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平成 21 年度監事監査実施計画に従って、随意契約見直し計画の実施状況及び平成 20 年
度の業務実績等について監査を実施したので、監事監査規程第 13 条第 1 項に基づき、その
結果及び意見を下記のとおり報告します。
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平成 21 年度 5 月定期監査報告

1． 監査の種類

定期監査（平成 21 年度 5 月）

2． 監査の実施日

平成 21 年 5 月 19 日、20 日、21 日及び 6 月 2 日

3． 監査対象
独立行政法人整理合理化計画に基づき講ずべき措置及び平成 20 年度の事業。役員の利
益相反取引及び研究所業務以外の業務の状況。
4． 監査対象部門
企画部、総務部、倫理・コンプライアンス統括室、情報業務室、監査室
なお、役員の利益相反取引及び研究所業務以外の業務の実施については、文書を持って
確認した。
5． 監査立会者職位氏名
（1） 企画部

取越部長、白川企画課長（人材育成・交流課長兼務）、原田広報課長他

（2） 総務部

伊藤部長、佐々木次長、大友人事課長、遠藤契約課長、木曽経理課長他

（3） 基盤技術センター安全・施設部

小原部長、桜井安全計画課長、戸ヶ崎放射線安全

課長、宮後安全管理課長、玉手施設課長、同センター研究基盤部
（4） 倫理・コンプライアンス統括室
（5） 情報業務室
（6） 監査室

石田室長、竹下情報システム開発課長

鈴木室長、広岡調査役

6． 監査重点項目

佐藤室長

内堀室長他

（1） 独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づく、研究開
発事業の重点化・役割の明確化など放射線医学総合研究所（以下「研究所」という。）
の事務・事業及び組織等について講ずべき措置及び随意契約見直し計画の実施状況
など独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置に係わる実施状況
（2） 企画部及び総務部等における主な平成 20 年度の事業の達成状況
7． 監査結果
平成 20 年度は、原子炉等規制法手続違反及び研究費不正使用問題等深刻な不祥事へ
の対応に多大な努力が払われた年であった。これらの事態に対する防止策の効果の評価
は、適切な期間を経た後改めて実施することとし、今回の定期監査においては、独立行
政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づく個別的及び横断的措
置並びに平成 20 年度の主な事業の達成状況を監査した。
その結果、独立行政法人整理合理化計画に基づき講ずべき個別的及び横断的措置につ
いては、それぞれ努力の成果が見られる。研究所の事業は、法令及び中期目標、中期計
画並びに平成 20 年度年度計画等に基づき適正に運営され、また、役員と研究所の利益
相反取引並びに役員の研究所以外の業務の実施はないと認められる。また、不祥事への
対応に迫られた中、辛うじてではあるが、以下のような幾つか特徴ある進展があったと
評価できる。
国際対応としてより意欲的な取組が開始され、情報公開も範囲、内容において他の先
進的な機関に肉薄しつつある。随意契約見直し計画上の重要な課題である原則一般競争
入札への移行、研究費に係わる不正防止対策上緊急の課題であった検収体制の強化等が
関係職員への負担増を抱えつつも進展を見せていることは、不祥事に直面した役職員の
緊張感の賜と言える。一般管理費の削減は、年度目標を達成しているとはいえ、健全な
法人業務を遂行する上で限界に近づいているのではないか、という感を強くする。内部
評価は、業務運営について外部有識者の参加を全面的に取り入れている。倫理・コンプ
ライアンスに係わる体制は、これまでの所内の多様な研究活動を統合する形で一新され
ている。内部監査は、投入資源に限界はあるが、取引業者との間での残高確認など新し
い試みを広げつつある。
以上の積極的な側面を評価できるが、下記意見に示すとおり、研究所としては様々な
努力を今後も続けていく必要がある。特に、業務運営全般に対する外部有識者による評
価において「Ｂ」とされたものについては、改善のプロセスを明らかにして、確実に改
善が図れるような取組が求められる。下記意見を踏まえ、理事長及び理事が主導性を発
揮し、研究所が一層の成果を上げていくことを期待する。
8． 監査意見
8－1

独立行政法人整理合理化計画に基づく放射線医学総合研究所の事務・事業及び組織
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等について講ずべき措置に係わる実施状況に対する意見
（1） 研究開発事業の重点化・役割の明確化
次期中期目標に係る準備作業を徐々に開始している。独自の施設・設備を保有する
こともあり、独自性を有する研究開発が多く見られるが、かかるインフラ的な側面に頼
りすぎることのない独自性を発揮した研究開発にも努められたい。重点化の際は、研究
組織の編成、研究者の所属とも係る問題であるが、終了させる研究を徒に引きずること
がないよう配慮することが重要である。また、役割の明確化を図る際は、行政のニーズ
を受けうる立場にあることから、国民に近いところでその成果を生かせる研究開発を拡
大することがより大きな存在感に繋がると考える。
（2） 研究開発事業評価システムの見直し
評価における客観的・具体的なデータの重視、評価結果の公開に努力中であるが、よ
り広い範囲で外部専門家の参加を得て、より高い客観性を確保することを引き続き検討
し、実現することを期待する（8－3（1）⑪参照）。
（3） 研修事業計画の見直し
各種研修については適切な見直しがなされている。今後とも、より専門性の高い研修
を提供できる機関として、所内講師の貢献をベースとした研究所全体の事業としての性
格を引き出していく必要がある。ただし、ただ単に廃止、縮小などを行うのではなく、
放射線影響、環境放射能、放射線測定等の分野における人材確保全般について常に国内
外を俯瞰し見識を持って将来像を提示できる能力が求められ、必要に応じて行政に対し
て提言し、自らもその養成の役割を担っていく姿勢が望ましい（8－3（1）⑥参照）。
（4） 民間委託の推進等
給与計算業務の外部委託は順次進展中であり、実験動物の所外生産供給についても計
画が定められ徐々に進められている。今後も民間委託可能な業務を恒常的に検討し、費
用対効果を分析しつつ委託実現可能性について見極めていくことが期待される。
（5） 支部・事業所等の見直し
平成 22 年度末までに那珂湊支所を廃止する作業が進行中である。円滑、かつ、安全な
作業を期待する。
（6） 自己収入の増大
自己収入の大半を占める病院収入（臨床医学事業収入）は確実に増加すべく努力して
いるが、効率性を高める余り安全性がおろそかにならないよう注意していく必要がある。
また、財務的視点から収益増加分をどう扱うかについては恒常的に検討することが望ま
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しい。また、民間企業との共同研究による収入の可能性を積極的に追求することがより
重要と考える。
8－2

独立行政法人整理合理化計画に基づく独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的

措置に係わる実施状況に対する意見
(1) 随意契約見直し計画の実施状況
平成 19 年 12 月策定の「随意契約見直し計画」に基づき、真にやむをえないものを除
き全ての契約を一般競争入札に移行させた結果、平成 20 年度は、59 件、2075 百万円
の随意契約（不落随意契約を除く）が締結され、平成 19 年度の随意契約件数 567 件、
金額 6082 百万円をかなり下回っている。件数で 9.1％、金額で 14.3％となっているが、
随意契約見直し計画上の目標は達成されていない。このほか同計画で求められている事
項は、全て実施済である。また、随意契約相手先からの第三者への再委託はない。
随意契約見直し計画における随意契約の比率と比較すると、平成 19 年 12 月時点では、
その時点で真にやむをえないとされたもののみ 37 件を選別し、この件数を元に計算し
件数で 5.23%、金額で 10.33%を見直し後の目標としている（平成 20 年 7 月のフォロ
ーアップにより、件数 4.3% 金額 6%とされている）。その後、平成 19 年度において「随
意契約によることができる場合を定める金額の基準」を国に合わせて改定しており、こ
の基準に従って締結された随意契約を加えた結果が、上記 59 件である。この随意契約
59 件についてより詳細に見れば、電気・ガス等の契約（8 件、1413 百万円）を除くと、
51 件、659 百万円となる。当面まずこれらの契約がより詳細な検討の対象となるべきで
あろう１。
今後、より厳格に随意契約を選定していくべきであることは言うまでもない。契約審
査委員会で審議し厳格な判断をし、その必要性及び基準適合性については、説得力のあ
る説明に努めるとともに、随意契約と判断されたとしても、随意契約事前確認公募制度
など他機関で採用されている透明性、競争性の向上に繋がる仕組みの導入を検討して行
くことも一案ではある。全てを一般競争入札とし市場の判断に委ねることもありえる。
研究所と随意契約相手方との継続的な関係が顕著に見られる場合は、不落随意契約にな
った場合も含め、どのような原因で継続的な関係が生じているか、研究開発業務上の特
殊な原因があるのかなどを契約審査委員会における必要審議事項として審査し、このよ
うな契約に係わる競争性、透明性を向上させるため説得力のある説明に努めて行く必要
がある。他方、画一的な一般競争入札の導入がもたらす研究開発の円滑な遂行への影響
も十分考慮して、研究開発型独法の健全な運営に相応しい新しい仕組みとして提案して

１初年度に入札されたリース契約の継続分（13 件、494 百万円）
、特定者のみが製造等可能（22 件、79 百
万円）、業務上の機密保持（1 件、19 百万円）、特許に基づく製造等（8 件、37 百万円）、改訂前の基準適
用（7 件、31 百万円）となっている。
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いくことも期待される。
なお、上記のとおり研究所の随意契約は、国の基準に合わせて改正したものを適用し
て選定しており、一方、随意契約見直し計画上の目標は、これら改正基準に沿って選定
し追加されたものは想定されておらず、当然、件数、金額に差が生じる。研究現場と契
約担当の間には常に緊張感のある関係があり、基準上は認められても実態的には随意契
約は避けてほしい、という運用を求めた場合、研究開発を円滑に進める立場からは支障
があると受け止められかねない。今後、随意契約見直し計画に沿って目標達成を独法に
求めていくとすれば、随意契約に係る基準そのものをより厳しくするか、改正基準に合
わせた新たな同計画上の目標を設定しなおすか、整合性を確保しなければ、更なる現場
の混乱を招く恐れがある。
(2) 入札・契約の適正化
「独立行政法人における契約の適正化」
（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局）に
よる要請事項については、
「企画競争及び公募を実施する際の要領・マニュアルの整備」
について引き続き検討することとされている以外は、全て対応済みである。その他の要
請への対応も含め主な具体的事項について以下のとおり確認した。
一般競争入札における公告期間・公告方法を国と同様の基準とし（平成 21 年 3 月 19
日付 21 達第 14 号による契約事務取扱要領の改正）、指名競争入札限度額を国と同様の
基準とした（平成 19 年 12 月 20 日付 19 達第 20 号による契約事務取扱要領の改正）。
包括的随意契約条項（契約事務取扱要領第 27 条第 1 項第 15 号）は削除され（平成 20
年 12 月付 20 達第 45 号による同要領の改正）、予定価格の作成・省略に関する定めは
契約事務取要領第 30 条において国と同じ基準を採用済である。総合評価落札方式及び
複数年度契約はそれぞれ会計規程に規定済みである２。総合評価方式のガイドライン及
びマニュアルは平成 21 年 3 月 30 日付達第 20 号で制定されている。
会計検査院等から指摘のあった「包括的随意契約条項」は削除し、同じく「一般競争
入札における公告期間」については平成 21 年 3 月、国の基準と同一とする改正を実施
し、同院からの国会報告された事項（下記（10）参照）についても改善に必要な措置を
取っている。予定価格は 100 万円を超える契約について設定することと定められており、
全て契約課長以上の事前チェックの上で入札に付されている。
入札に係わる公告期間は、平成 21 年度 5 月から 20 日に延長するとしている。
上記に係る意見は下記のとおりである。
契約に係わる情報開示は、今後、他法人の例も参考としつつ、一覧性を高め、より分
かりやすくしていく必要がある。
1 者応札・高落札率契約の状況については、透明性、競争性の高い手続を考案し実行
複数年契約は、平成 19 年度末から準備に入り、平成 20 年度から 2 乃至 3 年間の契約となっている（72
件、2866 百万円）

２
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していく必要がある（次項参照）。なお、仕様書の見直しに当たっては、1 者応札等の
関係で注意を払うだけではなく、契約が実行されている実態を十分把握し内容との乖離
を防止するためにも細心の注意を払わなければならない。
複数年契約については、適用対象契約の種類、必要な内容、予定価格設定方法等をマ
ニュアルで明確にしていく必要がある。
平成 20 年度末より、分任契約担当役による契約３、クレジットカードによる決済が導
入されているが、これらの会計処理に係わる職員の習熟を図り、誤謬をなくし、もって
真に研究開発の円滑な遂行に資する会計制度として定着させるともに、この制度を不適
切に利用して研究費の使用に係わる問題が発生することのないよう、実態を把握し的確
な改善方策を講じて行く必要がある。中央検収所による二重のチェック等検収体制につ
いては、今後制度の一層の定着に合わせて集中して監査を実施していくこととする。
監事監査規程に基づき、役員決裁対象となる 1000 万円を超える契約締結決議書（契
約に関する重要文書）が決裁後監事に回付されている（平成 20 年度 167 件、随意契約
限度額以上の全ての契約 649 件中約 26％）。回付された契約締結決議書については、主
として仕様書の内容、予定価格の設定方法、技術審査の実績、公告期間、応札の状況等
をチェックし、不適切な点があれば指摘している。今後は、理事以上の決裁とする契約
の範囲との整合性もあるが、契約審査委員会に付される随意契約及び対外的にも説得力
のある説明を行っていくべき契約（1 者応札など）については、監事回付対象契約文書
としていく必要がある。このほか、個々の契約に係わる第三者チェックプロセスは、会
計検査院が行う実地検査の対象となる場合が上げられ、原則 200 万円以上の契約案件約
491 件（平成 20 年度）の中から詳細な検査が実施される４。
なお、契約業務に係わる負担増は最近特に顕著となっており、現在 6 名で 650 件近い
大型契約を処理しており、ほぼ限界に近い状況と推察できる。今後とも一般管理費及び
人件費の削減が求められていく中で、適切な指導と健康管理を行って、業務の質の低下
を招かないよう留意する必要がある（8－3（2）③参照）。
(3) 1 者応札及び高落札率の契約の状況
研究所の総契約件数は、平成 20 年度は 17,194 件（平成 19 年度

16,966 件）であり、

そのうち、随意契約とされた契約 59 件、一般競争入札された契約 588 件、企画競争よ
る契約 2 件である。これら一般競争入札となった契約 588 件のうち、一者応札となった
契約は、406 件であり、比率は、69.0%となる。平成 19 年度の実績
ており、同年度の研究開発型独法 36 法人の平均

64.0％より増加し

60.4%も超えている５。

従来より 300 万円以下の契約について病院長、那珂湊支所長は分任契約担当役として契約締結を行って
いたが、今後は、50 万円未満の契約について研究者を分任契約担当役として指名することとしたものであ
る。
４ 平成 20 年 11 月の国会報告は、かかる実地検査の過程で判明したものである。
５
1 者応札数/一般競争入札契約数：平成 19 年度 176 者/275 件 平成 20 年度 406 者/588 件
３
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落札率 95％以上の高落札率の契約は、平成 19 年度

86.9% 平成 20 年度

84.6%と

やや減少している。
1 者応札の契約の状況は、
「平成 19 年度における文部科学省独立行政法人等の業務の
実績に関する評価（契約の適正化に係わるもの）について」
（平成 21 年 1 月 7 日政委第
1 号）において「研究開発型では 60.4% と 50%を上回っている」と指摘されているが、
このような視点から見て高いと言わざるを得ない。また高落札率の契約の状況について
も、独法の平均的な姿は明らかではないが、何らかの説明を必要とするものである。平
成 19 年度から平成 20 年度にかけて、原則一般競争入札とする方針が実行に移されたこ
とにより、一般競争入札対象契約数が 275 件から 588 件と倍増以上の伸びを示したこ
とと無縁ではないと見られるが、今後の研究所の対応も含めて、引き続きこの動向を注
視していくこととする。
落札率については、予定価格の設定方法とも関係する。市場の動向をより厳密に調査
すればするほど、それだけ落札率が高くなる可能性がある。また、市場の動向の調査と
言っても研究所と取引実績のない企業からどれだけ情報が取れたかという問題にも係
るであろう。更には、特殊な機器・設備又は役務は、それだけ競争性が高くないという
事情もあり得る。このような契約対象の物品・役務等の実情に沿った説明も試みる価値
はあると考えるが、単に研究開発の特殊性ということだけで済ますのではなく、個別に
納得できる説明が求められる。1 者応札も同様であり、特殊な設備の保守等は特定の企
業にしか出来ないという事情も実際あるが６、その特殊性の説明においてより踏み込ん
だ説得力のある説明がなければ、特殊性の名において透明性、競争性を欠く事態が発生
していないか、という疑念を排除することにはならない。
研究所としては、入札公告期間の延長７、業者への入札参加招請８、仕様書の厳格な見
直し等を実施しつつあるが、今後は、この対応を更に強化していくとともに、研究所に
見られる 1 者応札の実情を良く調査し、また、研究開発の円滑な遂行を確保することも
念頭に置きつつ、研究開発型独法として説得力の高い説明が可能となる手続を検討し実
施していく必要がある。引き続きこの結果に注目していきたい。
(4) 関連法人との人・資金の流れのあり方
研究所には、独立行政法人会計基準に規定する特定関連会社等関連法人はない。
一方、取引法人の売上高に占める研究所からの支払額が高い比率となっている法人が
ある。これらの法人との随意契約（不落を除く）はないが、今後、研究所の契約に係わ
る透明性、競争性を高める上で、かかる法人との関係においてより説得力のある説明を
していく必要がある。特にかかる取引法人が 1 者応札となっている場合は、何らかの説
明、対応が求められる。
６
７
８

重粒子関係、プロトニウム関係、多数の実験動物・飼育施設などが特殊性として上げられている。
平成 21 年 5 月より、10 日以上取っていた期間を 20 日以上としている。
平成 21 年 3 月 3 日、取引業者に対してより積極的な応札を求める招請状を発出している。
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(5) 保有資産の状況
固定資産として管理すべき資産はコンピュータ上に一覧出来るようになっており、取
得日価格、残存価格等が整理、管理されている。このうち、一定のものを除く減損会計
対象資産について、減損の兆候、減損の認識の判定が行われている。減損の状況調査に
おいては、減損の兆候を示す事象に即して的確に調査９が行われ固定資産台帳により適
正に管理されていると確認する。不用な資産については、適切な手続の後除却されてお
り、研究所の業務と無関係な資産は存在しない。言うまでもないが、除却手続きについ
ては、その履行に万全を期してほしい。
平成 22 年度末に廃止される那珂湊支所の土地は、ひたちなか市からの借地であり１０、
廃止に伴って同市へ返還予定である。同市からは、平成 20 年 5 月、研究所が支所を廃
止した後、土地の原状回復（更地）での返還を求める意図が表明されたところであり、
平成 22 年度末までにその廃止作業を進めることとされている。減損の兆候と見て減損
の認識を検討したが、最終的には平成 22 年度末の同支所廃止に係わる一連の作業を見
て減損の認識に係わる最終判断を行うことが適当とされている。その保有資産について
は、活動の停止、設備の移転、施設の解体、組織上の廃止など作業の進展に応じた評価
が重要となってくると考える。
研究スペースの活用については、研究施設等整備利用委員会において利用状況に基づ
いて的確な配分、再配分が行われており、退職者の空きスペースについても年度末にお
ける審査を経て有効な活用が図られている。この問題はスペースの活用というよりは、
現場の研究環境を如何に健全に保つかという意識の問題でもあり、研究者が挙って努力
する課題でもある。
平成 20 年度は、千葉市の道路整備計画に基づき一部土地を同市に売却し、売却益が
生じた１１。現行の独立行政法人通則法では、「減資」出来る規定がないために、売却額
のうち、簿価相当額は現金（預金）で保有し続けることとなる１２。
保有する金融資産は、現金の余裕金、過年度決算で生じた利益積立金、道路計画に基
づく千葉市への土地売却益に限られており、安全、確実な定期預金として保有されてお
り１３、また、金融機関の健全性確認についても今後格付け情報を元に定期的に実施する
こととされている。以上については特段の意見はない。

平成 21 年 2 月 27 日調査開始（固定資産 7956 件のうち減損対象固定資産 2379 件を調査）
那珂湊支所：10,079m2（建物面積 3,253m2）、借地料 324 万円/年
１１事業名：都市計画道路幕張町弁天町線整備事業。契約額
378 百万円（売却益 229 百万円、簿価 139
百万円）。売却益は積立金として処理し最終的には国庫納付予定。
１２ 通則法改正案では、国庫返納に伴う減資等について所要の規定が設けられている（平成 21 年 6 月 16
日現在）。
１３ 平成 18 事業年度決算で生じた利益積立金 190 百万円（3 年間、利率 0.67%）
、現金の余裕金 1000 百
万円（6 ヶ月、利率 0.3%）。平成 20 年度の受取利息は、約 83 万円。
９

１０
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(6) 給与水準の適正化及び総人件費改革
給与水準及び総人件費の状況については、ラスパイレス係数の現状を確認するととも
に（管理職年次が多い医療職を除き全て 100 を下回る）、総人件費の削減状況を確認し
た１４。
総人件費については、平成 20 年度の法改正に基づき削減計画の厳格化が求められた。
研究所としては削減方針を明らかにし、平成 22 年度末の削減目標の達成の方向が示さ
れており、その確実な実現が求められる（8－3（2）②参照）。引き続き、職員の理解を
得る努力をして志気の低下を招かないよう配慮する必要がある。
役員報酬については、職務実績割合において文部省独立行政法人評価委員会の業績評
価結果を反映する仕組みを取っている。
総人件費改革の取組状況は、独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公
表において明示されている。
(7) 利益剰余金・繰越欠損金・目的積立金等
平成 20 年度の当期総利益は、494 百万円であり 1 億円を越えているが、土地売却益
229 百万円を除けば、265 百万円であり、この殆どが臨床医学事業収入（病院収入）の
未使用分である。臨床医学事業収入の増額分を経営努力によるものとする方途がない現
状では、最終的には国庫に返納することとなる１５。
運営費交付金債務残高は、1,341 百万円であり、金額的には今期初めて運営費交付金
総額の 10％を超えている（平成 18 年度

9.2%、平成 19 年度

8．5％

平成 20 年度

10.8%）。そのうち 1,150 百万円（85%）は契約済繰越であるが（平成 18 年度
成 19 年度

70.8% 平

84.3%）、これらは、既に平成 20 年度内に研究の進展に基づいて必要な実

験資機材として発注されたものであり、また、大型の機器・設備など必要な開発・製造
期間を合理的に見込んで手配されたものであり、的確な執行過程に入っているものと見
ることができる。但し、中期目標期間の最終年度の年度末に向かって順調な執行が求め
られる。
(8) 情報公開、第三者の関与等業務運営における透明性の確保の状況
ホームページ上の情報公開の方法及びその内容は、独立行政法人に求められるものと
して、また従前に比して、改善されてきているが、一方、より多くの、より分かりやす
い情報の公開を求める要請は益々高まっており、現状に甘んずることなく、公開内容を
より拡大し、分かりやすく整理し一覧性を高めて行く必要がある。なお、情報開示内容
及び方法について、特に契約に係わる情報に係わるものについて改善事項があれば、随
ラスパイレス係数（対国家公務員）
：事務・技術職員 85.2 研究職員 98.4 医療職員（医師）100.6 医
療職員（看護士） 91.4
１５ 平成 19 年秋に財務省とは臨床医学事業収入の増加分を経営努力によるものとの認定を受け目的積立金
とする交渉をしているが、認められなかったという背景がある。
１４
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時指摘し改善の実行を求めている。
セグメント情報は、平成 19 年度の財務諸表付属説明書から記載し公開してきている
１６

。

第三者の関与は、平成 20 年度の運営改善委員会、研究費不正使用調査第三者委員会
の活動に見られ１７、また倫理・コンプライアンス委員会への外部有識者の参加が現在検
討され、更には研究業務上必要な審議機関にも外部有識者が参加している１８。今後は、
より経常的な業務運営（研究評価、契約審査など）においても、職員の業務量を勘案し
つつ、諸情勢も的確に判断して、第三者の関与の可能性を検討していくことが望ましい。
平成 20 年度における情報公開の開示請求は 1 件であり、請求者の請求通り全面開示
している。
(10)会計検査院国会報告事項への対応状況
平成 20 年 11 月の国会報告において「医療用装置の維持管理に係る業務の請負契約に
当たり、仕様が適切でなかったため、契約額が割高となっているもの」とされている契
約案件に関連して、研究所として取った措置（保守契約前の除却資産の確認、資産除却
前の保守契約内容の確認、相互連絡の確実な実施など）については、定期的に注意喚起
し、特に除却が通年に亘って実施されることを勘案すると、運転維持・保守契約の更新
時には、再度一括してチェックするなど入念な対応を引き続き行い、誤った処理を繰り
返さないよう十分な注意が必要である。
(11)内部統制関係
①

内部監査
監査室においては、内部監査計画を策定し遂行するとともに、公的研究費の不正防止

等に関する取組状況調査を実施している。科研費の内部監査は、概ね１０％以上の監査
が求められているところ、３０％を対象に監査を行っており、また、科研費のルールに
係わる周知徹底を図る目的でルールに関する調査を実施し、工夫が見られる。中でも主
要な取引業者と総務部経理課の残高確認は初めての試みである１９。この残額確認におい
て、取引業者との間で、研究所への納品、研究所からの支払い状況が確認されたことは
有意義である。取引業者及び研究所双方に対する一つの牽制効果として期待できること
から、今後、手法、対象等を工夫しつつ適宜継続していくことが望ましい。
内部監査に投入できる資源、人材にもよるが、業務の効果的、効率的な実施に役立ち、
１６ セグメントは、放射線に関するライフサイエンス、放射線安全研究、緊急被ばく医療、基盤技術研究及
び人材育成その他業務、法人共通となっている。
１７ 運営改善委員会 13 名中 3 名（弁護士、公認会計士、原子力安全学識経験者）
、研究費不正使用調査第
三者委員会 3 名中 3 名（弁護士 1 名、公認会計士 2 名）
１８ 重粒子線治療ネットワーク会議、緊急被ばく医療ネットワーク会議など。
１９ 取引額 100 万円以上の取引業者の上位 20 社（100 万円以上の取引業者への支払い総額の約 50％に相
当）を対象。
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また、業務の透明性及び法人としての説明責任の遂行に資する内部監査とするよう、今
後とも監査事項、内容及び方法を工夫していく必要がある。
②

倫理・コンプライアンス

コンプライアンス室（改組前）を中心として、研究費不正使用問題への対応のための
不正防止計画が策定され実施されている。この計画の実施状況については適切な時間経
過後改めて監査を行う予定であるが、とりわけ、研究遂行上の些細な問題であっても広
くこれを吸い上げ、きめ細かく対応するシステムを確実に定着させ、間違っても現場で
都合良く解決され問題が潜在化することのないようにしていくべきである。また取引業
者へも恒常的に注意喚起をしていく必要がある。
検収体制の強化が図られているが、適時実施されている単価契約品目の納品時検査に
ついては、牽制効果を高めるため回数を増やし、また外部機関に委託し第三者化するこ
とも検討し、また、その実施状況、結果等を定期的に知らせ所内で共有していくべきで
ある。時間の経過とともに風化しないよう、適時に意識調査を行い、改善策等の有効性
を高めていくことも重要である。
一方、研究不正に関して研究「費」の問題への対応が中心となってきており、所謂論
文の改ざん等の研究不正問題への理解が進んでいるかどうか、研究現場における健全な
人間関係が確保されているか、など今後時期を選んで職員の意識調査をしつつ、外部有
識者によるセミナーを適時実施し、多くの職員の理解を深めて行くことが不可欠である。
研究倫理への対応としては、倫理・コンプライアンス関係の体制、制度が整備され、
全所的な組織体系の中で統一的に位置付け、それぞれの機能が明確化されたと言える。
利益相反についても、利益相反マネージメントの制度を運用して、利益相反委員会に
対して積極的な相談、照会がなされ広範囲な議論が行われているが、個々人への回答に
止まらず、職員に対して事例紹介を行って注意を促して行くべきである。
内部通報・外部通報について窓口の明確化等体制の強化を図っているが、通報内容の
吟味の方法、公式な対応の適否について経験を重ね適切な判断ができるようにしていく
べきである。また、費用対効果を分析評価するため、調査費用、法務関係費用等を含め
内部統制強化に係わる費用を同定していくことが望ましい。また、これらの費用を一般
管理費削減との関係では、別枠化することが期待される。
パワーハラスメントが平成 20 年度に 1 件処理されているが、パワーハラスメント等
の防止対策をさらに進める上では、関連規程の整備を急ぎ、組織間の連携を強化する必
要がある。また、今後は、行政対応暴力、反社会的な勢力による被害の防止に対する対
策など企業として求められるより広い対応を明示していくことが重要である。
③ 監事監査
以下は、監事としての活動状況の報告及び今後の方針であり、監事監査と内部監査、
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コンプライアンス活動との連携を深め、また監事監査体制の強化を検討する際に活用
されたい。
平成 20 年度は、平成 20 年 6 月（予算執行状況、棚卸資産、減損会計、取引相手先と
の関係、職員数の経過等）、同 9 月（規制への対応、健康安全管理者・総括管理者の職
務、事件・事故対応）、同 10 月（予算の上期執行状況の把握と下期に向けた取組、年度
当初の 9 月末人員構成及び配置状況、人件費の上期執行及び下期の見通し、各部・各セ
ンター等の業務計画に対する上期進捗状況及び予算の執行状況等）、同 12 月（随意契約
の見直し、保有資産の見直し、給与水準の適正化等、関連法人等との人・資金の流れの
あり方）、平成 21 年 2 月（契約の考え方－入札、随意契約、単価契約、分任契約の使い
分け、単価契約の絞り込み、分任契約担当役の準備状況、導入時期、支援体制の考え方、
会計システム切り替えの計画・作業の進捗状況、旧データの取扱、検収体制、特に中央
検収所と現場検収との関係）を定期、臨時監査として実施した。
これらの監査結果については、監事気付きの点として理事長に報告している。平成
21 年度 5 月定期監査の時期に、併せてこれらの気付きの点に対する研究所の対応状況
の報告を受けた。この結果、概ね的確に対応していると考える。また、平成 19 年度財
務諸表及び決算報告書に対する意見（平成 20 年 6 月 30 日付理事長宛）においては更に
監査を実施することとしており、その後、平成 20 年 10 月 30 日に理事長宛に追加意見
を提出した。この問題に関係しては、運営改善委員会、第三者委員会に出席し追加的な
監査を実施して、全所的な対応を検証してきた。
内部監査を担当する監査室とは適宜連携し、監査内容・時期の調整、情報の共有等を
図り、共同した分析評価等を行って、相互の円滑な監査の遂行に努めた。
会計監査人たる新日本有限責任監査法人とは、3 回意見交換を行い２０、会計監査人の
状況を調査した。
本報告を取り纏めるに当たり、2 つの独立行政法人の監事と意見交換を行った。
平成 21 年 4 月、監事監査規程を拡充し、監事監査実施細則を整備し、監事監査に係
わる枠組をより明確にした。今後は、内部統制に係わる監査室及び倫理・コンプライア
ンス統括室との協力をより強化しつつ、役員の業務遂行がより的確に行われ、会計監査
人の監査の方法及び結果を効果的に確認できるよう連携に努めることとする。特に、入
札・契約の適正化、情報の公開等独立行政法人として厳格な対応が求められる課題につ
いては、法令等における客観的な基準への合規性の確認を確実に行い、更により透明性、
競争性の高い手法が必要な場合などは研究所に検討及び実施を促し、もって国及び国民
の納得の得られる監査となることを目指すこととする。
なお、監事監査体制の整備については、客観的な基準に基づき明確な判断が可能な場
合は監査項目及び内容もある程度予見可能な範囲にはいってくるが、独立行政法人、特
に研究開発型独法に新たに求められる課題に対して監査が増大していく場合は、必ずし
２０

平成 21 年 1 月 27 日、同 6 月 9 日及び 11 日計 3 回
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も評価方法、内容が容易でない場合もあり、人員等も含め体制のあり方を慎重に検討し
遺漏がないようにしなければならないと考える。また、求められる監事監査の機能にも
よるが、より広い視野を必要とする場合は、制度のあり方、根幹に係わる問題にも及ぶ
バランスの取れた意見を言わざるを得ないこともあろうかと考える。
8－3 企画部及び総務部等における主な平成 20 年度の事業の達成状況に対する意見
主として平成 20 年度業務実績報告書の「業務運営の効率化に関する目標を達成する
ために取るべき措置」の項目、内容に沿って示すこととする。
（1） 企画部関係の業務実績
① 知的財産
ほぼ目標に沿った取得状況であるが、保有する特許権に対する管理上の資源投入
と実際の利益とのバランスを考慮し、適切な管理のあり方を常に追求することが求
められる。因みに平成 18 年度からのいわゆる特許等の維持経費（実費）は、平均
で 40 百万円を越えており２１、これに対する特許収入による目的積立金はバランス
してはいない。これらの収支は短期的に評価すべきものではないが、ここ 3 年間、
上記維持経費は漸増傾向にあり、今後、費用の適正化に一層留意をすることが望ま
しい。
ただし、独立行政法人後、ひたすら特許の取得数を評価する向きも強く、このよ
うな傾向の中で取得費用を一方的に問題にすることも無碍なるかなという感はあ
る。このような議論が不用となるほどの成果が上がることを期待するものである。
② 共同研究
共同研究契約は着実に伸びている。単に件数の増加を目的とするのではなく、次
期中期目標の設定を控え、長く継続されているものなどは見直し、活性化するなど
の工夫が必要である。国内機関（大学、公的機関、企業）との共同研究について双
方が認識する達成度、効果等が調査されているが（平成 20 年度末）、総体的に見て、
研究所より相手機関が効果を感じているようである２２。また、この調査において、
研究所又は/及び相手機関が「達成度」や「効果」を、「Ｃ」と評価した共同研究が
13 件（調査対象 121 件の 10.7％）ある。今後の継続の可否も含めて抜本的な検討
を行うことが望ましい。
③ 萌芽的研究・創成的研究
平成 18 年度 3,280 万円 平成 19 年度 4,027 万円 平成 20 年度 4,908 万円
研究所の達成度Ａ 25.79% 相手機関の達成度Ａ 43.84%

２１
２２
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研究所の将来を築くためのシステムであり、単に研究費の調整機能を果たすことに
陥らないため、外部の評価も取り入れつつ実施方法を常に工夫する必要がある。
④ 研究成果の普及及び成果の発信
数値目標の達成においては特段の問題は認められず、ホームページの充実におい
ても一定の成果の跡が見られる。一方、成果の発信（プレス発表件数）を見ると２３、
他の同規模の研究機関との比較において少なく、一層の努力が求められる。これは
プレス発表に限られるものではない。単に広報関係者の努力に委ねるのではなく、
国民に研究所の存在を示し、成果を問うていく具体的方法を模索し、日々の活動の
中で実践していく職員の意識、姿勢が重要である。
原著論文目標は、定員制職員当たり年 1 報という目安に立っているが、必ずしも
合理的な説明とは思われない。同様の研究分野における動向、知識データベースの
整備等他の業務とのバランス、研究所独自の質的重み付けなど多様な評価の視点を
取り入れ、正に研究開発型独立行政法人として独自の説明を野心的に試みるべきで
ある。筆頭原著及び貢献度の評価などは早急にこの試みを開始するべきである。
⑤ 施設及び設備の共用
内部被ばく実験棟の改修工事は、平成 19 年度末に発生した原子炉等規制法手続
違反が生じたことにより、平成 19 年度補正予算及び平成 20 年度予算合計 1520 百
万円に相当するもの執行が見直しを迫られ、極一部の改修に留まり、残額 1320 百
万円の予算が返還された。上記手続違反による施設の使用停止も原因しているが、
プルトニウムを使用する施設として非常に入念な準備と実施を必要とするにも拘わ
らず、研究活動と平行して改修等を行う予定であったことなどが潜在的には強く影
響していると考えられる。極めて特殊な施設であり、準備・工事期間を十分踏まえ
て立案し予算制度上の制約とも十分整合性を取って実施に移すよう要請する。
平成 20 年 9 月に設置された「内部被ばく実験棟・ＲＩ棟運営企画室」の下に、
改修工事等が進められている。内部被ばく研究の廃止という方針に沿って「プルト
ニウム吸入暴露施設設備の廃止」という路線を進んで来ているが、プルトニウム等
のアクチニド元素に係わる研究所の使命と内部被ばく実験棟の建屋としての特異性
を十二分に踏まえ、慎重に進めなければならない。今後とも現場任せにはしない、
という強い姿勢が重要であり、上記の室及び執行役員が一体となって確実な計画策
定と、本予算での所要経費の確保、更にはその着実な実施に努めなければならない。
検討されているアルファ線棟の改修については、那珂湊支所廃止に伴う廃棄物の
処理と連動していることもあり、計画的に作業が進むよう特段の配慮が必要である。
重粒子線施設増築については、平成 20 年度の補正予算であり執行条件の厳しさ
研究成果のプレス発表件数推移：平成 18 年度

２３

9件
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平成 19 年度

13 件

平成 20 年度

14 件

を伴うが、他の補正事例から得られた教訓も踏まえ、確実な執行ができることを期
待する。
ＨＩＭＡＣを活用した共同利用研究は、課題募集を年 2 回行い、合計 135 課題
が実施された。これらの成果は、報告書として纏められ、また発表会が実施されて
いる。この共同利用は、ＨＩＭＡＣ運転開始以来継続されてきたものであるが、Ｈ
ＩＭＡＣの運転時間の凡そ 4 割近くを使って実施されており２４、光熱水等全てを入
れた投入費用としても相当の額に上るものであり、成果としてより訴えるものが欲
しい。また課題評価としてもより客観的な評価となるよう工夫が求められる。
ＨＩＭＡＣ以外の設備の共用についても外部の使用者に積極的に供用するとさ
れているが、一部の設備（ＰＩＸＥ）を除いて、制度的供用が進んでいる状況では
ない。技術的な準備、所内利用との調整、料金システムの確立など重要な検討を進
め、中期計画に沿って制度的準備を円滑に進めることを期待する。なお、今後、外
部への供用を進めるためには、仮に準備中ではあっても、多くの研究者が研究所の
貴重な設備について知る必要がある。外部の専門家が時に照会してくることに満足
せず、ホームページ上でＨＩＭＡＣ以外の設備についても十分なＰＲをすることが
望ましい。
⑥ 人材育成
目標を超える人材育成業務が達成されているが、研修事業については常に官民競
争入札の事例及び民間企業の動向を研究し必要な検討を積み重ね、徒に惰性で研修
事業を継続するようなことにならないようにすべきである。研修等に利用する宿泊
施設の稼働率（約 50％）については、効率的、効果的な運営上妥当なレベルかど
うか、十分確認していく必要がある。
研究所が担う人材育成上の任務を果たせるよう、研究所自身がその専門的能力を
維持していく必要がある。行政の要請に応じていくことが基本ではあるが、中期計
画で定められている医学物理士に止まらず、計画的な人材養成を必要とする分野は、
他にも多くあると考えられる。専門的機関の任務の一つとして、将来必要となる、
あるいは我が国として失ってはならない専門的人材の質、量について警鐘を鳴らし
行政に対して的確な助言をし、他の関係機関、大学とも連携して、人材を確保して
いく責務があると考える。
⑦ 国際協力及び国内外の機関、大学等との連携の推進
国内関係機関とは一定の継続的な連携関係にあり交流も活発であるが、今後は国

ＨＩＭＡＣ共同利用研究に約 2300 時間を提供。総運転時間を約 6000 時間とした場合、約 38％が共同
利用研究。

２４
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際的なベンチマーキングを進め、放射線（能）関係研究機関のネットワークを形成
して相互の活性化を図ることが期待される。
⑧ 行政のための必要な業務
緊急被ばく医療に係わる業務は、限られた人材、人員の中で最大の努力を払って
実施されているが、長期的に見て、この分野において行政のための必要な業務を実
施していく体制が十全に確保されているとは言い難い。関係する行政側との密接な
連携が必要であるが、現在の独法制度の中で、このような地味ではあるが将来とも
国の役割として求められる業務を確実に実施して行ける制度的枠組、就中、財源、
人材確保と繋がった方策について、共に検討していくよう行政側に働きかけていく
べきである。
緊急被ばく医療に限らず、原子力安全行政と直結する研究分野は、長期的な視点
に立った人材養成が必要となるところである。研究活動を地道に継続して人材を絶
やさない努力が肝要であり、このために必要な財源の確実な確保等を図る制度的な
枠組を研究開発独法制度の中に確立していくよう、行政側とも十分な連携を取って
いく必要がある。上記のような分野における研究開発は、入札によって実施機関を
選定していくというような市場メカニズムに委ねて行けるものではない。制度的な
枠組作りは、次期中期目標の設定に当たって特に重要となると考える。
行政の要請を受けて行う業務は、単に一定の調査、研究開発等を中期目標に沿っ
て行うことだけではない。日々発生する国民生活に直結する安心、安全に係わる課
題への対応がある（放射性物質の紛失、違法な放置、放射性物質を利用する工場等
における従業員・周辺住民の被ばくへの懸念、更には環境放射能（線）の変動、医
療被曝への懸念などに係わる専門的な支援）。これらに係わる研究所の活動は、中
期目標・中期計画上具体的には示されていない。行政側からは、緊急度もあって有
無を言わせぬ要請がなされることがある。国民との距離を考えれば、より一層重視
され、かつ、財政的にも制度的に確実な実施を保障できるようにしていくことが重
要と考える。研究所としても、このような活動を展開していくことは、国民により
近いところで研究所の成果を発揮できることになることを十分認識して、職員の積
極的な貢献を引き出す所内制度を確立する必要がある。以上のような状況が深く認
識され今後の制度的なあり方について検討の光が当てられているとは言い難い。
⑨ 研究組織体制のあり方
研究費不正使用問題への対応に追われる中で、国際オープンラボラトリーを開設
し運用を開始したことは高く評価される。今後は、研究所の存在感をより高める成
果を発信していくことを期待する。
プロジェクト・マネージャー制度が分野によっては設けられているが、その実効

17

性を確認することは今後の課題である。この制度が、プロジェクトの計画的、効率
的な遂行と、最大限の成果の発揮に貢献することを期待する。
那珂湊支所廃止作業は、地元との交渉なども円滑に整えられ、独立行政法人整理
合理化計画に従って平成 22 年度末までに完了する計画が策定され実施されている
が、今後、計画の円滑な遂行が妨げられないよう事前に前広に作業の見通しを立て、
慎重、かつ、確実に実施していく必要がある。
⑩ 企画調整機能・資源配分機能の強化、組織運営・マネージメントの強化
主として研究費不正使用問題への対応を中心として研究所の運営全体を改善す
る多大な努力が払われたことは、残念な出来事への対応ではあるが、評価されるべ
きである。引き続き業務改善委員会においてその努力を継続していくべきである。
配算予算残額の再配分のシステムの構築、契約起票制限期間の大幅な短縮により
年度末における適正な予算執行の確保と、より有効な資源配分を行うよう努力が開
始されている。
年度を通じて行われる予算執行の適正化については、月次による執行状況の把握
が行われているが、大型予算の執行状況の的確な把握、運転保守等継続的な大規模
業務契約の適正化については引き続き力を入れていく必要がある。
予算執行に係わる意志決定メカニズムについては、契約決裁に係わる適切な手続
を確保するなど不断の努力が必要である。予算実施請求書と契約決議書のそれぞれ
の決裁が独立しているため、継続案件の場合などは前者における仕様書等のチェッ
クに入念さを欠くところもあり、今後、前者にもっと重点を置いて行く必要がある
２５

。

長期的な課題でもあるが、研究所の業務に係わる統計データを整理し業務の評価
に活用し対策を立てるというマインドを育て、可能なところから実行していくこと
が重要である。特に、財務情報を分析評価し研究所の運営に生かしていく財務企画
的な業務が不可欠である。
⑪ 効果的な評価の実施
内部評価委員会を設置運営し、自己評価を行ってきている。特に平成 20 年度か
らは、研究開発活動以外の業務運営に外部の有識者のみからなる部会を設けて評価
を行っている。他の機関の例も参照した上で、研究開発活動においても外部有識者
のみによる評価を行うことを検討していくべきである。
定量的評価については、内部評価においてインパクト・ファクタが考慮されてい
るとされるが、評価結果との関係においてその活用が明確ではない。一方、インパ
「5000 万円を越える予算実施請求書が理事以上の決裁」となる一方、
「1000 万円を越える契約決議書が
理事以上の決裁」となる。前者は「予算執行の適否、内容の判断」と後者は「契約事務の適正な処理」の
観点から意志決定がなされる。

２５
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クト・ファクタの大きい雑誌での掲載件数や被引用論文数をより明確に評価するこ
とが求められる中で、その取組を明らかにしていく必要がある。画一的、無批判的
な導入ではなく、分野毎の特性を十分考慮し独自の評価方法をそろそろ編み出す時
期と考える。放射線影響、環境放射能、核医学、放射線治療などの分野において、
研究所がどう先導しているのか、定点観測が出来るよう、また個々の研究者の成果
がレファレンスを持って評価できるようにしていく時期ではないであろうか。何れ
にしても、科学的メリットに基づく、研究者、特に若手研究者のモチベーションを
高める方法を模索し実行に移していく必要がある。
また、国際的なランキングデータ（ＥＳＩデータベースなど）をレファレンスと
して研究所全体の位置付け、発展の様子を客観的な指標で説明できるよう工夫する
ことが今後はより効果的であろう。
⑫ 国際対応機能
国際オープンラボラトリーの立ち上げなどに従前にない努力が傾注され、世界的
な研究所を目指すに必要な投資がなされている２６。職員としての外国人研究者の数
は増加していないが、来訪者（見学者を含む）は確実に増加している２７。国際的な
人材交流は研究所の可能性を広げる重要な道であり、不自由のない外国人研究者の
活動を確保するため、言語、生活、教育、医療、税制等において研究者レベル、組
織レベルでそれぞれの役割を明確にし、研究所全体として国際対応能力が高まって
いくことを期待する。外国人研究者の増大に併せて、関係規程類、特に安全関係情
報（情報セキュリティポリシーを含む）等言語環境の英語化を順次進めることも重
要である。
海外研修制度を数年前に創設しているが、実績がない。若手研究者が海外経験を
積むことにことさら興味を示さない現状は、研究所に固有のものではなく、我が国
の若手研究者全般の問題とも言われるが、外国での研究経験をテニュア獲得の条件
とするなどの所内制度を検討してみる価値はあると考える。
国際機関との関係においては、人材派遣、ＩＡＥＡ協力センターとしての活動が
見られる。ＩＣＲＰ及びＵＮＳＣＥＡＲとの関係においても研究所は重要な国内取
り纏め機関としての活動を展開している。今後は、安定した人材派遣の拡大、財政
負担を伴う共同の調査研究など国際機関との直接的な協力関係を強化し、また、基
礎研究の成果と安全規制との橋渡しを行う活動をより制度化することによって、国
内、国際両面において存在感をより高めていくことが望ましい。
（2） 総務部関係の業務実績
粒子放射線分子生物研究ユニット、重粒子線治療モデル研究ユニット、宇宙放射線研究ユニット
定員制、任期制職員の外国人研究者：平成 19 年度 19 名（3.15%）、平成 20 年度 18 名(2.92%)。外国
からの来訪者（見学者を含む）は 612 名（平成 19 年度）から 720 名（平成 20 年度）へ増加。
２６
２７
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① 一般管理費
一般管理費は、平成 20 年度において約 81 百万円削減されている。自動車運行管
理、業務支援等について費用の縮減を行い、平成 19 年度限りの業務を厳に当然減
とし、更には厳密な一般管理費の会計上の整理を行ったことによる。平成 17 年度
に比して既に 14.1%まで削減してきている（目標は 15％以上）。平成 22 年までに更
に 10 百万円以上の削減を行う必要があるが、研究所の一般管理費が経常費用全体
に占める割合は既に 5％近くに減っており（退職金等控除分を除く）、他の独法に比
べると相当の削減が進んだ状態となっている２８。研究所の主な取引企業の一般管理
費を見ても 10％を切るところは中々ない。今後更に、分任契約担当役の導入などを
契機とする業務の削減可能性がないとは言えないが、削減計画をより綿密に定めつ
つ注意深く実行していく必要がある。現中期計画において「新規に追加される事業、
拡充業務についてはその対象としない」とされているが、これを具体的に発動する
手だては講じられていない。内部統制の強化等この中期目標期間で新規に要請され
てきた業務には、人員、費用の新規投入も必要となるものもあり、このような業務
に係わる費用を特定し新規追加事業等として削減対象から除外できることができれ
ば、より健全な運営が可能となるであろう。
一方、次期中期目標の設定に当たっては、上記のとおり既に限界に近づきつつあ
ると思われる一般管理費の削減を同様の方向で更に進めた場合、研究所の健全な運
営、職員の士気、業務の質、適正な会計処理に与える影響がでないか懸念するとこ
ろもある。外部資金制度が固有に有している間接経費分（最大 30％）も研究所の財
務上の処理においては一定の削減が求められる一般管理費として整理され、その恩
恵を生かしにくい。健全な運営を継続するためには、外部資金獲得努力と連動させ
るなど今後何らかの工夫が求められる２９。
② 人件費及び人事制度
今中期目標期間開始後、期間中の退職者総数に相当する研究者を期間前半に採用
し研究開発活動の活性化を図るという方針で臨んでいたが、年度毎の削減率達成が
より厳格に求められたことにより方向転換を迫られ、平成 20 年度までの 3 年間で
3％以上という削減目標は達成されていない３０。採用者数の抑制３１、超過勤務手当
の抑制３２、地域手当支給割合の据え置き、期末・勤勉手当支給月数の削減等人件費
削減方針が研究所として策定され一部実施されつつある。平成 22 年度末の目標達
平成 19 年度における他法人の一般管理費比率の例：Ａ法人 9.99% Ｂ法人 8.24%
獲得した外部資金の間接経費分の一定割合を削減対象とはしない一般管理費枠とするなど別枠的な方法
を提案していくことも検討に値すると考える。
３０平成 21 年度は、新しい目標に対して約 98 百万円の削減努力が必要。
３１ 採用者数：定年制
平成 18 年度 3 名、平成 19 年度 12 名、平成 20 年度 4 名。任期制フルタイム
平成 18 年度 38 名、平成 19 年度 3 名、平成 20 年度 6 名。
３２ 平成 18 年度
11 534 千円、平成 19 年度 114 077 千円 平成 20 年度 114 061 千円。
２８
２９
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成のためには、この削減方針の確実な実施に向けた努力が不可欠である。
裁量労働制が順次導入されている。今後は本制度への理解を深め適用者の拡大を
図るとともに、業務的な活動に従事する者の勤務時間を適切に管理し、また多様な
勤務形態にある職員の間の理解が進み混乱が生じないことを期待する。
研究所は女性比率が高く、女性が働きやすい職場として範を垂れて行くことが期
待され、育児関係施設・制度において先導的な工夫をしていくことが望ましい３３。
③ 管理業務の効率化
研究費不正使用問題への対応にかなりの努力が割かれてきている中で、分任契約
担当役の設置、クレジットカードによる決済の導入を図ることにより、自己責任の
下に円滑な業務遂行が可能な仕組みを取り入れつつ、併せて管理業務の効率化も進
められている。これらの効果は、定着の様子を見つつ今後的確に評価していくべき
である。監査を別途予定して行きたい。
総務業務支援システムのシステム更新の準備が行われ、人事管理システムの設計、
開発が進められ、勤務管理システムについてはＡＳＰサービスの利用を採用し、旅
費システムは新規パッケージの導入の方向で準備が進められている。また次期会計
システムの導入（平成 23 年 4 月）に向け着々と準備が進んでいる。なお、システ
ム運用費用は、今期に入って確実に減少している３４。一時的な保守費用等は今後も
発生するようであるが、この努力を続けてもらいたい。
これらの作業に当たっては、システムの利用者の声を良く捉え、旧システムの不
便さを極力解消していくことが求められる。特に会計システムについては、今後と
も必要な統計作業を連続的に行えるよう保障するとともに、外部から求められる統
計作業も短時間に出来るよう設計されている必要がある。このような統計作業に企
画部、総務部の職員が多大な労量を投じていることは余り知られていない３５。
平成 20 年度は、特に一般競争入札が原則として適用されたこともあり、契約事
務の増大が当初から予想されたところである。実際、契約課職員（定年制）の勤務
状況は、超過勤務は若干短縮されているが、年休取得時間が減少しており、総じて
事務の増大は避けられなかったことを示している。特に契約課第一係及び第二係（計
6 名）の総勤務時間は、若干の個人差はあるが、確実に伸びている。原則一般競争
入札の導入だけではない契約課職員の業務量の増大要因もあると考えられる３６。
役務等の契約の仕様書の見直し作業を重点的に行い、作業人員等の削減を図り効
率化に繋げたことは評価に値する。今後、単純な繰り返し発注を避けるため不断の
女性研究者（定員制）は、21 名（平成 19 年度）から 23 名（平成 20 年度）に増加。定員制・任期制
全体で 22％（21％）が女性。
３４ 平成 18 年度
52 百万円 平成 19 年度 22 百万円 平成 20 年度 19 百万円
３５ 平成 19 年度
12 件 平成 20 年度 18 件
３６ 平成 20 年度の契約課の平均超勤時間
38.6 時間/月（総務部平均の約 14％増） 年休取得時間 11 日
（総務部平均 12.1 日）
３３

21

見直し努力を行い、少しでも効率化可能な案件を増やしていく必要がある。
総務、企画関係事務については、引き続き他法人の効率化事例を調査し参考にし
て自ら効率化できる業務に適用し、また、一般管理費削減要請との兼ね合いも考慮
して、アウトソーシングの拡大やネットワーク活用型システム（旅費、購買等）の
導入を検討していくべきである。
平成 20 年度内に改正等が行われた規程類は、規程 67 件、規則 13 件、細則 3 件、
達 37 件であった。法令等の改正に適時的確に対応し、また職員の処遇、保健衛生、
安全の向上に係わる規程類を的確に整備していくことに引き続き注目していきたい。
各独立行政法人は、それぞれ運営の効率化に最大の努力を払っていると思うが、
それぞれの努力の成果を一つに纏め、互いの経験を交換し、また自らに適用しうる
事例を求める場があることが望ましい。独法の活動状況に係わる統計データも特に
纏められていないことから（総務省の取り纏めデータを除く）、出来れば独法全体、
特に研究開発型独法の全体の姿をレファレンスとして把握できるような仕組みが望
まれる。更には、業務の特性、事務量等を勘案して評価することが重要とされてい
るが、これらの評価の方法、客観的基準を明確して、業務の質の確保と効率化を両
立させていく目安とすることが期待される。。
④ 外部資金及び自己収入
外部資金は、執行停止などを含めると研究費不正使用問題が影響し減少している
が、健闘の跡は見られる３７。競争的資金の額は、約 790 百万円、また科学研究費補
助金（厚生労働省分を含む）は、約 160 百万円で余り変動はないが、一方で、科研
費の件数は、分担研究も含めれば約 6 割の増加を示している３８。いずれにしても運
営費交付金に対する競争的資金の獲得率は高いとは言えず３９、より一層外部への挑
戦が求められる。次期中期目標期間との繋ぎの時期に入ることもあり、一層の努力
が期待される。外部資金では制度によって異なるが数％から 30％の間接的経費が支
給される。平成 20 年度は外部資金の総額の 18％に相当する間接的経費

214 百万

円が得られている。この使途については、今後も様々な可能性を追求するべきであ
る。
民間との共同研究については、民間の資金を直接投入する仕組みを周知徹底し研
究者のインセンティブをより高めていく必要がある。
自己収入は、堅実に増大しているが、殆どは臨床医学事業収入（病院収入）であ
る４０。審査減の抑制、病床利用率の向上等の努力によるものだけではなく、ガン治

平成 19 年度 1770 百万円 平成 20 年度 1400 百万円
平成 18 年度 50 件、平成 19 年度 65 件、平成 20 年度 81 件
３９ 競争的資金合計
平成 19 年度 831 百万円 平成 20 年度 810 百万円、うち科研費 平成 19 年度 168
百万円 平成 20 年度 163 百万円。今期、運営費交付金の 24％以上を常に獲得している法人もある。
４０ 平成 19 年度
2394 百万円 平成 20 年度 2541 百万円
３７
３８
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療研究の先端を行く病院としての使命を病院職員全体が現場で日々実践している賜
として評価できる。今後は、このような実態も踏まえ、研究所運営全体との関係に
おける病院収入の位置付けを新たな視点で行うことも重要である（下記⑦参照）
。
⑤ 剰余金の使途
平成 20 年度は申請した目的積立金約 400 万円について大臣承認が得られ、目的
積立金総計の 1584 万円については、中期目標終了期間前にその使途を決定し業務
運営に活用するとしている。さらに今後は 108 万円の目的積立金（研究促進開発等
積立金）を申請することとしている４１。特に指摘することはない。
⑥ 資産の活用状況
資産管理業務については、中央在庫物品、免税アルコール、棚卸資産等に関する
業務をマニュアルに基づき実査として行っている。除却予定資産については備品類
有効活用データベースへの登録を奨励しその活用に努めているが、実績が少ない。
より積極的な活用を検討すべきである。資産のより一層の活用については、今後よ
り高い関心を持って調査していきたい。
⑦ 予算、収支計画、資金計画
利益剰余金等のところで述べたとおりであるが、運営費交付金債務残高は、1,341
百万円であり、金額的には運営費交付金総額の 10％を越えている。そのうち 1,150
百万円（85%）は契約済繰越であり（平成 18 年度

70.8% 平成 19 年度

84.3%）、

執行過程に入っているものと見ることができる。但し、中期目標期間の最終年度の年
度末に向かって順調な執行を確保する必要がある。
予算執行に関しては、年度内に予算を全て消化するという悪しき慣行が原因となっ
たことを踏まえて、センター（部）内での調整した上で一定額を翌年度に再配分する
制度がこの年度末に初めて設けられた。この制度によって翌年度に持ち越された額は
1600 万円であったが、制度の効果という視点から今後に注目していきたい。
未使用で繰り越される運営費交付金は、191 百万円となっている４２。これらは、各
配算体に残された残額と、年度末ぎりぎりになって実施された金額の大きい入札案件
において落札価格が大幅に予定価格を下回ったために生じた余裕金などの合計と説
明されている。翌年度に繰り越され収益化され、中期目標期間において所与の成果を
上げるために使用されるものではある。年度末が近い時期においては、各配算体の残
額と使用計画の把握、自己収入４３の適時、かつ、正確な見通しが重要であり、来る平
４１ 最近の他法人の動向は、
理研 21 844 千円（平成 19 年度）、材料機構 31 554 千円（平成 19 年度）8 514
千円（平成 18 年度）、産総研 204 244 千円（平成 19 年度） 224 727 千円（平成 18 年度）
４２ 運営費交付金未執行額としては、平成 18 年度 351 百万円、平成 19 年度
171 百万円。
４３単純平均で毎月 2 億円以上の収入となる病院については、1 月、2 月の収入だけで 3 億円を越える可能
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成 21 年度末にその確実な執行を試み、中期目標期間最終年度に備えていくべきであ
ろう。また未使用となり最終的に国に返還されることとなる病院収入の残額４４につい
ては、財務上の取扱も含め今後の活用方策に係わる議論を尽くして次期中期目標に備
える姿勢が求められる。収益の増加、費用の節減など病院の経営努力を注いだタイミ
ングを特定し定量化し目的積立金としていく議論の土台としていくことが期待され
る。研究所の今後の努力に注目したい。
なお、契約起票制限期間の大幅な短縮が図られ、予算の柔軟な執行が可能となった
が、この措置が契約済み繰越等に与える影響については、今後ともよく分析していく
必要がある４５。
会計検査院は、平成 20 年 3 月 5 日、各機関からの同院への計算証明の提出の遅延
を解消するため、遅延期間に応じて改善策を促す通知を発出した。研究所は、「独立
行政法人放射線医学総合研究所の計算証明に関する指定」
（平成 13 年 10 月 17 日検第
487 号）により、毎月の合計残高試算表を翌月末日までに会計検査院に提出しなけれ
ばならないこととなっている。平成 20 年度は、12 回のうち、約半数回の提出が期限
内に行われ、残る約半数回が期限を越えている４６。月次管理が望ましく、今後とも、
この提出期限についても注視して行きたい。
⑧ 賞罰の実施状況
核燃料物質使用施設における許可手続等の違反、不適切な手続による研究費の支出、
連携大学院学生へのパワーハラスメントに対して、停職、減給等の処分が行われた。
また、不適切な手続による研究費の支出があったことから、「表彰規程」による業績
表彰及び功績表彰は実施されなかった。このほか、外部資金固有の制度に基づき、不
正に係わった科研費関係研究者 3 名が、今後一定の期間の応募制限を受け、また総額
で 1，277 万円の研究費の返還を行った（対理研、文科省及び学振）。なお、研究所不
正使用問題が発生したことにより、研究者によっては共同研究を開始し又は継続する
上で外部の研究者への説明に時間、労力を要するなど研究遂行上インセンティブが削
がれた結果となり、研究所が社会的にもある種の制裁を受けたかの様相を呈している。
研究所としては上記表彰規程による表彰のみが公式な表彰であるが、研究業務に係
わる表彰に工夫を凝らし研究者の評価を目に見えるようにしていくだけではなく、業
務運営の効率化、保守・運転経費の節約など研究所の業務全般に亘り職員の主体的な
改善努力に報いる表彰制度の創設も検討に値すると考える。

性があり、影響が大きい。
４４ 前期末に国に納付した積立金は、5 年間の総額で 605 百万円である。
４５ 平成 18、19 及び 20 年度の 3 月後半の契約日の契約件数の繰越済契約全体に占める割合は、39.6％、
13.0％、43.3％となっている。
４６平均提出日数
38.8 日（平成 21 年 6 月 5 日現在。但し、未提出の同年 4 月分を除く）
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9． その他必要な事項
本報告書については、平成 21 年 6 月 16 日、理事会終了後、理事長、両理事及び総
務部長、企画部長ほかと意見交換を行った。
以上の監査結果及びそれに基づく意見については、監事監査規程第 14 条に基づき、
検討又は実施の状況に応じて適宜回答をお願いしたい。何れにしても、平成 22 年 5
月に実施する予定の平成 21 年度の定期監査の際の監査事項とする予定である。さら
に評価委員会の評価の進展に伴い、監事監査として求められる事項があれば、追加の
監査を行うこととする。
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随意契約見直し計画における目標の比較
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