 科学技術館展示ブースの保守・運営業務 
• 研修業務の一部 
• メディア掲載記事等クリッピング業務 
• 海外出張時の航空券手配及び損害保険付保

業務 
       など 

 

外部能力の積極活用 



・平成２６年度においては、政府が示す「当面の地球温暖化対策に関する方針」により、執務室空調
の最大限の使用抑制等、環境保全及び温室効果ガス排出抑制に資する取り組みを引き続き実施。 

・平成２６年度排出量実績（暫定※ ）： ３４万４４０６ｋｇ-ＣＯ２、基準年度（平成１８年度）比６１．５ ％削
減 （平成２７年５月公表予定）  ※平成２７年１１月頃確定見込み                                                             

・平成１９年～２６年度総排出量実績としては４８７１万５４１ｋｇ-ＣＯ２
 ※となり、対象期間において基

準年度(平成１８年度）比３１．９ ％削減を達成し、削減目標（６％削減）を実現した。※２６年度暫定値含む      

＜具体的な取組例＞ 

•夏期及び冬期の電力需給対策として、積極的な節
電対策を実行。執務室温度の適正化、執務室の昼
の休憩時間帯における全消灯、日中の間引き消灯
及び複合機などの間引き停止等の措置を実施。 

•水素社会実現に向けた率先的な取組として、ＣＯ２

を排出しない燃料電池自動車の調達を行った。 

•定時帰宅日の一層の徹底、休暇の分散取得の呼
び掛け。 

基準値: 894,390kg-CO2 

目標値(▲6%) :840,727kg-CO2 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 

・「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２５年度の環境配慮に向けた取組及び排出
量実績について、環境報告として“アニュアルレポート２０１４”に総括し公表。（平成２６年５月） 

 ➢平成２５年度排出量実績 ３２万９２３４ｋｇ-ＣＯ２  、基準年度（平成１８年度）比６３．２％削減                   

省エネ・省資源・環境配慮 

（6）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 



2. 業務運営の効率化に関する事項（7）業務の効率化 
 

•中期目標期間中、一般管理費（退職手当を除く）及び業務経費＊の合計について、新規に追加され
るものや拡充される分を除き、平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０８％の効率
化を行う。 （＊クレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及び補正予算を除く。) 

•平成２６年度までに毎年度平均で１３．８％の効率化を達成。 

事務所管理に係る主な取組 
・関西支部の事務所縮小に伴う管理コストの削減 
・本部会議室の一部縮小に伴う管理コストの削減 
 
 
事業実施者負担による業務経費の削減 
過年度に引き続き、平成２６年度も新規事業について
以下に基づく事業は委託とし、それ以外の事業は２／３
を上限とした共同研究又は助成として事業を実施 
・ 産学官で取組む基盤的な技術開発 
・ 安全性基準や市場性のない特定環境技術開発 
・ 国際共同研究・実証 等 

平均 ▲13.8％ 

一般管理費及び業務経費の予算効率化の推移 

効率化率 

（億円） 

1,205 
872 
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▲27.6％ ▲0.01％ 

効率的な予算執行 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（7）業務の効率化 
 

・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与減額及び人事院勧告に基
づく給与の見直しを実施した。 

 

・上記の取組により、総人件費は平成２６年度実績 ５,６２２百万円。 

人件費に関し平成２６年度に実施した措置 

人件費に関する取り組み 

  ・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与の減額を継続（H２６．５まで） 
   （減額措置の内容） 
      俸給月額： 課長相当職以上  △９．７７％の減額 
              課長代理相当職  △７．７７％の減額 
                     主任相当職他    △４．７７％の減額   
            諸手当関係： 特別都市手当 俸給月額の減額率等に応じて減額 
               職務手当 △１０％の減額 
               その他、各種手当についても国家公務員と同様に減額 
 
  ・民間給与実態調査に基づく人事院勧告を踏まえ適切に給与等を見直し 
   （見直しのポイント） 
    俸給表の水準の引上げ（平均０．３％）：世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置いて改定 
    賞与の引上げ（０．１５ヶ月分）：民間の支給割合に見合うよう引上げ 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

・平成２６年度のラスパイレス指数は１０３．７となった。 

  （民間給与実態調査に基づく人事院勧告を踏まえ適切に給与等を決定）。 

・評価結果に基づき、賞与においては、引き続き最大±１５％の支給率の差を設けるとともに、昇給
においては５段階に分けて反映。 

＜ＮＥＤＯ特有の背景及び民間企業等と比較しての適切性＞ 
 
 平成２６年度ラスパイレス指数は１０３．７となり、国家公務員の給与水準を上回っているが、 
 その理由は主に下記のとおり。 
 
 技術開発等の業務での高度な専門性を要する業務内容に応じた給与水準を設定。 
 技術開発に関する高い専門性が求められており、修士卒以上の技術系職員の割合が高い。  
 民間給与実態調査に基づく人事院勧告及び国家公務員に準じた給与等を踏まえ、適切に決定し
ている。 
 
以上のことから、当機構の給与水準は国家公務員や企業と比較して妥当なものであると考える。 
しかしながら、今後についても独立行政法人をめぐる議論を踏まえつつ、総人件費の適正化を行って
参りたい。 

給与水準について 



参考 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

参考 
１．常勤役員の報酬等の支給状況（平成２６年度） 

２．役員報酬への業績反映の仕方 

 理事長及び監事は、経済産業省独立行政法人評価委員会による法人の業績評価に応じて
決定。 

 その他の役員は、理事長による役員毎の業績評価に応じて決定。 

  報酬等総額 就任日 退任日 
報酬（給与） 賞与 通勤手当等 

理事長 21,092 15,118  5,974  0  平成23年10月1日 

副理事長A  763  0  763  0  平成23年7月16日 平成25年6月27日 

副理事長B 18,959  13,615  5,344  0  平成25年6月28日 

理事A 16,844  11,909  4,806  129  平成21年8月17日 

理事B 16,884  11,909  4,806  170  平成23年10月1日 

理事C 1,412  0  1,412  0  平成19年10月1日 平成25年9月30日 

理事D 15,384  11,909  3,257  218  平成25年10月1日 

理事E 16,907  11,909  4,806  193  平成24年9月1日 

理事F 16,103  11,909  4,061  133  平成25年6月28日 

監事A 1,330  0  1,330  0  平成23年10月1日 平成25年9月30日 

監事B 13,178  10,224  2,796  158  平成25年10月1日 

監事C（非常勤） 4,800  4,800   0 0  平成25年10月1日 

（単位 千円） 



参考 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

３．常勤役員の退職手当の支給状況（平成２６年度） 

４．常勤職員の給与の支給状況（平成２６年度） 

区分 
人員 
（人） 

平均年齢 
（歳） 

年間平均給与額（千円） 

総額 
うち所定内 

（うち通勤手当） 
うち賞与 

事務・技術等 ３２６ ４１．９ ６,６６９ 
４,８５５ 

（１６７） 
１,８１４ 

※在外職員を除く 

平成２６年度は支給実績無し。 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

対国家公務員（行政職（一）） １０３．７ 

地域勘案 １０４．８ 

学歴勘案 １０１．８ 

地域・学歴勘案 １０３．７ 

＜平成２６年度ラスパイレス指数＞ 

＜国に比べて給与水準が高くなっている理由＞ 
１． 学歴要因 
 当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い研究開発マネジメント業務を実施していることから、職員に占める高学歴者の割合が
国家公務員に比べて高い。 
 ・大学卒以上の割合     ・・・国：約５４％ ＜ 当機構：約８４％ 
 ・大学院卒以上の割合  ・・・国：約６％  ＜ 当機構：約３９％ 
 
２．その他要因 
 国家公務員は、相対的に給与の低い地方部局に勤務する職員割合が高い（約７６％）状況であるのに対し、当機構は本部以外の地
方に勤務する職員の割合が低く約２％にとどまっている。 

 平成２６年度支出予算の総額に占める国からの財政支出額は約９８．７％と高い割合を占めているが、当機構が実施している事業
は、日本の産業競争力強化、エネルギー・地球環境問題の解決のための産業技術開発関連事業等であり、国からの財政支出によっ
て実施されることを前提としたものである。なお、当機構の支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合は約３．７％であり、割合
としては僅少である。 

＜給与水準の適切性の検証＞ 

５．職員と国家公務員との給与水準の比較  
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

６．役職員の給与決定に関し特筆すべき事項  

 職員の給与等への人事評価結果の反映 

     独法化後導入した人事評価制度において、毎年度個人が設定する目標の達成度及び行動に対する人事

評価を実施し、その評価結果を賞与の支給率や昇給幅に適切に反映。 

    【賞与】人事評価結果に応じ、最大±１５％の支給率で賞与を支給 

    【昇給】人事評価結果に応じ、以下の５段階の昇給幅で昇給を実施 

   

 役員の報酬への業績反映 

    役員にあっては、経済産業省独立行政法人評価委員会の決定に基づく前年度の法人の業績評価結果を

踏まえて算定した業績給を支給（ＡＡ～Ｄの５段階）。 

人事評価結果 一般職員 （55歳超の職員） 

Ｓ評価もしくは累積ＡＡ評価 ５号俸 ２号俸 

Ａ評価及びＢ評価 ４号俸 ２号俸 

Ｃ評価 ３号俸 ２号俸 

２年連続Ｃ評価 ２号俸 １号俸 

Ｄ評価 ０号俸 ０号俸 


