
１．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する事項

（２）クレジット取得関連業務
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

評価根拠

• ウクライナにおけるＧＩＳ事業について、平成２５年からの政情不安により未使用金の返還が困難を極める中、同国首相との２回の面談を含む
ウクライナ政府上層部との交渉により、ウクライナ政府初となる「未使用金返還に係る閣僚会議令」を実現。平成２８年２月までに約１０億円を
受領するとともに、今後、他の案件で返還請求が必要になった場合の手続に道筋をつけた。

１.（２）クレジット取得関連業務



○ 未使用金額の返還について

１.（２）クレジット取得関連業務

• 平成２６年２月の政権交代等に伴う状況変化により、全資金の使用が困難となったウクライナＧＩ
Ｓ事業において、関係省庁のみならず、在ウクライナ・角日本大使への働きかけ、ヤツェニュー
ク首相（当時）を含めた政府上層部との交渉の末、平成２７年１１月、ウクライナ側と未使用金返
還に係る合意を達成。

• 平成２８年３月３１日時点で、９５１百万円の返還を受け、同額を国庫に返納。

●評価のポイント

• 日本は、ウクライナ 大の支援
国の一つでもあることから、角
大使への働きかけにより、首相
との２度の会談を含む、ウクラ
イナ政府上層部との交渉を実
施。

• その結果、ウクライナ初となる、
“未使用金返還に係る閣僚会
議令”の創設を実現し、未使用
金の返還が可能となった。

• 今後、他の案件で返還請求が
必要になった場合の手続に道
筋をつけた。

平成２７年度 交渉の流れ平成２７年度 交渉の流れ

９月

• ウクライナ環境省と、返還に係る交渉を開始。

～１月

～３月

• ウクライナ側の手続で、大幅な遅延が生じたため、

平成２８年２月、第２回目の首相との会談を実施。

• 平成２８年３月までに、未使用金額の受領を完了。

• 平成２７年１１月、角大使とともに、ズブコ副首相との
会談、その後、首相との第１回目の会談を実施し、ウ
クライナ側と未使用金の返還について合意。

• 平成２８年１月、ウクライナ初となる、未使用金返還
に係る閣僚会議令の創設。

89
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２．業務運営の効率化に関する事項
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ A

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： A

評価根拠

• 『日本再興戦略２０１５』や『エネルギー・環境イノベーション戦略』等の政府方針に対して、その迅速な実行及び目標の実現のため、ＩｏＴ推進部
の設置、技術戦略研究センターの拡充など機動的な組織の拡充・改編を実施。

• 文書決裁基準に規定する決裁者について、意思決定に必要不可欠なものを維持しつつ、主として情報共有を目的としたものを削減した結果、
決裁日数を平均２．６日、延べ８５７日短縮。

• 案件の重要度を検討した上で、２億円未満の事業実施起案に係る決裁基準について、 終決裁者を理事長から主管理事の専決とするよう効
率化を図った結果、決裁日数を平均３．１日、延べ２，５９２日短縮。

• 以上の文書決裁基準の見直しにより、決裁日数を平均３．０日、延べ３，４４９日短縮。

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

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制



○ 政府方針へ対応するための迅速な組織体制の構築

• Internet of Things（ＩｏＴ）・ビッグデータ・人工知能（ＡＩ）時代への産業構造・就業構造改革が示さ

れた『日本再興戦略２０１５』や、気候変動に関するパリ協定を踏まえ２０５０年を見据え策定され
た『エネルギー・環境イノベーション戦略』等の政府方針に対して、その迅速な実行及び目標の実
現のため、機動的な組織の拡充・改編を実施。

方針・施策名 対応

日本再興戦略２０１５
（平成２７年６月３０日閣議決定）

全てのものがインターネットにつながるInternet of Things（ＩｏＴ）時代の推進に

対応し『ＩｏＴ推進部』の設置準備を完了（平成２８年４月設置）。同戦略を基に設
立されたＩｏＴ推進コンソーシアム／ＩｏＴ推進ラボと連携し、平成２８年度新規プロ
ジェクトに向けて公募を開始。

人工知能（ＡＩ）の取組を強化するため、ロボット・機械システム部を改組。「ロ
ボット・ＡＩ部」に名称変更すべく準備を完了（平成２８年４月改組）。さらに、「ＡＩ
社会実装推進室」を新設。ＡＩ関連の研究開発プロジェクトを大幅拡充するととも
に、関係省庁・機関連携により同分野を推進。

エネルギー・環境イノベーション戦略
（平成２７年１２月１５日検討開始

平成２８年４月１９日策定）

同戦略策定ワーキンググループのメンバーとして技術戦略研究センター（ＴＳ
Ｃ）のユニット長 矢部 彰が就任するとともに、必要なデータ収集及び提供や具

体的な検討を環境ユニットが実施する等同戦略の策定に主体的に貢献。また、
これらの取組を含めたＴＳＣ全体の活動を強化するため、フェロー１６名を採用。

新輸出大国コンソーシアム
（平成２８年２月２６日設立）

中堅・中小企業の海外展開に伴う総合的な支援を行うためＮＥＤＯ・ＪＥＴＲＯを
はじめとする支援機関により構成される「新輸出大国コンソーシアム」を設立。
活動の一環としてイノベーション推進部にコンソーシアム対応チームを設置し
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」による研究開発支援を実施。
評価項目に「海外獲得への期待」を追加するとともに、他支援機関からの推薦
状の添付を受け付ける取組を開始。 92

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制
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○ 迅速な意思決定による機動的な業務遂行の推進

• 文書決裁基準に規定する決裁者について、意思決定に必要不可欠なものを維持しつつ、主とし

て情報共有を目的としたものを削減した結果、決裁日数を平均２．６日、延べ８５７日短縮。

• 案件の重要度を検討した上で、２億円未満の事業実施起案に係る決裁基準について、 終決

裁者を理事長→主管理事の専決とするよう効率化を図った結果、決裁日数を平均３．１日、延

べ２，５９２日短縮。

• 以上の文書決裁基準の見直しにより、決裁日数を平均３．０日、延べ３，４４９日短縮。

① 合議先の削減

② 終決裁者の見直し（理事長→主管理事）

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制

改正内容
決裁基準の事務の種類

（代表的なもの）

件数、起案～決裁に要した平均日数 短縮した
日数

平成２６年度 平成２７年度

合議先の削減を実施

請負付託の決定及び仕様書策定（範囲；～２千万円） ４８件 １４.３日 ５３件 ６.４日

２.６日減
補助金/補助事業の承継の承認 ３２件 １０.８日 ２５件 ８.０日

請負付託の決定及び仕様書策定（範囲；２千万円～１億円／２億円*平成２７.６月
～）

４８件 ６.７日 １２件 ５.６日

後援名義使用の承認（負担金なし） ８７件 １３.８日 ９２件 １１.８日

計 ２１５件 １１.８日 １８２件 ９.３日 延べ ８５７日減

改正内容
決裁基準の事務の種類

（代表的なもの）

件数、起案～決裁に要した平均日数 短縮した
日数

平成２６年度 平成２７年度

終決裁者の見直しを実施

研究開発に係る委託契約の締結及び補助金交付決定 ＜理事長決裁＞
＊平成２６年度；１億円以上 ⇒ 平成２７年度；２億円以上

２５４件 １５.３日 １７３件 ９.７日

３.１日減
研究開発に係る委託契約の締結及び補助金交付決定 ＜主管理事決裁＞
＊平成２６年度；１億円未満 ⇒ 平成２７年度；２億円未満

４９３件 ９.１日 ５４２件 ７.６日

計 ７４７件 １１.２日 ７１５件 ８.１日 延べ ２,５９２日減

起案～決裁に要した日数
９６２件 １１.４日 ８９７件 ８.４日 ３.０日減

１０,９４７日 ７,４９８日 延べ ３,４４９日減
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： A

評価根拠

• プロジェクト成果の受賞実績については、産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞等５件、グッドデザイン大賞など、合計
４４件と大幅に受賞件数が増加（平成２５年度２２件、平成２６年度２１件）。

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

２.（２）自己改革と外部評価の徹底



• 産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞等５件、グッドデザイン大賞など、
合計４４件と大幅に受賞件数が増加（平成２５年度２２件、平成２６年度２１件）。

○ プロジェクト成果の受賞実績
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＜世界初のＩＳＯ１３４８２認証を取得した「HAL®作業支援用」＞

＜生活支援ロボット安全検証センター＞

＜世界 先端の産業ロボット用３次元ビジョンセンサ＞

○経済産業大臣賞

大学発ベンチャーにて、産業ロボットの目と脳となる

３次元ロボットビジョンセンサを開発。
「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」の成果（平成２５年度）

＜産学官連携功労者表彰＞

＜グッドデザイン賞＞
○グッドデザイン大賞
障害のある方、高齢の方にも使い易い、ユニバーサルデザインの

電動車椅子を開発。
「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」の成果（平成２４年度）

＜パーソナルモビリティ「WHILL Model A」＞ ＜搭乗イメージ＞

２.（２）自己改革と外部評価の徹底

○内閣総理大臣賞
生活支援ロボットの安全性評価の基準、試験方法、
認証スキームを確立し、安全基準の国際標準化を主導。
「生活支援ロボット実用化プロジェクト」の成果（平成２１年度～平成２５年度）
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 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特別講座」、「プロジェクトマネジメント基礎講座」、「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、英語でのEメールライティングやプレゼンテーション能力向上のための研修を実施しつ
つ、新たに英会話力底上げのための研修を実施。

• 効果的なプロジェクトマネジメント手法や経営学等の幅広い知識を習得するため、海外の大学院の修士課程に１名、国内の大学院の修士課程
に１名の職員を派遣し、それぞれ修士号を取得（当初目標（２名）を達成）。

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

２.（３）職員の意欲向上と能力開発



○ 研修や留学を通じたプロジェクトマネジメント力の向上、幅広い知識の習得

• 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特別講座」、「プ

ロジェクトマネジメント基礎講座」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、英語でのEメールライティングやプレゼン

テーション能力向上のための研修を実施しつつ新たに英会話力底上げのための研修を実施。

• 効果的なプロジェクトマネジメント手法や経営学等の幅広い知識を習得するため、海外の大学院

の修士課程に１名、国内の大学院の修士課程に１名の職員を派遣し、修士号を取得。当初目標

（２名）を達成。
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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.（３）職員の意欲向上と能力開発

＜英会話研修＞

英会話力の底上げを図るため、平成
２７年度の新しい取組として、英語へ
の苦手意識を克服することや基礎的
な英会話方法を習得することを目的
とした英会話研修を実施。

＜海外・国内留学＞

海外大学院修士課程に１名を派遣し、技術

経営学（MOT）の修士号、国内大学院修士

課程に１名を派遣し、経営学（ＭＢＡ）の修士

号を取得。加えて、平成２８年度には、新た

に３名を大学に派遣することを決定。
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ A

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： A

評価根拠

• 従来書面で行っていた知的財産権に関する通知及び届出について、Ｗｅｂシステムを利用した提出を可能とし、試行運用を経て、平成２７年１０
月から全事業者に拡大。

• イントラネットの再構築により、機構内情報の集約・共有のための共通基盤を導入。

• 新たに振る舞い検知や常駐者監視等により出口対策を強化し、データバックアップのオンライン取得など、災害時への対策にも配慮。情報セ
キュリティ監査の内容を拡充。

• 新情報基盤サービスの導入により、標的型攻撃への対応やＭＤＭの導入など情報セキュリティ対策を一層強化するとともに、ノート型シンクラ
イアントＰＣの採用・柔軟な印刷環境の構築など利便性を向上。

２．業務運営の効率化に関する事項

（４）業務・システムの 適化

２.（４）業務・システムの最適化



• 従来書面で行っていた知的財産権に関する通知及び届出について、Ｗｅｂシステムを利用した
提出を可能とし、一部事業者での試行運用を経て、平成２７年１０月から全事業者に拡大。

• イントラネットの再構築により、機構内情報の集約・共有のための共通基盤を導入。

• 新プロジェクトマネジメントシステムの開発に向け、要件定義・仕様書を作成。

○ 業務・システムの 適化
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２.（４）業務・システムの最適化

・従来書面により提出することとされていた知的財産権に関する通知及
び届出（平成２７年度提出総数：約１，５００件）について、Ｗｅｂシステ
ムを利用した提出を可能とすることにより、利用者の負担軽減と業務
の効率化を実現（平成２７年２月から委託先３社での試行運用を行っ
た後、１０月より全ての事業者に拡大）。

＜知財報告のＷｅｂ化＞

・機構のプロジェクトのマネジメントの効率化、高度化、事業者の利便
性向上及びセキュリティ強化を目指すため、新たにナレッジの蓄積・
共有、プロジェクトの可視化及びプロジェクトに参加する事業者との
情報共有を実現する新プロジェクトマネジメントシステムの要件定義・
仕様書を作成。

＜新プロジェクトマネジメントシステムの要件定義＞

【PJ進捗管理】【課題管理表】 【予算執行管理】

・機構内情報の集約と検索機能の充実を図ることにより、新たに着任し
た職員でも分かりやすく、かつ業務をスムーズに進めることができるよ
う機構内情報共有基盤（イントラネット）を再構築。

＜イントラネットの構築 ＞



• 新情報基盤サービスでは、新たに振る舞い検知や常駐者監視等により出口対策を強化し、デー
タバックアップのオンライン取得など、災害時への対策にも配慮。また、情報セキュリティ監査の
契約形態や選定プロセスを変更し監査内容を拡充。

• 新情報基盤サービスの導入により、標的型攻撃への対応や、ＭＤＭ（モバイルデバイスマネジメ
ント）（※）の導入など情報セキュリティ対策を一層強化するとともに、ノート型シンクライアントＰＣ
の採用、柔軟な印刷環境の構築など利便性を向上。

○ 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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＜情報セキュリティ対策の強化や監査の拡充＞
・平成２７年４月からサーバ監視やログ分析による不正通信検知を強化したほか、平成２７年１１月から提供を開始した
新情報基盤サービスでは、新たに振る舞い検知（※）や常駐者監視等により出口対策を強化。また、データバックアップ
を新たにオンラインで取得し遠隔地に蓄積するなど、災害時への対策にも配慮（従前は一部データを電子媒体で保存）。

・情報セキュリティ監査において、契約形態や選定プロセスの変更等を踏まえ、外部の第三者機関を選定し、実施内容
の対象範囲を拡大するなど監査内容を拡充（自己点検における職員の回答の適正性分析など）。

（※）振る舞い検知：従来のようなウイルス定義ファイルのマッチングではなく、ウイルスの挙動や行動パターンを識別し、判定を行う機能。

＜新たな情報基盤サービスの導入＞
・平成２７年１０月末をもって現行の「ＮＥＤＯ情報基盤サービス」の契約期間が終了したことを踏まえ、「ＮＥＤＯ ＰＣ－
ＬＡＮシステムの 適化計画」に基づき、新たな情報基盤サービスの環境構築や円滑なデータ移行等を実施し、予定
どおり１１月からサービス提供を開始。

・新サービスでは、新たに標的型攻撃（※）への対応や、ＭＤＭの導入等情報セキュリティ対策を一層強化するとともに、
ノート型シンクライアントＰＣの採用・柔軟かつセキュアな印刷環境の構築など、役職員の利便性を向上。

（※）標的型攻撃：特定の個人や企業・組織等の機密情報の窃取やシステム破壊等を目的としたサイバー攻撃の総称

（※）MDM：モバイル管理機能の総称で、モバイルPC、スマートフォン等が盗難にあっても、遠隔制御によりモバイルPC、スマートフォン等
をロック、又は搭載ソフトウェアやデータの削除等を実行する機能。

２.（４）業務・システムの最適化
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ A

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： A

評価根拠

• 平成２７年度は新たに二つの業務において外部の専門機関を活用することで業務を効率化。
① マイナンバー収集・管理業務をアウトソーシングすることで、情報セキュリティの確保及び業務効率化を実現。

② 分野別特許出願情報収集業務をアウトソーシングすることで、専門家の知見も活用しつつ、効率的に特許情報を整理・分析を行い、
的確なポジション分析に基づく戦略策定に寄与。

２．業務運営の効率化に関する事項

（５）外部能力の活用

２.（５）外部能力の活用



・業務内容やフローについて不断の見直しを行い、平成２７年度は２つの業務において外部の専門
機関を活用。

マイナンバー収集・管理業務をアウトソーシングすることで、情報セキュリティの確保及び業務
効率化を実現。

分野別特許出願情報収集業務をアウトソーシングすることで、専門家の知見も活用しつつ、効
率的に特許情報を整理・分析を行い、的確なポジション分析に基づく戦略策定に寄与。
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【外部能力の活用による業務効率化の例】

（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）

• マイナンバー収集・管理業務（平成２７年度新規）

• 分野別特許出願情報収集業務（平成２７年度新規）

• 外部来訪者の総合受付業務

• 科学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

２.（５）外部能力の活用
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

評価根拠

• 機構の平成２７年度ＣＯ２排出量実績（暫定）については３２万２６９９ｋｇ-ＣＯ２となり、基準年度（平成１８年度）比６３．９ ％削減（目標：６％）。
• シンクライアントＰＣの切替えの実施により、平成２７年１１月以降、 執務室のＯＡ系の電力量について約４割削減。

２．業務運営の効率化に関する事項

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮

２.（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮



• 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
中の間引き消灯等の措置を実施。

• シンクライアントＰＣの切替えにより、１１月以降、 執務室のＯＡ系の

電力量について約４割の削減。また、会議・打合せにおける資料の
ペーパーレス化を推進し、省資源への取組を加速。

• 定時帰宅日の一層の徹底、休暇の分散取得の呼び掛け。
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２.（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮

• 「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２６
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２０１５”に総括し公表。（平成２７年６月）

→平成２６年度排出量実績 ３２万９４９１ｋｇ-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

●評価のポイント

• 平成２７年度排出量実績（暫定※ ）については３２万２６９９ｋｇ-ＣＯ２となり基準年度（平成１８年度）比６３．９ ％削減（目標：６％）。
• シンクライアントＰＣの切替えにより、１１月以降、 執務室のＯＡ系の電力量について約４割削減。

• 平成２７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 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組を引き続き実施。

• 平成２７年度排出量実績（暫定値※）は３２万２６９９ｋｇ-ＣＯ２（前年度比２．１％削減）となり、基準
年度（平成１８年度）比６３．９ ％削減を達成し、削減目標（６％削減）を実現（平成２８年６月公表
予定）。

• 平成１９年～２７年度総排出量実績としては５１７万９３２５ｋｇ-ＣＯ２ となり、対象期間年平均値に
おいて基準年度（平成１８年度）比３５．７ ％削減を達成。

• シンクライアントＰＣの切替えにより、１１月以降、 執務室のＯＡ系の電力量について約４割削減。

※平成２８年１１月頃確定見込み
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 予算の効率化目標（毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化）を達成（平成２７年度までに毎年度平均で１７．５％の効率化を達成）。

２．業務運営の効率化に関する事項

（７）業務の効率化、役職員の給与等の水準の適正化

２.（７）業務の効率化
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２.（７）業務の効率化

• 中長期目標期間中、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％
の効率化を行う目標を設定。 （＊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２７年度までに毎年度平均で１７．５％の効率化を実現し、目標を達成。

平均 ▲１７．５％

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）

▲２７.６％
▲０.０１％

○ 効率的な予算執行
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▲２４.８％

経費削減に関する主な取組

 出張旅費の削減による業務効率化

 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２７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
 産学官で取り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 等
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 平成２７年度の随意契約の割合は、件数ベース：４．４％（前年度：３．６％）、金額ベース：０．１％（同：０．１％）。契約監視委員会を開催し、引
き続き入札・契約の透明性及び適正性を確保。

２．業務運営の効率化に関する事項

（８）随意契約の見直しに関する事項、入札・契約の適正化、官民競争入札等の活用、公益法人
等に対する支出の適正化

２.（８）随意契約の見直しに関する事項
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２.(８)随意契約の見直しに関する事項

○随意契約の見直し等による入札・契約の適正化を実施

◆平成２７年度の機構の競争調達、及び一者応札・応募状況

• 「随意契約情報の公表に関する運用指針」に基づき、平成２７年度も引き続き契約の内容につ
いてホームページで定期的に公表を実施。

• 平成２７年度の競争性のある契約は、件数ベース：９５.６％（前年度：９６.４％）、金額ベース：９
９.９％（前年：９９.９％）となった。また、一者応札の割合は、件数ベース：１０．７％（前年度：１０．
０％）、金額ベース：２３．６％（同：１２．７％）となった。

• 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平成２７年度においても外部有
識者による契約監視委員会を６月及び７月に開催し、契約等の点検・見直しを受けるとともに、
引き続き入札・契約の透明性及び適正性を確保するための取組を実施。

• 具体的には、仕様書内容の見直し、公告・公募期間の十分な確保、メール配信サービス登録の
慫慂、技術開発等で一者提案だった場合の公募期間延長など、競争性の確保に向けた取組を
推進。

平成２６年度 平成２７年度 前年度増減 (比)

ニ者以上
件数 439 (90.0%) 425 (89.3%) △ 14 ( 96.8%)
金額 796.9 (87.3%) 728.6 (76.4%) △ 68.3 ( 91.4%)

一者
件数 49 (10.0%) 51 (10.7%) 2 ( 104.1%)
金額 115.5 (12.7%) 224.7 (23.6%) 109.2 ( 194.5%)

合計
件数 488 (100.0%) 476 (100.0%) △ 12 ( 97.5%)

金額 912.4 (100.0%) 953.3 (100.0%) 40.9 ( 104.5%)

（単位：件、億円）

平成26年度 平成27年度 比較増△減

件数 金額 件数 金額 件数 金額

競争性のある契約 488 （96.4％） 912.3 (99.9％） 476 （95.6％） 953.3  （99.9％） △12  （△2.5％） 41.0   （4.5％）

競争性のない随意契約 18 (3.6％） 0.9  （0.1％） 22  （4.4％） 1.2 （0.1％） 4   （22.2％） 0.3  （33.3％）

合計 506 （100％） 913.3 （100％） 498 （100％） 954.4  （100％） △8  （△1.6％） 41.1   （4.5％）
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 事業実施者の不正行為抑制のため、検査研修及びＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に経理指導を実施。

• 内部監査規程に基づき、重点項目を設定するなど監査計画を作成し、実地監査及び調書等を活用して効率的に内部監査（業務監査及び会
計監査）を実施。監事との情報交換により適切な内部監査を実施。

• 内部統制強化のため、リスク分析資料（業務フロー資料、リスク評価資料）を整備するとともに、他の国立研究開発法人に先駆けて、情報セ
キュリティマネジメント分野での国際認証であるＩＳＯ２７００１（ＩＳＭＳ）を取得する作業方針を決定。

２．業務運営の効率化に関する事項

（９）コンプライアンスの推進

２.（９）コンプライアンスの推進



【ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対する経理指導】
ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対して、経理指導等を実施し、公的研究費の適正な執行を確保。

• 採択決定時にＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者を集めた事務取扱説明会を開催し、事務手続の要点及び契約・検査
に係る具体的な経理内容の説明を実施。

• また、ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対しては、中間検査において、積極的に現地調査を実施し、研究の実施状
況を把握するとともに、現地で個別に経理指導を実施。
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２.（９）コンプライアンスの推進

○ 事業実施者における不正行為抑制に向けた取組

• 研究費の不正使用等を行った事業実施者については、交付決定の取消、研究費の返還請求と
いった措置を行い、必要に応じ、新たな委託契約及び助成金交付等の停止処分を行うとともに、
当該内容を公表。

• 事業実施者における不正事案の発生を抑制するため、検査研修を年５回、全国で延べ１４箇所
で開催し、延べ７７２名（対前年度比：＋１１％）が参加。研究費を取り扱うに当たっての心構えの
ほか、事業者におけるコンプライアンスの取組や法令・規定等に則した適正な経費執行について
周知。

• 加えて、ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対しては、経理指導を実施。

【事業実施者に対する検査研修】
公的研究費の適正な執行を確保するため、事業実施者に対して６月（２回）、９月、１０月、１２月の計５回、全国延べ１４箇所で検査

研修を開催。（計７７２名参加、対前年度比：＋１１％）
検査研修では、事業者用の委託契約等検査マニュアルを配付し、研究費を取り扱うに当たっての心構えのほか、事業者におけるコ

ンプライアンスの取組や法令・規定等に則した適正な経費執行について周知。



• 内部監査規程に基づき、重点項目を設定するなど監査計画を作成し、実地監査及び調書等を活
用して効率的に内部監査（業務監査及び会計監査）を実施。

• 監事との情報交換により適切な内部監査を実施。

◆ 平成２７年度に実施した内部監査

内部監査規程に基づき、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、監査を実施した。

会計監査人

監事監査内部監査

監査項目 監査結果

業
務
監
査

事
項

出張報告の実施状況について
各部の実情に合わせて、システムに登録したり文書で保管したりできる
よう提示した。

委託事業及び助成事業等にお
ける検査の実施状況について

各種検査について、マニュアル等に定めた検査手順は実施されており、
検査の実効は確保されていることを確認した。

不正行為の再発防止策の実
施状況について

再発防止策として、事業費の支払（５０万円以上）は銀行振込とすること、
事業者への直接聴取の実施、不正行為事例集を用いた研修の実施が
行われていることを確認した。今後、事業者面談は採択前に行うよう事
業部へ指示した。

会
計
監
査

事
項

未払金の精算の実施状況につ
いて

支払遅延等の事態が発生していないかなどに着眼して監査を実施したと
ころ、支払が請求書の提出から３０日を超えて遅延している事態はない
ことを確認した。

展示会等の広報費に係る契約
の状況について

広報費に係る契約について、一般競争契約（総合評価落札方式）で行っ
ているものと委託契約で行っているものがあり、今後、競争の利益を享
受することができる適切な契約方式を選択するよう、事業部へ注意喚起
を行った。
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○ 内部監査の実施

２.（９）コンプライアンスの推進



【リスク分析資料の整備】
機構の業務遂行をより着実なものとするため、企業に
おける内部統制システム（改正会社法（２００６年施
行））を参考としつつ、業務とリスクを分析しＰＤＣＡサイ
クルを展開。

○ 内部統制の強化、実施者不正抑制、情報管理徹底及び内部監査実施の取組

• 内部統制・リスク管理推進委員会を設置し行動計画を策定。当該計画に基づき、個人情報保護
研修に外部講師を招聘するなど各種研修内容を質的に強化し、リスク分析資料（業務フロー資
料、リスク評価資料）を整備。

• 個人情報及び情報システムの更なるセキュリティレベル向上のため、外部の第三者機関を活用
して現況調査を実施し、情報セキュリティマネジメント分野での国際認証であるＩＳＯ２７００１（ＩＳ
ＭＳ）を他の国立研究開発法人に先駆けて、取得する作業方針を決定。
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【ＩＳＯ２７００１国際認証による内部統制強化】
現況調査を実施し、ＩＳＯ２７００１認証取得方針を決定。

２.（９）コンプライアンスの推進
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３．財務内容の改善に関する事項
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 委託契約に基づく売上納付を求めるため、報告書徴収（１０３件）及び現地調査（３７回）を実施し、計画どおり約３０百万円の収益納付を達成。

３．財務内容の改善に関する事項

（１）繰越欠損金の増加の抑制

３.（１）繰越欠損金の増加の抑制



○ 繰越欠損金の増加の抑制

115

・基盤技術研究は、ＮＥＤＯが国から出資された資金を用いて民間企業等に対する委託事業により
実施しているため、事業を遂行する過程で制度的に欠損金が不可避的に生じるという特殊要因が
ある。

・そのような中、繰越欠損金の圧縮に向け、管理費の低減に努めるとともに、研究成果の事業化の
状況や売上等の状況について１０３件（前年度１０９件）の報告を徴収し、研究委託先等への現地
調査を３７回（前年度５５回）実施することなどにより、委託契約に従った売上等の納付を研究開発
委託先に対し慫慂。

・その結果、計画どおり約３０百万円（前年度約２８百万円）の収益納付を達成（収益納付累計額は
約１４９百万円）。
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基盤技術研究の事業概要
基盤技術研究の成果は国民生活、社会経済活動の基盤をなすばかりでなく、革

新的な技術体系をもたらし、新規市場の創出等様々な波及効果が期待できる知

的資産を産み出す一方で、研究開発リスクが高く、企業単独で取り組むことが困

難であり、成果が開花するまでには相当の投資と期間を要する。このため、基盤

技術研究に対し、ＮＥＤＯが国から出資を受けて委託事業として支援を実施。

本事業においては、政府出資金を原資として事業を実施（費用として計上）する

仕組みとなっていること及び民間企業と同一の会計処理を法律により義務化され

ていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じる。

なお、平成２７年度末の繰越欠損金は６２７億円。平成２５年度の事業終了後、

新たな事業は行わないこととしているため、繰越欠損金の額は増加しない。

国

ＮＥＤＯ （基盤技術研究促進勘定）

民 間 企 業 等

出資金

技術開発委託費

＜事業スキーム＞

※基盤技術とは、利用分野の広がりとしての波及
性、及び性能・生産性の向上に与えるインパクト
の大きさとしての効果・効用が大きい技術

３.（１）繰越欠損金の増加の抑制
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ｂ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 保有資産（伊東敷地）について、適切に売却を行い、譲渡収入を国庫納付。

３．財務内容の改善に関する事項

（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等

３.（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等



• 保有資産（伊東敷地）について、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７日閣議決定）に基づき、売却による譲渡収入を国庫納付するべく手続を進め、平成２７年７月
に５回目の入札を実施。これらの取組により応札者が決定（譲渡完了）。平成２８年３月に譲渡収
入を国庫納付。

• これにより、上記基本方針で国庫納付すべきとされた不要資産のうち、実物資産の国庫納付は
全て完了。

• 算定基準を見直した価格算定に基づき取得財産の有償譲渡を行うなど自己収入の獲得に努め
た。

• 全ての現預金、有価証券について、機構内において保有の必要性、保有目的に照らした規模の
適切性等を把握・検討した上で、精緻な執行管理を実施。
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○ 自己収入増加の検討と適切な資産管理

＜参考＞
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７日閣議決定） 【抜粋】
【資産・運営等の見直し】
 講ずべき措置 ： 不要資産の国庫返納
 実施時期 ： 平成２２年度以降実施
 具体的内容 ： 伊東敷地の国庫納付

●保有資産（伊東敷地）の売却に至った経緯

・平成２４年に国庫納付認可申請を行った後、平成２４年に１回、平成２５年に２回、入札を実施（結果：応札者なしによる不調）
・平成２６年に不動産鑑定評価による価格の見直しを行い、見直し後の価格を反映した 低売却価格を初めて公表するとともに、
入札公告期間を従来より長く設けて入札を実施（結果：応札者なしによる不調）。

・上記の経緯を踏まえ、平成２７年７月に、以下の工夫を施して５回目の入札を実施。
 入札公告期間をさらに延長
 物件の情報を地域の宅建協会を通じて、地元不動産関連業者へ広く公告
 不動産鑑定評価による価格の見直しを反映した 低売却価格を公表

これらの取組により応札者が決定（譲渡完了）。平成２８年３月に譲渡収入を国庫納付。

３.（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ｂ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 運営費交付金債務について、前年度の５８８億円から４７２億円に減少。

３．財務内容の改善に関する事項

（３）運営費交付金の効率的活用の促進

３.（３）運営費交付金の効率的活用の促進



• 独立行政法人における運営費交付金のメリットを 大限に活用するという観点を踏まえ、事業の
進捗管理の徹底、期中における適切な予算追加投入等を実施。

• 期末における運営費交付金債務は前年度の５８８億円から４７２億円に減少、平成２７年度予算
額に対して３３．１％。補正予算及び国際共同事業における相手国の手続遅延等やむを得ない
事情により発生した債務を除いた場合は２２６億円（１５．８％）となる。

早期執行に向けた予算執行管理の高度化

各事業部における契約率、執行率向上に向けた取組状況と問題点を共有する会議を企画・実施し、運営
費交付金債務の削減に向けた各事業部毎の対応方針等をとりまとめるとともに、毎月執行状況報告を
行うことで執行管理を強化した。これらの取組の結果、平成２７年度の運営費交付金債務を約１１７億円
削減した。

平成２７年度の取組

運営費交付金債務額の推移
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○ 運営費交付金の効率的活用の促進

（単位：億円）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他
全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他
全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他

運営費交付金総額（A） １,２１１ １,５９４ １,４２６

運営費交付金債務額（Ｂ） ３４５ １２８ １０２ １１５ ５８８ ２８７ ３４ ２６７ ４７２ ２２１ ２５ ２２６

債務残高割合（B/A） ２８.５% １０．６% ８．４% ９．５% ３６.９% １８．０% ２．１% １６．８% ３３.１% １５．５% １．７% １５．８%

３.（３）運営費交付金の効率的活用の促進
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ｂ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 平成２７年度末の利益剰余金は主に研究開発資産売却収入等であり、４勘定（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継
勘定）で計１０６．８億円を計上。

３．財務内容の改善に関する事項

（４）剰余金の適正化

３.（４）剰余金の適正化
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•機構の主たる業務である研究開発関連業務は、運営費交付
金等を財源として着実に実施しており、その支出額を限度に
収益化等を行っていることから、これにより利益剰余金が発
生することはない。

•平成２７年度末の利益剰余金は、４勘定（一般勘定、電源利
用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘定）で計１０６．
８億円を計上。

•この利益剰余金は、主に以下の発生要因により生じたもの。

[一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定] 

利益剰余金の推移

（単位：億円）

勘定名
平成

２６年度末
平成

２７年度末

一 般 勘 定 １８.９ ２１.８

電 源 利 用 勘 定 ６.０ ６.４

エネルギー需給勘
定

５７.７ ７８.１

鉱 工 業 承 継 勘 定 ０.１ ０.５

合計 ８２.７ １０６.８

• 平成２７年度末の利益剰余金は主に研究開発資産売却収入等であり、４勘定（一般勘定、電源
利用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘定）で計１０６．８億円を計上。

○ 剰余金の適正化

終了した研究開発事業に係る資産について、他の事
業への利活用調査を行った上、適切に処分。
⇒研究開発資産売却収入

[鉱工業承継勘定] 

破産更生債権の売却等に伴い、前年度決算におい
て計上していた貸倒引当金を戻入。
⇒貸倒引当金戻入益

３.（４）剰余金の適正化



122

評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ｂ Ｂ Ｂ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ｂ

評価根拠

• 鉱工業承継業務については、「鉱工業承継勘定」廃止に伴う出資者への残余財産分配の際、繰越欠損金を残したまま当該勘定を廃止する可
能性もあった中、 終的に出資金を毀損せずに返還できることに加え、剰余金９千万円を国庫に返納予定。

３．財務内容の改善に関する事項

（５）債務保証経過業務、貸付経過業務、リスク管理債権適正化

３.（５）債務保証経過業務、貸付経過業務 リスク管理債権適正化



• 貸倒懸念債権、破産更生債権等については、債権残高の解消に向けて適切なリスク管理に努め
るとともに着実な債権回収を図ることにより、平成２７年度末に総額１５．１億円（対前年度５８百
万円の減）の計上となった。

（注） 計数は四捨五入のため端数が合計と一致しないものがある。
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区分 期首残高 当期増減額 期末残高 摘要

【一般勘定】
未収金（研究開発等業務）

２４７,３２３ ０ ２４７,３２３ （注）

【エネルギー需給勘定】

求償権 １,２２１,０５２ ０ １,２２１,０５２ （注）

未収金（研究開発等業務） ２３,１１０ １３,６３１ ３６,７４０ （注）

【鉱工業承継勘定】

貸付金 ６６,５８１ △６６,５８１ ０ （注）

未収金 ４,８２９ △４,８２９ ０ （注）

【法人合計】

貸付金等の合計値 １,５６２,８９５ △５７,７７９ １,５０５,１１６ （注）

貸付等残高に占める貸倒懸念債権及び破
産更生債権等の割合（％）

１００％ １００％

（単位：千円）

３.（５）債務保証経過業務、貸付経過業務 リスク管理債権適正化

リスク管理債権の適正化①



●評価のポイント

• 鉱工業承継業務については、「鉱工業承継勘定」廃止に伴う出資者への残余財産分配の際、繰越欠損金を残し
たまま当該勘定を廃止する可能性もあった中、 終的に出資金については毀損せずに返還できることに加え、
剰余金９千万円を国庫に返納予定。

• リスク管理債権を有する全事業で計画的な債権回収を実施。今後も適切な管理・回収に努める。
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事業名称

貸倒懸念債権、

破産更生債権等

（千円）

管理状況 等

新エネルギー利用

等債務保証制度

（エネルギー需給

勘定）

１，２２１，０５２ 債務者の事業及び財務の状況等の把握により適切なリスク管理を行い、債

権の管理・回収に努めている。

研 究 開 発 等 業 務

（一般・エネルギー

需給勘定）

２８４，０６４ 委託等事業等における過払い金等の返還処理において、返還が一部滞っ

た案件が発生したために計上したもの。今後も適切な管理・回収に努める。

鉱工業承継業

務
（鉱工業承継勘定）

０ 貸付金等の回収については、残っていた破産更生債権（２件３社）の売却等

により債権処理を完了 （債権残高： 平成２６年度末 ７１,４１０千円 → 平成２

７年度末 ０ 円 ）。

これにより、平成１５年４月に基盤技術研究促進センターから承継した鉱工

業承継業務については、本年度末をもって全て終了（中長期計画を達成）。

３.（５）債務保証経過業務、貸付経過業務 リスク管理債権適正化

○ リスク管理債権の適正化②
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（参考）業績評価に係る外部有識者からの意見聴取について

○ＮＥＤＯ業績評価点検委員 委員長 松田 修一 早稲田大学名誉教授
委員 須藤 亮 株式会社東芝 常任顧問
委員 谷田部 雅嗣 元日本放送協会解説委員、科学ジャーナリスト

Ⅰ．研究開発成果の 大化その他の業務の質の向上に関する事項
＜技術開発マネジメント関連業務＞
（技術開発マネジメントの機能強化）

○企画、実施段階ではプロジェクトマネージャー（ＰＭ)が主体的に立
案するプロセスを新規に導入し、達成目標及び実施方法に関する検
討・検証が深化し、前年末までのプロジェクト公募開始率が９０％と
大幅に向上できた点は高く評価できる。

○目標を超える成果であったが、さらに達成率をあげられるよう、ＰＭ
の事前評価の際に、参画する企業等の将来技術戦略の明確な方向
性の厳しいチェックを期待したい。

（技術開発型ベンチャー企業等の振興）
○認定ＶＣが出資するベンチャー企業に対して助成するという新しい

スキームを採用し、投資環境を整備した点が評価できる。
○支援先ベンチャーでＩＰＯを果たしたのは計１６社であり、平成２８年

５月現在の時価総額は1兆円を超えており、大きな成果を得ている。

（オープンイノベーションの推進）
○ＮＥＤＯの「オープンイノベーション協議会」は先駆的に取り組んで

来ており、マインドを産業界に広めるために大いに貢献できている。

（技術開発成果の事業化支援）
○技術開発と標準化の一体的な推進は極めて重要なミッションであり、

平成２７年度はプロジェクトの成果に係わる標準案を１２件、ＩＥＣやＩ
ＳＯに提案することができ、目標３件を大きく上回ることができたこと
は高く評価できる。

（情報発信等の推進）
○ニュースリリース、記者会見等の大幅な増加による読売新聞・朝日

新聞・日本経済新聞での関連報道の増加や各種イベントへの出展
等を積極的に実施するなど積極的な活動が評価できる。

○平成２７年度業績評価の係る業績評価点検委員からの主なコメント

（技術分野ごとの目標）
○エネルギー研究開発については、世界市場が立ち上がった時に、

競争力を加速・維持していることが重要である。単なる上市ではなく、
市場シェアアップを視野に置いた評価を重視していただきたい。

○ロボット技術の多様な展開や新幹線への応用など、生活に結び付
くことが実感できる成果も上がっており、国民の期待に応える成果が
今後も期待できる。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
（機動的・効率的な組織・人員体制）

○ ＮＥＤＯ内業務の責任権限を明確にし、承認制度などを見直すこと
で、文書決裁日数などを短縮し、延べ日数を大幅削減していること
が評価できる。

（自己改革と外部評価の徹底）
○ プロジェクトの成果では、大学発ベンチャー大賞、産学連携功労賞

等があり、明確な外部評価があったといえる。
（職員の意欲向上と能力開発）

○ ＮＥＤＯの職員にもっと修士や博士（ＰｈＤ）を取得することを支援し、
職員の意欲向上を図ることが重要である。

（業務・システムの 適化）
○ 新情報基盤サービスの導入により標的型攻撃やＭＤＭの導入など

情報セキュリティ対策の一層の強化を図っている。
（省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮）

○ ＣＯ２削減や省電力については、飛躍的削減を達成している。

Ⅲ．財務の内容の改善に関する事項
（資産売却、鉱工業承継業務 等）

○ 地道な活動を、しっかり実行している。
（運営費交付金の効率的活用の促進）

○ プロジェクト相手国の事情等により残る交付金はあるが、引き続き
事業の進捗管理の徹底で、削減努力を期待したい。


