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主務省等との間での意見交換会の冒頭で、今回の独立行政法人通則法の改正の主旨
等をお話しした上で、意見交換を進めているが、その内容は以下の5つである。

① 法人のミッションの下で法人の長のリーダーシップに基づく自主性・戦略的な運営、適切な
ガバナンスにより、法人の政策実施機能の最大化を図ること。

② 効率的な運営やコンプライアンスを遵守することは、通則法の改正に関わらず、その重要
性に変更はないが、効率的な運営をしていればいい、或いはコンプライアンスを守っていれ
ばいいということではなく、それは当然のことであること。

③ 研究開発型法人については、研究成果の最大化と社会実装が重要であること｡

④ 独立行政法人評価制度委員会としては､上記①～③を意識した評価をしたい。それに
は今までの評価の経験は必ずしも十分ではないので、評価にあたっては、主務省、独立
行政法人、或いはそのステークホルダーとの間で意見交換を十分に行いたいこと。

⑤ 独立行政法人評価制度委員会としては評価だけでなく制度も所掌しているので、少し
時間がかかるものもあると思われるが、意見交換等の中でミッション等を達成するための障
害となることがあれば積極的に指摘していただき、制度の改正等を行いたいと考えているこ
と。
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我国の抱える諸課題等を踏まえ、これらの意見交換や評価作業等を通じ、独立行政法人
評価制度委員会でとりまとめたものが、平成29年12月4日の委員会で決定した「独立行政
法人の中（長）期目標の策定について」及び平成30年11月20日に決定した「独立行政
法人の中（長）期目標の策定について」である。

また、独立行政法人評価制度委員会評価部会では平成30年11月29日に「独立行政
法人の目標策定に関する指針」、「独立表性法人の評価に関する指針」等の見直しの必要
性について、評価部会として取りまとめ委員会に報告をしている。

その他、各独立行政法人が積極的に取組んでいる好事例を委員会で紹介を受けたり、平
成30年6月29日には「独立行政法人の職員が地方公共団体等で活躍している事例につい
て」を取りまとめたり、独立行政法人の内部統制の実態調査を実施し、平成29年2月29日
付けで「独立行政法人の内部統制の取り組みに関する実態調査」の結果報告書を取りまと
めている。
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本セミナーでは、平成27年4月以降改正後の通則
法が施行された後、独立行政法人評価制度委員会
として取り組んできたことや私が感じたこと、監事の皆
様に期待することなどをお話ししたい。



独立行政法人評価制度委員会として平成27年4月1日の本委員会発足後、独立行政
法人の目標期間終了時の業務及び組織の見直し及び業務実績に関する評価結果につい
て、精力的に調査審議及び検討を重ね、「平成 27 年度末に中（長）期目標期間が終
了する法人の業務及び組織の見直しについての意見」を取りまとめ、「独立行政法人の業務
及び組織の見直しについての意見等の取りまとめに当たっての談話」として委員長談話を公表
している。

委員長談話の内容は次の通りである。

独立行政法人
の業務及び組
織の見直しにつ
いての委員長
談話
（平成27年）

(1)
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1．中期目標期間終了時の業務及び組織の見直しに当たっての委
員会からの提言

独立行政法人の業務及び組織の見直しに関しては、「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24日閣議決定）等既往の改革方針の着実な実施を図り、
主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクル を十分に機能させる観点から、

① 統合法人について、統合効果を最大限発揮するため、業務実施体制を見直すこと。
（事業部門の統合・再編、一体的なマネジメント体制の構築等）

② 国の政策の実施機能の最大化を図ること。（国の政策における位置づけ、法人のミッショ
ン、達成すべきアウトカムを、主務大臣の定める目標に明確化すること等）
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③ 当該目標の下、法人の長のリーダーシップの下で自主
的・戦略的な組織・財務運営を行うこと。（内部統制
システムの整備、情報セキュリティー対策の強化、財務
マネジメントの充実等）

を提言し各主務大臣に通知している。次期目標の策定に
関する主務大臣の取り組みについて、次期目標の策定の
審議の際に重点的にチェックする。



2．26年度の業務実績に関する評価結果についての点検結果

① 全体的には評定は「Ｂ」を標準とすることを反映。

② 評価手法や評価の根拠、理由等をより一層の明確化が必要と思われる事例有り 。

3．今後に向けた取り組み

① 独立行政法人が真に成果をあげていくためには、現場で働く職員の士気や意欲をたかっめ
ることも重要。

② 法人運営の組織運営・業務遂行上の創意工夫や改善提案のインセンティブを涵養する
ことが不可欠。

③ 業務の改善や成果の最大化に向けた取り組みは法人単独で進めていくのではな く、他の
先進的な取組を学ぶことが効果的。

④ 委員会は、今後、法人のインセンティブを高め、法人間で横展開を図るための環境整備
等にも取り組んでいく。

独立行政法人
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4．終わりに

① 国の政策実施機関として、その時々の国の重要政策課題や社会経済情勢の変化を踏
まえた業務については、出来るだけ早期に成果を出す事が求められている。

② 研究開発法人は、基礎研究や、国際競争力強化に資する生産コストの削減に関する研
究等、継続性が重視され、その成果の発現に比較的長期間を要する業務も行っている。

③ 委員会としても、政策実施機能が十分に発揮されるよう法人の特性に応じた調査審議を
進めたい。

独立行政法人
の業務及び組
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平成29年「独立行政法人の中（長）期目標の設定について」（独立行政法人評価制
度委員会決定、平成29年12月4日）では、中央省庁等改革に伴い独立行政法人制度
を導入した本来の趣旨に則り、主務大臣から与えられた明確なミッションの下で、法人の長の
リーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、法人の政策実施機
能の最大化を図ることを目的としたものである（平成25年12月24日閣議決定）として、次
の通り新たなスキームの下で、主務大臣、法人及び法人の長の責任等について言及している。

平成29年「独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定につい
て」
（１）
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① 独立行政法人制度の本来の趣旨に則ること

② ＰＤＣＡサイクルを機能させること

③ 主務大臣と法人との間でミッションをしっかりと共有すること

④ 法人トップがミッション及び目標等を組織内の各階層に浸透させ、その達成に向けて不断
に自己改善を行ってさらに高みを目指すこと

⑤ 中期目標策定に関しては、主務大臣が法人業務について、国の政策の中での期待する
役割、位置づけを示し、他の主体との分担や協働が必要なものについてその具体的な在
り方を明確に示すこと

⑥ 法人のミッションとの関係で意味の乏しい数値目標を設定することは本末転倒であり、目
標設定に当たっては法人に正しい「努力の方向性」を示すことが何よりも大事であること

⑦ 業績評価、業務・組織の見直しについては、それ自体で完結するものではなく、あくまでも
次の目標策定を的確に行うための重要な手段であることを意識しつつ取組むこと

平成29年「独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定につい
て」

（2）
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1．我が国の課題

① 世界に先駆けて、生産年齢人口の減
少、地域の高齢化、エネルギー・環境問
題等に直面している

② 第4次産業革命（ＩｏＴ、ＡＩ、ロ
ボット等）のイノベーションをあらゆる産業
に取り入れ（社会実装）、人口減少か
においても成長できる社会の実現

③ 独立行政法人等の専門性・人材面での
強みの最大限の発揮

④ 各府省、法人や地方公共団体、民間
部門との分担と協働による国の政策課
題の解決

2．主務大臣等の役割

① 従来の目標の延長線上で新たな目標を
考えるのではなく、法人の長とも十分議
論を行ない、政策課題を取り巻く環境変
化の正しい認識や法人の持つ専門性・
人材の現状についての客観的な分析を
した上で、民間部門の新たな技術や知
恵当該部の活力をどのように生かせるか
を含め政策課題の解決に向けた具体的
な道筋を検討の上、目標を設定するべき

② 法人の長のリーダーシップの下で、組織内
の各階層がミッションの達成に向けて進む
マネジメントを行う

平成29年「独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定につい
て」
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3．委員会において重要と考えられる視点

（1）法人の事務・事業についての目標設定に関して

① 地域の地方公共団体、非営利団体、民間企業等を支援する役割を積極的に担う
こと・・・専門性や人材面での強みをいかす

② 国の政策課題（資源外交、インフラ輸出、農産物輸出、インバウンド増、国際競争
力の強化等）の解決に向け、国・法人・その他関係者の役割分担を明確にしつつ、
協働体制を確立・強化すること。・・・オールジャパン体制で対応

（2）「法人のマネジメントに着目した目標」及び「評価の在り方」に関して

① 直接的な結果の成否ではなく、結果に至る過程において的確なマネジメントを行って
業務改善につなげること

② 取組過程で得られた知見の他の分野での活用等、プロセスにおけるマネジメント自体
を目標に盛り込み適切に評価・・・チャレンジングな取組、目標期間を超えた長期的
な取組、地道なマネジメントの取り組みを後押し

③ 法人の長のトップマネジメントについての取り組みを促すとともに、それを適切に評価
した上で、法人自体がより高みを目指すことを促すことが出来るような目標策定

・・・役職員へのミッションの浸透、業務改善の取組、主務大臣への提言等

平成29年「独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定につい
て」
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4．今後の委員会の活動について

（1）中（長）期目標等の審議について

① 平成29年度末に中（長）期目標期間が終
了する法人の新たな目標案については、今後
各主務大臣において、委員会のこれまでの調査
審議、特に、前述の委員会としての視点を踏ま
えつつ、検討いただきたいこと。

平成29年「独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定につい
て」
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② 来年度以降の調査審議に当たっても、同様の視点で進めたいこと。

（2）その他今後の委員会の取り組みについて
① 委員会としては、調査審議を進める過程において、各主務大臣や法人の意見を聞
きつつ、現行の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年9月2日
総務大臣決定、平成27年5月25日改定）及び「独立行政法人の評価に関する
指針」（平成26年9月2日総務大臣決定、平成27年5月25日改定）の見直し
を検討するべき内容を把握し、これらの将来的な改定に向けて委員会としての通則
法に基づく意見を述べる準備を進めること。・・・参照：「独立行政法人の目標の策
定に関する指針」、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成30年11月29日、
独立行政法人評価制度委員会評価部会報告）

② 法人が柔軟な運営を進めるうえで障害となると考えられる制度やルール面での課題
等があれば、どのように解決できるかについて議論し、提言していくことを目指すこと。

③ 各法人において、組織運営を活性化し、法人の職員が元気を出して業務を行ってい
くための取り組みの事例の把握及び紹介に引続き取り組んでいくこと。



平成29年度「独立行政法人の中（長）期目標の策定について」において示した視点に
立って調査審議を行うことを確認し、平成30年度末に中期目標期間を終了する法人を取り
巻く環境、直面する政策課題等を適切に把握するため、主務省、法人の長等の他、今年度
から新らたに、法人を取り巻く関係者との意見交換会を実施し、更に、他の組織との連携の
実態や課題について、国立研究会開発法人の長等との意見交換も行った。

1．平成30年度末に中（長）期目標期間を終了する法人が直面す
る政策課題について

当該法人は、地方に多数の拠点を有し、また、地域経済の活性化・イノベーションの創出・
災害対応等に重要な役割を果たすことが求められる法人が多く、これらの法人が共通して直
面する政策課題として、次の①，②が特に重視されるべきであるとの認識に至った。

平成30年度独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定について
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① ＩＣＴ機器の爆発的な普及や、
ＡＩ，ＩoＴ等の社会実装が進む中、
社会のあらゆる場面でデジタル革命が進
んでおり、膨大なデジタルデータが新しい
価値を生み出す時代となった今日の環
境変化に対し、迅速かつ的確に対応する
ために、組織や業種等の壁を越えて、技
術やノウハウ、人材等を組合わせて新た
な価値を創造する「オープンイノベーショ
ン」を推進することが急務となっている。

② 人口減少社会の到来により、人材確保
やノウハウの承継が困難となっている分野
（特に、災害対策（予防・減災）、復
旧・復興支援、地域における経済活性
化、ＩＣＴ人材の育成など）の課題が
ますます深刻化してる。平成30年度独

立行政法人の
中(長)期目標
の策定について
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法人が直面するこうした政策課題を解決するとともに、社会実装につながる成果を出してい
くためには、平成29年度委員会決定で示したとおり、国の行政の一部として政策実施に大き
な役割を担う法人がその専門性・人材面での強みを最大限発揮して、各府省、他法人や地
方公共団体、民間との分担と協働を進める視点がますます重要になってきたことを再確認した。



2．中（長）期目標の策定に当たって
次期中（長）期目標の策定に当たっては、主務大臣から法人に方針を伝達するだけでは

なく、政策実施機関の法人からも、主務大臣に対し、各地域現場の「気づき」を迅速に提言
することも必要で、主務大臣も、こうした点に配慮して、法人の長と十分に意見交換を行った
上で以下の①，②を踏まえ、次期中（長）期目標に盛り込むことを検討してたらどうか。

① 前に示した、法人が直面する政策課題の解決のために、各法人がその専門性・人材面で
の強みをいかし、特に、地域の地方公共団体、非営利法人、民間企業等を支援する働
きを積極的に支援することを目標に盛り込むこと。

② 今後の時代の変化を見据え、法人自身の強み、リソースを客観的に分析した上で、ＩＣ
Ｔなどの社会が求める専門人材を戦略的に育成するなど、法人自身の強み・リソースをさ
らに伸ばす取り組みを推進することを目標に盛り込むこと。法人自身に足りないものについ
ては、ベンチャー企業等を含む外部の活力を活かすことや、府省の枠を超えて他の団体と
の協働体制を確立・強化することも検討してもらいたい。

平成30年度独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定について
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3．今後の取り組み
（1）来年度以降の中（長）期目標等の調査審議について

来年度以降の調査審議に当たっても、同様の視点に立って調査審議を進めたい。

（2）その他今後の委員会の取組について

① 平成27年度から開始した新たな独立行政法人制度の下では、本委員会において
も、目標策定に重きを置いて調査審議を進めてきているが、新目標策定により、どのよ
うに法人運営が変更されたのか、中間的なフォローアップのための意見交換等を試行
的に実施すること。

② 法人を取り巻く共通的な環境を具体的に理解するため、各法人やステークホルダーと
の意見交換等に引続き取組んでいくこと。

平成30年度独
立行政法人の
中(長)期目標
の策定について

（4）
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各独立行政法
人の取組み好
事例等

16

1．住宅金融支援機構

・ 「カイゼン運動」として取り組み

・ 「改善活動は日常業務の一環」・・・
プロジェクトとして取り組むよりも

・ 「どんな小さな改善も否定せずに」
「「マネゼン」も推奨」

・ 毎年バージョンアップしている

2．国立科学博物館

・ クラウドファンディング（最終結果
2,638万円）で実現した「3万年前
の航海徹底再現プロジェクト」

・ 館長の強力なリーダーシップとプロジェ
クトリーダーの強い熱意・行動力

・ 寄付型ではなく、購入型で（大型案
件、博物館のリソース多数活用可
能）

・ プラットフォームは自前ではなく民間運
営会社（ノウハウを持たないため）3．製品評価技術基盤機構

（行政執行法人）

・ ＮＩＴＥの経営陣による法人活性化に
向けた取り組み

・ 中長期的な方向性の検討、理事長によ
る積極的な意思伝達、、全所的な取組、
若手職員を中心とした将来業務の検討

・ 職員のモチベーションを高め、生産性を
高める環境つくり



平成29年度における独立行政法人の業務実績に係る評価等の観点
について

① Ａ以上の評定の場合、 所期の目標を上回る成果があられていると認められること。
また、難易度を高く設定した目標の水準を満たしていることが具体的根拠として説明され
ているか。

② Ｃ以下の評定の場合、評価書において、改善に向けた取り組み方針又は具体的な改
善方策が記載されているか。

③ 法人の職員のモチベーションの向上を目指す取組を行い、組織運営の活性化につながっ
ているか。

④ 短期的な結果に着目するだけでなく、長期的な成果を見据えて評価方法を工夫してい
るとみられるものなど、他の法人の参考になるような事例はないか。

⑤ 委員会としては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといった評定の結果自体に重きを置いているのでは
なく、評定を付すに至った根拠が合理的かつ明確に記述され、評価結果によって判明し
た法人の業務上の運営上の課題や、法人を取り巻く社会経済情勢の変化などを踏まえ
た業務及び組織の見直し等の対応が行われていることが重要。

⑥ ＰＤＣＡを回す中で、より高みを目指していく、いわば螺旋状に改善する形で適切に機
能させることを目指す。

独立行政法人
年度評価等に
ついて

17



1．マネジメントの評価
トップマネジメントの強力なリーダシップ、法人を挙げての取組、継続的・螺旋的なＰ
ＤＣＡサイクル

2．ＰＤＣＡのうち、監事はＣという重要な役割を果たす、特に、Ａ及びＰへの繋
がりとＤの評価、その結果、監事のＣが的確であったのかの自己評価

監事監査への
期待

18

3．失敗とその対応に関する評価

4．法人の長等との徹底的な議論

5．政策実施機能の最大の発揮に障害となる課題
の的確な把握

6．内部統制組織の整備及び運用状況、コンプラ
イアンスの遵守

7．法人の情報公開に関する取り組み

8．現場意見の収集・・・法人の一体的取組、モチ
ベーションの向上

9．その他



ご清聴いただき、ありがとうございました。


