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 参考資料 







収入合計 219,935 202,375 204,951 165,873 162,724 税金 86 84 83 105 104 

業務委託費 20,058 21,463 21,224 34,727 45,538 

支払利息 44,754 46,551 50,380 65,649 60,721 

債券発行諸費  354 307 445 763 719 

予備費 - - - 141 141 

支  出  合  計 81,682 84,915 89,148 124,098 128,424 







11 1

指摘事項については、JICAが実施している助成金交付事業の事業対象者は基本的に継
続申請・交付している団体のみとなることから、以下の内部規程及び交付決定通知書
（様式）に記載済。
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第13条（助成金の交付決定の取り消し）
「移住者の団体に対する助成金交付基準」第14条（助成金の返還）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」第８条（加算金及び延滞金）
「移住者の団体に対する助成金交付要領（執務要領）」様式第２号（助成金交付決定
通知書）
また、申請書を作成するための「手引き」においても記載済。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2
効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際交流基金、国際観光振
興機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用等の取組を通じて、法人間
の業務実施の連携を強化している。

13 2

平成25年３月に理事長を委員長とする「業務改善推進委員会」を機構内に設け、理事長主導
で社内横断的に業務改善を進めた。事務・事業のフロー等の分析を行い、事業の質の向上と
迅速化を図るための計画を策定した上で、抜本的な合理化・簡素化を進めている。この中で
戦略性を強化する対象プログラム（「強化プログラム」）の導入等事業の選択と集中に向けた
施策を実施すると共に、技術協力事業の計画策定や実施管理手順の変更、国内出張に係る
パック商品等チケット手配業務のアウトソーシング化等を実施した。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

措置済み

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、他法人との共同調達や間接
業務の共同実施の可能性について検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年度についても引き続き、「業務改善推進委員会」で策定した、事業の質の
向上と迅速化を図るための計画に基づき、業務改善に取り組む。
また、技術協力機材の在外調達支援業務について、業務フロー・コスト分析を平成
27年度中に実施し、民間委託を行った場合と直接実施した場合の運営状況等を比
較し、最適な業務実施方法について検討を行う。
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［国際協力機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項

第１ 在外機能の強化 
開発途上国の真のニーズの把握と現場の実情を踏まえた迅速な対応のため在外機能の強化が求められる一方、国

際協力機構の国内、在外の定員については、国内定員が在外定員を大幅に上回る状況。現地採用職員の活用や国内
における在外支援機能の強化等の取組を推進するとともに、総定員や総人件費の増加を招くことなく、着実に国内
定員を在外定員にシフトすることにより、在外機能を総合的に強化 

第２ 事務及び事業の見直し 
１ ＯＤＡ３事業（技術協力事業、有償資金協力事業及び無償資金協力事業）について、開発途上国の国や地域にお

ける真の援助ニーズに応えるため、要請主義による個別事業の実施ではなく、ＯＤＡ３事業を有機的に組み合わせ
たプログラム・アプローチの強化等により、事業を戦略的、効果的かつ効率的に実施。その際、事前、中間、事後
の評価などＰＤＣＡサイクル（Plan-Do-Check-Act cycle）を着実に推進するとともに、国民への説明責任を果た
す観点から、ホームページへの公表等を通じての「ＯＤＡの見える化」を充実 

２ 海外投融資事業について、現在実施されているパイロットアプローチで得られた教訓を業務実施体制、リスク審
査・管理体制等に確実に反映させた上で、万全の体制で事業を本格的に再開 

３ ボランティア派遣事業の実施に当たっては、同事業を含むＯＤＡ３事業等がそれぞれを補完しあい事業間相互の
相乗効果を最大限高めていくよう努め、効果的かつ効率的に実施。（ボランティア派遣事業の派遣隊員に支給され
る各種手当については、引き続き適正化を図る。） 

４ 草の根技術協力事業の実施に当たっては、ＮＧＯ等との連携を推進し、開発途上国の人々の生活改善・生計向上
に直接役立つ分野を中心として、効果的に実施 

５ 海外移住事業の見直し 
⑴ 日系人の日本語教師コース（上級２コース）については、独立行政法人国際交流基金に移管し、日系アイデン
ティティ向上を目的とするコースについては、引き続き国際協力機構で実施 

⑵ 日系個別研修については、日系社会における世代交代が進んでいる状況に鑑み、日系社会のニーズ及び外交政
策上の重要性を踏まえつつ、事業規模を縮減 

⑶ 海外移住者の団体に対する支援事業については、日系社会のニーズ及び外交政策上の重要性を踏まえつつ、役
割を終えたと判断される事業は廃止するなど事業を重点化して効果的かつ効率的に実施 

６ 国際協力機構研究所の行う研究事業については、研究成果の国際協力機構の事業での確実な活用及び国際的な援
助潮流へ影響を与えるためのプレゼンス向上という目的を達成するための研究領域・研究課題に限定して実施 

また、研究課題の設定及び研究成果について、国際協力機構の事業及び国際的な援助潮流への確実な貢献の観点
から定期的に検証 

第３ 海外事務所の見直し 
１ 次期中期目標期間中には、31 部局所 145 課（平成 23 年４月現在）の本部組織体制について、組織編成の理念
及びそれぞれの果たすべき機能・役割を再度整理した上で、その大括り化などにより、スリム化 

２ 各国際センター等の国内拠点については、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づく取組を着実に
進め、 
① 札幌国際センターと帯広国際センターについては、地元自治体・関係者との調整の上で統合を検討
② 東京国際センターと横浜国際センターについては、長期的な研修員受入事業の在り方、海外移住資料館の扱い

及び施設の稼働率等を踏まえ、統合について検討。大阪国際センター及び兵庫国際センターの統合並びに広尾
センターの機能移転等に伴う国内体制の見直しの進捗に合わせて、自治体等とも協議の上、次期中期目標期間
中に一定の結論を得る 

３ 国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構
の海外事務所については、外事務所の共用化を促進するため、海外事務所の共用化促進のための連絡会を海外にお
いて設置する等の仕組みを構築の上、共用化に向け積極的に検討。その際、利用者の利便性向上の観点から、海外
事務所と同じ国・地域に所在する独立行政法人以外の機関の事務所との共用化等、当該機関との連携についても検
討 

４ 在勤手当については、適正かつ厳格な見直しを行い、当該見直しに関して次期中期目標・中期計画に的確に反映 
５ 運営費交付金債務残高の発生原因や当該発生原因を踏まえた今後の対応等について、財務諸表、業務実績報告書
等で更に具体的に明示 

第４ 保有資産の見直し 
機構が保有する竹橋合同ビルの区分所有部分について有効な利活用方策を検討した上で、保有の必要性がなく、

売却が合理的であると判断される場合には処分を実施 
第５ 定量的かつ具体的な目標設定 

①人材養成・確保事業、②各国際センター等で実施する国民等の協力活動等の事業（国内拠点の利用者数）など、
現行中期目標期間中の業務実績等を踏まえ、次期中期目標・中期計画・年度計画等に、各事業の特性に応じて、可
能な限り定量的かつ具体的な目標を設定する。なお、定性的な目標設定とせざるを得ない場合であっても、目標の
達成度について第三者が検証可能なものとなるように努める 

第６ 業務全般に関する見直し 
１ 内部統制の更なる充実・強化 
２ 毎年の運営費交付金額の算定を運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で厳格に実施 









10 1
不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置につ
いて、平成26年秋に公表した平成27年度プログラムから申請要項等に明記し，申請者
に対する周知を行った。

11 1
不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付
の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されることを、平成27年
度の全助成プログラムの申請要領に明記した。

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

12 2

効果的かつ効率的な業務運営のため、各海外事務所において、国際観光振興機構、国
際協力機構、日本貿易振興機構の海外事務所との会議室の共同利用や，広報資料の相
互配置，メルマガ，SNSを通じた情報発信等の取組を通じて、法人間の業務実施の連
携を強化している。

13 2
適切な内部統制を図りつつ、効率的な運営に資するよう、業務フローの見直しを進め
ている。また個別には各案件に応じ、業務委託やコスト削減の方策検討を行ってい
る。

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

・引き続き、業務実施の連携強化を図るとともに、海外事務所の共用化又は
近接化について情報共有や物件調査の取組を進める。
・共同購入や間接業務の共同実施については、国際観光振興機構との本部事
務所の共用化の実施に合わせ、同事務所の賃貸借に付随する間接業務等につ
いて共同購入や共同実施についての可能性を検討する。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

市場化テストについては平成26年度までに8件実施済みであるが、業務フ
ローやコスト分析の手法を検討し、引き続き業務改善へ向けた取り組みをす
すめる。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

-

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助
金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、
また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し
周知する。

-

講ずべき措置 今後の対応方針
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［国際交流基金］ 

○ 政独委における勧告の方向性(平成 23.12.9)の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ フィルムライブラリー充実（本部）事業の効率的・効果的実施（上映回数の少ない作品のパッケージ化、送料

及び保管料削減の観点から可能な限り DVD 素材を調達）。 

２ 日本語能力試験の収支の安定等（受験料による現地機関収入のみでの支弁の徹底、現地収支剰余金の基金への

還元の促進、適切な受益者負担の観点から現地の情勢も踏まえた適切な受験料設定） 

３ ＪＩＣＡから移管される日本語研修の効率的実施。 

４ 情報ライブラリーや海外図書館の利用者数増大。 

第２ 関係機関との連携確保等 

事業の重複排除及び協力・連携の確保・強化を図り、効果的かつ効率的に事業を実施するため、関係する機関

それぞれの役割を明確にするとともに、国際的な交流促進の観点から、情報共有や調整・連携の一層の促進に資

するよう、関係省庁・機関の協力のもと、外務省及び交流基金が中心となり、連絡会を設置する等、関係する機

関全体として協力・連携を確保・強化するための仕組みを構築するものとする。また、上記の協力・連携の見直

しに併せ、交流基金が実施している個々の事業について、事業環境の変化や、それに応じた政策の動向を踏まえ

つつ、廃止や他機関への移管も含め、不断の見直しを行う。 

第３  業務実施体制等の見直し 

１ 組織の再編及び人員配置の適正化 

事業に必要な人員を確保しつつ、廃止等されている事業については、不断に、総人件費削減に資するような組

織の再編及び人員配置の適正化を図る。 

２ 京都支部の見直し 

京都支部の業務運営の合理化の観点から、①内部統制に留意しつつ、原則として、退職職員を嘱託職員として

雇用し支部長へ任用、②大阪府や奈良県に滞在しているフェローに対する支援等については、当該フェローの利

便性に配慮しつつ、大阪府に設置されている関西国際センターと連携して実施する等の措置を講ずる。 

３ 在勤手当の見直し 

在勤手当については、基本方針に基づき、外部有識者による検証、在外給与水準の調査等を踏まえた見直しを

行っているところである。総人件費削減の観点から、当該見直しに関して次期中期目標・中期計画に的確に反映。

また、当該見直しに併せ、海外運営専門員、日本語専門家等の交流基金職員以外の在勤手当についても見直しを

行い、次期中期目標・中期計画に的確に反映。 

４   海外現地情勢の的確な把握等 

適正な予算執行及び効果的な事業実施の観点から、在外公館や交流基金の海外事務所の情報収集機能を活用す

ることにより、海外現地情勢の悪化等の変化について、的確な予測を行う。また、外貨建債券の運用・監理につ

いては、交流基金の資金運用諮問委員会及び外務省独立行政法人評価委員会における点検や検討の結果を踏まえ、

欠損金の発生を抑制し、法人財政を健全化するために必要な措置を講ずる。 

第４  海外事務所の見直し 

交流基金、ＪＩＣＡ、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構の海外事務所の共用

化促進のための連絡会を海外において設置する等の仕組みを構築の上、共用化に向けた積極的な検討を行う。そ

の際、利用者の利便性向上の観点から、海外事務所と同じ国・地域に所在する独立行政法人以外の機関の事務所

との共用化等、当該機関との連携についても検討。 

第５  定量的な目標設定 

業務の質の向上及び的確な業務実績評価の実施の観点から、次期中期目標・中期計画においては、可能な限り

定量的目標を設定するとともに、定量的目標を設定するものについては、現行中期目標期間における実績を踏ま

えた目標を設定する。また、併せて、個々の事業の到達目標を明確にする。 

第６ 業務全般に関する見直し 

１  内部統制については、更に充実・強化を図る。 

２  毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 





その他収入 124 137 59 27 77 借入金償還 1,356 1,398 1,280 1,257 1,103 

合計 13,371 13,446 13,369 13,565 13,625 合計 13,445 13,472 13,605 14,899 14,718 
 







［自動車事故対策機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項 

 
第１ 事務及び事業の見直し 

１ 安全指導業務（適性診断事業及び指導講習事業）については、基本方針において、ユニバーサルサービスを確

保しつつ、民間への業務移管を進めるとされていることから、次期中期目標において、民間参入の障壁となる要

因分析等を行い、民間参入促進のための具体的な取組方策（認定取得の支援等・その実施時期を含む。）を策定

することを明記。 

２ 安全マネジメント業務（運輸安全マネジメント評価等）については、民間事業者でも実施していることから、

自動車事故対策機構が独立行政法人として行う必要性等を明らかにした上で、次期中期目標等において、国の政

策目標における自動車事故対策機構の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など自動車事故対策機構が担う

任務・役割を明記。 

３ 自動車アセスメント業務については、基本方針において「交通安全環境研究所への移管について、交通安全環

境研究所の施設改修の要否を検討する」とされていることから、その検討状況を踏まえつつ、移管に向けた具体

的な取組を行う。 

４ 療護センター運営業務については、公平な治療機会を確保する観点から、①自動車事故被害者及びその家族に

対する療護センターの周知を徹底するとともに、②療護センターで得られた知見・成果の他の医療機関等への普

及促進や在宅介護者等への支援を進めるものとする。これらの取組については、次期中期目標等において具体的

に明記するとともに、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水準等を可能な限り

具体的かつ定量的に示すものとする。また、療護センター及び療護施設機能一部委託病床への委託費のコスト要

因を分析し、必要な医療水準を維持しつつ、引き続きコスト削減を図る。 

５ 生活資金貸付業務については、新規貸付の減少、リスク管理債権の増加がみられるほか、回収金等収入に対し

て多額の事業費用を要していることから、①貸付の減少要因の分析及び貸付需要の把握、②貸付を必要とする者

への制度の周知徹底、③貸付を受けた者に対する債権管理・回収の一層の強化、④債権管理・回収コスト要因の

分析及びコスト削減、以上の取組を行い、あわせて、その支援のあり方を含めて、現在の手法が効果的かつ効率

的なものであるか検討。 

第２ 事務所等の見直し 

 全国 50 か所に置かれている主管支所及び支所については、①自動車関係３法人（自動車検査独立行政法人、

自動車事故対策機構及び独立行政法人交通安全環境研究所）の統廃合について議論があること、②支所等の間で

配置人員と業務量に較差があること、③被害者援護業務を充実させる方向にあること、④安全指導業務の民間移

管を促進することとしていること、⑤適性診断事業の電子化が完了したことを踏まえ、支所業務の集約化・効率

化にとどまらず、支所の合理化を図る。 

 第３ 業務全般に関する見直し 

１  内部統制については、更に充実・強化を図る。 

２  毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 
 

 

 

 

 

 













［住宅金融支援機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23.12.9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 証券化支援業務については、繰越欠損金が発生している状況にあることから、引き続き、業務改善に努める必要｡

その際、証券化支援業務の対象となる住宅ローンの金利構成要素のうち、機構の経費相当額の金利部分については、

業務に係る経費率が低下しているにもかかわらず、機構発足後変更が行われていないことから、証券化支援事業の

経営状況を勘案しつつ、機構の自主的な取組として、優良な住宅ストックの形成に資するよう、機構の経費相当額

の金利の引下げの検討を含め商品の見直し等を行う｡ 

２ 基本方針において、住宅融資保険業務については、証券化支援事業と連動して実施する必要のある事業等に限り、

また、住宅資金貸付業務については、賃貸住宅融資について、省エネ性能の高い住宅の供給に関連する融資事業に

限り、まちづくり融資について、権利調整が難しく、事業が長期化するマンション建替え事業等について中小事業

者が実施するものに限り、それぞれ民間による代替が可能となるまでの措置として行うことなどとされていること

から、次期中期目標等において、その業務範囲を具体的に明らかにするとともに、民間の事業者による代替状況を

踏まえ、機構の業務の見直しの検討を行うことを明記。 

３ 既往債権管理勘定以外の勘定全体（保証協会承継業務経理を除く。）の繰越欠損金の解消については、第２期中

期目標期間の最終年度までにその解消を目指すというこれまでの方針に従い処理を一層推進。このため、繰越欠損

金の発生要因等を分析した上で、次期中期目標等において、具体的な処理方策及びスケジュール等を明記。また、

既往債権管理勘定についてもその解消に向けて債権管理・回収を的確に行う。 

第２ 内部組織等の見直し 

１ 住宅融資保険業務及び住宅資金貸付業務のうち基本方針において廃止することとされた業務に係る組織・人員の

合理化を進める。支店については、機構の主要な業務が直接融資から証券化支援に変更され、支店の業務内容が変

化していることから、全国を 11 ブロックに分けている現在の支店体制について、業務量に応じた効率的・効果的

な体制となるよう統廃合を含めた配置等の見直しを進める。 

２ 第１期中期目標期間中に収賄事件等が発生したことを受けて、機構においては、発生要因と対応策の検討のため

の第三者を主体とする「職員不祥事再発防止検討委員会」を設け、今後の内部統制の取組方法等について検討し、

結果報告が行われたところ。また、会計検査院からバリアフリー賃貸住宅建設資金の貸付け審査についても指摘を

受けているところ。したがって、次期中期目標等においては、職員不祥事再発防止検討委員会の結果報告等を踏ま

えた内部統制システムについてＰＤＣＡサイクルを確立し、その具体的な取組を明記。また、あわせて、総務省の

「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が昨年３月に公表した報告書（「独立行政法人における

内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関す

る評価の結果等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にする。 







１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 3

現時点では、機構には、引き続き、独立行政法人として、旧契約（民営化前に預入
が行われた定期性の郵便貯金及び民営化前に契約された簡易保険）を適正かつ確実
に管理し、これらに係る債務を確実に履行させる。

【理由】
機構は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により「日本郵政公社

から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債
務を確実に履行」することを目的として設置された。

旧契約に係る債務については、機構を設立した平成19年から減少しているもの
の、平成26年度末時点においても依然その水準は高い。保険については、旧契約の
契約件数が新旧契約合計の約61％、貯金（定期性商品）については、旧契約に係る
残高が新旧契約合計の約19％を占めている。

２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

03 3

郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、例えば消耗品の調達について、業者との間で
以前から頻繁に見積り合わせを重ねてきた結果、大規模企業等の団体と同等の最低
価格単価での調達を実現できていることもあり、他法人との共同調達は実施してい
ない。

04 2

平成22年度に設置した理事を長とする「業務実施体制の検証・効率化プロジェク
ト」において、毎年度、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を参考にしつ
つ、業務・組織体制及びそのコストについて検証を行っている。

平成26年においては、同年7月に周知・広報業務の一部を総務課から貯金部及び保
険部へ移管するなど、事務処理体制の見直しを行った。

また、従来、部外委託をしていた国際ボランティア貯金寄付金配分事務に係る監
査業務について、平成27年度以降、機構職員が直接実施することにより、事務処理
体制の効率化と経費の節減を行った（これによる平成27年度の予算削減額は約600万
円）。

講ずべき措置 今後の対応方針

中期目標管理型の法人とする。 －

将来的には、管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、本法人の解散について検討を行
い、必要な措置を講ずる。

将来的に、機構の管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、必要な検
討を行い、措置を講じる。

講ずべき措置 今後の対応方針

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

立地条件、会計基準・調達基準等に配慮しつつ、他の法人の取組事例を参
考にしながら、今後検討してまいりたい。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

平成27年度以降においても継続的に検証を行い、見直しを図る。

所管 法人名 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 総務省 ０６ Ｎｏ 

該当なし 

H19（設立時） H26年度末 H19（設立時） H26年度末
郵便貯金・ゆうちょ銀
行預金残高（定期性）

131兆5,880億円 22兆725億円 0 97兆1,532億円

簡易生命保険・かんぽ
生命保険契約数

6,125万件 2,290万件 0 1,486万件

旧契約 新契約



［郵貯・簡保管理機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 本法人が承継した郵便貯金及び簡易生命保険を取り扱う事業所に対する実地監査を網羅的に行うことは

実態上難しい状況を踏まえ、監査業務を効果的かつ効率的に実施するため、業務委託先及び再委託先の内

部統制機能を活用して、各組織で実施する内部監査の結果の利用を進めるなど、監査業務の充実を図る。 

 また、監査業務の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を招かないものとする。 

２ 郵便貯金及び簡易生命保険の早期受取を勧奨するための広報活動については、ウェブによる認知度のア

ンケート調査により効果を検証しているが、ウェブを利用できない環境にある者も考慮し、実際に窓口に

おいて権利行使をした者に対する実態調査などにより費用対効果を十分検証し、より効果的かつ効率的な

広報を実施する。また、広報活動の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を招か

ないものとする。 

第２ 業務実施体制の見直し 

本法人が承継した郵便貯金残高及び簡易生命保険契約件数が、法人設立当初に比べて年々減少し、今後

も更なる減少が見込まれていること、国際ボランティア貯金寄附金配分事業が次期中期目標期間中の完了

が見込まれていることを踏まえ、適切かつ効率的に業務を実施するため、業務量に応じて組織・人員の合

理化を図り、計画的に人件費の削減を進める。その際、部の統合についても検討する。 

第３ 積立金の処理に関する見直し 

本法人の積立金については、郵便貯金の権利消滅金及び簡易生命保険の時効完成益が大宗を占め、全て

の額が将来に渡り業務を確実に実施する上で必要な資金とまでは認め難いことから、法人の解散、新組織

への権利義務承継の動向にも留意し、国の財政事情も踏まえつつ国庫納付の在り方を検討する。また、個

別法第 25 条の規定に基づく積立金の処分に当たっては、法人設立後最初の処分であることから、次期中

期目標期間における積立金として整理する金額を厳格に算出する。 

第４ 業務全般に関する見直し 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 

 







１．「各法人等において講ずべき措置」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

01 1
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律が第186回通常国会において、平成26年６月６日成立、６月13日公布。

02 2

日本学術振興会（JSPS）が実施する科学研究費補助金による学術研究の成果を、
科学技術振興機構（JST）が実施する科学技術イノベーションに資する研究につなげ
ていくため、科学研究費補助金の成果やJSTの研究成果を網羅的に把握し、JSTの研
究開発事業の企画・立案へ活かすためのデータベースを構築し、運用を開始した。
定常的な運用に向けて、データベースとしての必要な機能の整備及び定期的なデー
タ収容の仕組み作りを進め、平成26年度にデータベース整備を完了し、連携を強化
した。

03 1

・独立行政法人日本医療研究開発機構法が第186回通常国会において、平成26年５月
23日成立、５月30日公布
・移管に必要な作業は完了し、平成27年４月１日に日本医療研究開発機構が発足し
た。

04 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
平成26年２月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェック
リストの提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費
の不正使用に対する防止策を強化した。

（研究活動の不正行為に対する防止策）
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年８月26

日文部科学大臣決定）」を踏まえ、当該ガイドラインの周知徹底や研究倫理に関す
る教材の履修の義務づけ、申請時に研究倫理教育を受講していることを要件化する
等の対策を講じた。

（委託先機関のガバナンス強化）
委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよ

う、文科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホー
ムページにおける情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、
各機関の関係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

学術研究の成果を科学技術イノベーションに資する研究につなげていくため、日本学術振興
会との連携を強化する。

引き続きJSTのデータベースの充実のために日本学術振興会から科研費に係
る情報の提供を受けるなど、連携強化に向けた取組を進める。左記の取組
を含め、平成27年度から研究公正事業の推進にあたっては、協力体制を構
築し、連携強化を進める。

本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、所要の人
員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。

－

ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金や民間からの資金等
を用いて大学等機関への委託を行う研究開発業務について、不正防止策を強化するととも
に、委託先機関のガバナンス強化に対する支援を行う。

今後、「研究公正活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」を踏まえ、研究活動の不正行為に対する防止策を強化する。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施
基準）」を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバ
ナンス強化の支援を引き続き実施する。

講ずべき措置 今後の対応方針

研究開発型の法人とする。 －

所管 法人名 科学技術振興機構 文部科学省 ２５ Ｎｏ 



２．「法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し」の記載事項

措置状況 措置内容・理由等

05 2

（研究費の不正使用に対する防止策）
平成26年2月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン（実施基準）」を踏まえ、今年度より、新たに体制整備等自己評価チェックリス
トの提出、間接経費削減等の措置等について周知徹底を行うとともに、研究費の不
正使用に対する防止策を強化した。

（委託先機関のガバナンス強化）
委託先機関において、不正事案に対する組織的な対応が滞りなく実施できるよう、
文科省のガイドライン等でどのようなことが求められているかについて、ホーム
ページにおける情報の掲載、説明会における説明・問い合わせ対応等を通じて、各
機関の関係者が必要な情報を把握できるよう支援を実施。

06 1
研究機関・大学との契約書に研究不正に関する条項を設け、①研究不正に係る研究
費の返還、②JST全事業への研究者の応募資格の一定期間停止措置などを導入してい
る。

07 － －

３．その他

措置状況 措置内容・理由等

08 2

・海外事務所を有する他法人と情報共有を行うこと等より連携を強化し、パリ事務
所について、平成25年7月から、宇宙航空研究開発機構、日本原子力研究開発機構、
情報通信研究機構と共用事務所を借り上げ、平成26年2月までに4法人の共用化を完
了し、借上げ費用の削減を図った。
・文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合において、ベストプラ
クティスの抽出・実行について、契約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体
策の検討を行い、平成24年1月に取りまとめた検討結果を踏まえて、JSTにおいて
は、納入実績情報の共有を行っている。

09 2
JSTの事務・事業を効果的・効率的に行うため、業務フローの見直しを行い、業務シ
ステムの構築を進め、自主的な業務改善を図っている。

各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係る手引
き」（平成25年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等により業務フ
ローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図
る。

今後も、引き続き、業務フローの見直しを行い、業務システムの構築を進
め、自主的な業務改善を図っていく。

補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適
正化法」という。）が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補
助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行わ
れ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記
載し周知する。

－

講ずべき措置 今後の対応方針

各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共
同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業部門への振
り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。

今後も、引き続き、市場性が低く競争性が確保しにくい研究機器等につい
ては、法人間で必要に応じて情報交換を行い、予定価格の適正化を図って
いく。

講ずべき措置 今後の対応方針

不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令
遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
準）」を踏まえ、研究費の不正使用に対する防止策や委託先機関のガバナ
ンス強化の支援を引き続き実施する。

不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図
る。

－



［科学技術振興機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 実施している事業について、「科学技術基本計画」（平成 23年８月 19日閣議決定）の趣旨を踏まえ事業

を再編し展開するに当たり、これまで以上に研究等の成果が国民生活へ還元される、あるいは還元された

ことが国民に具体的に分かるような形で明らかにするものとする。 

２ 「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）で定められた競争的

資金の大括り化に当たっては、その目的である事業運営の効率化を図る観点から、審査や研究課題に係る

各種業務の事務管理コストの合理化等の効果を具体的に明確にするものとする。 

３ 競争的資金の配分に当たっては、その透明性の一層の確保の観点から、戦略目標達成の成否を左右する

研究領域や研究総括等の選定に係る手順、選定の背景等の理由や経緯等を更に具体的に明らかにするとと

もに、それらの選定が適切であったかどうかの事後評価を厳格に行うものとする。 

４ 法人活動から生じる多くの特許については、戦略的な方針の下、技術移転活動の活性化を推進するとと

もに、将来の知的財産の活用の可能性及びその困難性を考慮しつつ、出願や審査請求等の際の必要性の検

討の厳格化や、長期間未利用となっている特許の再評価による削減を計画的かつ継続的に行うことにより、

研究成果の活用の促進及び管理の適正化を一層推進するものとする。 

５ 基本方針で定められた科学技術文献情報提供事業の平成 24年度中の民間事業者によるサービスの実施

に当たり、新たな事業スキームの下での着実な収入見込みを踏まえた経営改善計画を策定し、累積欠損金

の縮減を計画的に行うものとする。 

第２ 業務実施体制の見直し 

 科学技術文献情報提供事業の平成 24年度からの民間事業者によるサービスの実施、地域イノベーション

創出総合支援事業の 25年度末まででの廃止及びこれによる全国 19か所に立地するイノベーションプラザ

等の廃止並びに研究員の雇用形態を科学技術振興機構の直接雇用から大学や研究機関等への委託に順次変

更していることによる管理部門等の関係部門の業務の縮小等に伴う、定年制常勤職員、任期付常勤職員、

非常勤職員の計画的合理化を図るものとする。 

第３ 保有資産の見直し等 

 設置当初に比し職員数が減少している経理や総務等の管理部門が入居している法人本部（埼玉県川口市）

や東京都練馬区及び茨城県つくば市の２か所に設置している情報資料館や職員宿舎について、移転等のト

ータルコスト等も踏まえつつ事務所等の見直しの徹底を図るものとする。 

第４ 業務全般に関する見直し 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 

２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に

行うものとする。 









［労働政策研究・研修機構］ 

○ 政独委における勧告の方向性（平成 23．12．9）の主な指摘事項 
 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 調査研究成果が、どの程度労働政策の企画・立案・推進に直接的に寄与したかを示す、分かりやすい指

標を新たに設定し、その結果を国民に公表するものとする。また、調査研究成果ごとの普及状況を客観的

に把握するための指標を新たに設定し、その結果を国民に公表するものとする。 

さらに、これらの取組を通じて、あらかじめ調査研究テーマごとに具体的な利用目的や上記指標に係る

数値目標を設定し、調査研究の事前・中間・事後の各段階における評価基準を明らかにした上で、外部評

価委員会の活用によりその達成度を含め厳格に評価するものとする。その際、中間段階で成果が期待でき

ないと評価されたテーマは廃止するなどにより、労働政策の企画・立案に直接貢献する調査研究に一層重

点化し、業務の縮減を図っていくものとする。 

２ 研究員と調査員の成果を明確にした上で、調査員の位置付けを改めて検証し、必要性の乏しい業務は廃

止するとともに、外部委託や非常勤職員を最大限活用した徹底的な業務の見直しを行い、調査員の担う業

務は真に必要なものに厳選し、併せて要員についても適正規模に縮減するものとする。 

第２ 業務運営体制の見直し 

 「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、労働行

政担当職員研修（労働大学校）が国に移管されることに伴い、間接部門の業務量が削減されることを踏ま

え、理事長のリーダーシップの下、重複業務の一元化及び事務処理の一層の効率化を進めることにより、

組織の再編と併せて、職員構成を含め業務量に見合った運営体制の見直しを行うものとする。 

第３ 業務全般に関する見直し 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。 

２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に

行うものとする。 




