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政著書第�  2 0 号

平成� 22生存� 5月� 31日

総務省独立行政法人務級委員会� 

a委員長 建築永 規 Z量 殺

委員災関素

「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」の送付について

今殺、さき委員会では、今後の二次評価除惑と災施ずる擦の視点として作年決定

し?と� f独立行攻法人の業務の実績に関する言李総の観点J(ijZ足立 21年� 3 jJ30 

お政策評価・独立行政治人評価委員会)について、J3IJ添のとおり改正しまし

たので、各)fg:省独立行政治人評価委員会の評価の参考に供ナベく送付するこ

とどいたしました。

当役員会としては、上総� f視点J I乙沿って、今後の二次官学締役行うことと

しておりますので、御承知おき緩います。
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独立行政法人の業務の実績に製する評鑓の視点

平成� 21年� 3月� 30閃

政策静仮・独立行政法人評価委員会

改正平成22年� 5月� 31日

政策鮮側・独立行政法人評価委長会

政策評価・独立行政法人評側委E礼会(以� ドf当委員会j という。)は、各府守主ω

の独立行政法人評価委員会(以下「府守話線側委長会Jという。〉が行う独立行政

法人(以下「法人Jという� 0)の業務の爽績に関する鮮側Jの結果について、当面、

以下の視点から二次評価を実施し、殺な行革主主恋人i漁船法{平成立年法律第� 103

号)第� 32条第� 5項(第� 34条第� 3壌で霊祭F閉される場合を含む。〉に基づく意見を

述べることとする。

多彩� 1 基本的な夜点

府守芸評儀委員会の祭儀においては、対委設となる絡部の法人の業務の沼的、

《毒事、性;僚に応じて様々な護軍鉱の綴点からの議絡が行われるが、当委員会に

おける議論の蓄積を含む独立行政法人総皮の施行後の運用実績を踏まえる

と、少なくとも次の� 3点については有終紙において共通に求められる基本的

な視点ということができる。� 

1 法人の業務に係る政策図的を踏まえて、その業績を評価していること 0 

2 評価に際しては、常に、効率性、金滋倣毒事の向上による業績の増進、業

務の対象となる国民に対するサービスの償の向上を志向していること。� 

3 法人の業務の内容、業績の分析とそれに遺書づく評価、課題と展望を富民

に分かりやすく説明するこどによ弘法人多義務に対する医民の理解を深め

ることを志向しているとこと。

当委員会としては、評価安行うことにより、法人の業務に係る政策呂的主主

漆成され、ひいては国民生活の向上が鶴られるべ舎であることを念頭に置き、

上述3つの読点について、予言i乙路短3愛護憲争奪ちながら、府答言李総委員会の評

綴綾祭の遜lE伎が確保されているかiとついて際級会うこととする。その際、

さき核蓄率徳治宝以下の各法人iと尖巡する級車IJ約な視点について適切に扱ってい

るかを穏心事項とする。

第� 2 4l-法人iこ共通する個別的な視点� 
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1 政府方針等� 

O 法律、総議決定及びその他殺療の種々の号交差車交針〈以下� f政府方針j

という。}において、法人が当該年度iこ互支号総むことと� tされている事項に

ついての評僚や、府省言手f運委員会が耳立ち総生pことと� 2きれている評僚が、

約機に行われているか。

~議委員会が主務大直に通知した勧告の方向伎のう、、浅ま実年度において

取り組なこどとされている事項や、当委主竜会が府守留苦手紙委長会に通知した

塁手皮業務災綾評価意見において指摘した客演についての評価が的確に行

われているか。� 

O 当委員会がこれまで府省評価委員会に示してきた激務実績評価に関す

る関心事項毒事を踏まえた評価の取組が行われているか。。法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行総まま燃の指摘毒事項等

そi踏まえた評価が行われているか。� 

2 財務状況� 

( 1) ~当期総利益(又は当期総損失〉 

O 	当期総利益{又は当期総損失〉の発生主要阪会言明らかにdれているかn

言長た、当期総利益{又は当惑絵模失〉の費量殺重警飽の分析告と行ったよで、

主筆談革審おが法人の業務運営;こ罪喜怒冬季があることによるものか念総設し、

総務漆苦言に問題等蓄があることが判明した場合にはさ議室車問怒毒事役踏まえ

た護軍僚が行われているか。� 

(2)利議剰余金{又は繰越欠損金〉� 

O 利益剰余金が言十よされている場合、国民生活及び社会緩済の宏一定等の

公共上の見地から実施されることが必要な業務を滋行するという法人

の性絡に照らし過大な利益となっていなし、かについて符備が行われて

し、る方、� 

O 繰越欠損金が計上されてん、る場合、その解消昔卜衝の妥当性について評

側:きれている治、当該計画が策定されていない場合、米策定の理由の妥

潟性について検証が行われているか(既に過年度において線級欠損金の

解消音i阿が策定dれている場合の、同言十箇の見i寂しの必要悪役3えは兇依し

後の計閣の妥当性についての評価を含む)。� 

dらに、当該計画に従い解消が進んでいるかどうかについて評僚が行

われているか。� 

(3)選営費交付金債務� 

O 	逃言葉年度iこ交付された運営費交付金のささま衰年後における米執行率が

おい会議会において、運営費交付金主主衆執行となっている綾織が紛らかに� 
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されているか。 

O 運営費交付金債務(運営費交付金の未執行)と業務運営との関係につ

いての分析を行った上で、当該業務に係る実績評価が適切に行われてい

る方、 

3 保有資産の管理・運用等

(1)保有資産全般の見直し


ア実物資産 
  

O 実物資産について、保有の必要性、資産規模の適切性、有効活用の

可能性等の観点からの法人における見直しの状況及び結果について

の評価が行われているか。

見直しの結果、処分等又は有効活用を行うものとなった場合は、

その法人の取組状況や進捗状況等についての評価が行われているか。 

O 政府方針を踏まえて処分等することとされた実物資産についての

処分等の取組状況が明らかにされているか。その上で取組状況や進

捗状況等についての評価が行われているか。

イ金融資産  

O 金融資産について、保有の必要性、事務・事業の目的及び内容に

照らした資産規模の適切性についての評価が行われているか。 

O 資産の売却や国庫納付等を行うものとなった場合は、その法人の

取組状況や進捗状況等についての評価が行われているか。

ウ知的財産等  

O 特許権等の知的財産について、法人における保有の必要性の検討

状況についての評価が行われているか。 

O 検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった場合は、その

法人の取組状況や進捗状況等についての評価が行われているか。 

(2)資産の運用・管理

ア実物資産  

O 活用状況等が不十分な場合は、原因が明らかにされているか。そ

の妥当性についての評価が行われているか。 

O 実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上に係る法人の取組に

ついての評価が行われているか。


イ金融資産 
  

a)資金の運用 

O 	資金の運用について、次の事項が明らかにされているか。(垣に

ついては事前に明らかにされているか。) 
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l 	 資金護霊燃のき築造産

誌 童話会違憲郊の姦本的方針{具体的な投資行動のゑ忌決定主体、

滋ffllζ係る労務大箆、法人、運用委託先間の責任分担の考え方

毒事)~ ~譲渡終成、遼用楽祭を言手{訴するたきちの基準〈以下 f漆用方

針母むとしもう。〉� 

o ~霊長訟の護憲子務体織の整鱗状況についての評鍾が行われているかの 

O 議普通設の役務、渡潟方針等IJ)設定主体及び規定内容を踏まえて、

主義人の資妊について十分に分析しているか。

も) 債権の管潔毒事� 

O 貸付金、米収会宅事の債権について、回収計画が策定されている

か。悶ltR費十闘が策定されていない場合、その理由の妥当性につい

ての検況が行われているか。� 

O 泊収昔十衝の災施状況についての評価が行われているか。評価に際

し、� i)剣倒懸念{僚機・破謀長更生債権等の金額やその貸付金等残高

に占める割合が全勢力日している場合、� ii)計画と実績に差がある場合

の華客凶分析会行っているか。� 

O 回収状況絡会踏まえ悶収針閣の見直しの必要性等の検討が行わ

れているか。

ウ 知的財B患者事� 
0 特許権者事の知的財産量について、特許出願や知的財産活用に認する方


針の策定状況や体制の空襲機状況についての評価が行われているか心
 

O 実施許諾母約こ請さやていない知的財産の活用を推進するための取組


についての務総が行われているか。� 

4 	人件費署管議� 

(1) 給与水準� 

o ~語家公務長設と主主ぺて給与7K獲の高い法人について、以下のような緩点

から厳格なチぉツグが行われているか。� 

' 	給与水準の潟い議室ぬ及び議ずる議機(法人の設定する呂襟水準を会

む)についての欲人の説明が、国民に対して納得の得られるものと

なやているかP

帯	 法人の給与水畿自体が技会的な理主解の得られる水準となっているか。� 

C 習の財欲叉尚割合の大念い法人及ひ争累積欠損金のある法人について、

額の財政支出規緩や感積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関

する法人のお金統状況告とチコにツクしているか。� 

(2) 総人件費� 
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O 取組開始からの経過年数に応じ取組が順調であるかどうかについて、

法人の取組の適切性について検証が行われているか。また、今後、削減

目標の達成に向け法人の取組を促すものとなっているか。� 

(3) その他� 

O 	法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営の

効率性及び国民の信頼確保の観点、から、必要な見直しが行われているか。� 

5 契約� 

(1) 	 契約に係る規程類、体制� 

O 契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、

必要な評価が行われているか。� 

O 	契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の適

切性等、必要な評価が行われているか。� 

(2) 随意契約見直し計画� 

o r随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向けた具体的

取組状況について、必要な評価が行われているか。� 

(3) 個々の契約� 

O 	個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な検証・

評価が行われているか。� 

6 内部統制� 

O 内部統制(業務の有効性・効率性、法令等の遵守、資産の保全、財務報

告等の信頼性)に係る取組についての評価が行われているか。

(注)内部統制に係る取組については、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」が平成� 22年3月に取りまとめた

報告書を参考とする。� 

7 関連法人� 

O 法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当該法人

と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。

当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行われているか。� 

O 関連法人に対する出資、出えん、負担金等(以下「出資等」という。)

について、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われてい

る方、

(注) 関連法人:特定関連会社、関連会社及び関連公益法人� cr独立行政法人会計

基準J(平成 12年� 2月� 16日独立行政法人会計基準研究会)第� 103連結の範� 

vhu 



園、第 114関連会社等に対する持分法の適用、第 125関連公益法人等の範囲

参照) 

8 中期目標期間終了時の見直しを前提にした評価 

O 中期目標期間終了時において、主務大臣が行う法人の組織・業務の全般

にわたる見直しを前提にした評価が行われているか。 

9 業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価 

O 法人の業務改善のための具体的なイニシアティブを把握・分析し、評

価しているか。

【本視点の適用時期等】 

O 本視点は、平成 20年度の業務の実績に係る評価から適用する。 

O 本視点の委員会決定に伴い、「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直

し及び業務実績評価に関する当面の取組方針J(平成 19年 7月 11日政策評

価・独立行政法人評価委員会決定)の記の 2(業務実績評価に関する当面の

取組方針)は廃止する。

【改正後の本視点の適用時期】 

O 平成 22年 5月 31日政策評価・独立行政法人評価委員会決定による改正

後の本視点は、平成 21年度の業務の実績に係る評価から適用する。 
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政委第�  7 号

平成� 23l'ド 4 Jl26日

総務省独立行政法人評価委員会

委 員長 森永 綴彦殿

政策務総・独立行政法人芸李総委員会

独立行政法人評仮分科会 欝総季語噴き霊
祭腕器官事簡

分科会長 問滋沼元 間管制時!J]55
日朝間l百評価
伊桝思議~ 

f平成� 22年度業務実綴鍔{認の兵体的取総についてjの送付について

今般、当分科会では、平成� 22年度の業務災綴に闘する二次評価に当たっ

て特に寝窓すべき事項等について、別添のどおり「平成� 22年度業務実績評

の具体的耳主総についてjを取りまとめ、各府議独立行政法人評価委員会等

の評イ湿の参議舎に供すべく送付することといたしました。

当分科会としては、上記「具体的取組についてJIこ沿って、平成� 22年度

の業務実績評価を行うこととしておりますので、御承知おき願います。

005125
タイプライターテキスト
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平成� 22年議議義務き経験評謹の異体的取組について

平成� 23年� 4月初日

政策評価・独立行政法人評価委員会

独立行政法人野怖分科会

平成� 22年度における独立行政法人(以下� f法人j という。)の業務の実績に

喜きする二次評{速については、� f独立行政法人の業務の実績に観ずる評価の視点j

{平成 21年� 3月初お激策護軍綴・独立行政法人評級委魚会。以下� fさきさ委員会j

というJに沿って、法人のミッシ3 ンを踏まえた業務実綴務綴惑と行うこととす

る。具体的な取組に3当たっては、東日本大震災の発生に伴う被災務災緩や復Ifl・

復興対応の状況な踏まえ、ニ次喜平f阪を効果的・効率的に行うちのとし、特に留

意すべき事項等については、以下によるものとするb 

1 保有資産の管理・滋用等

平成� 21年度業務災綴評価における指摘事項のブオロ}アップに燃して、法

人における以下の紋級についての適切性についての評価に、特に留意する 0・二次評傾意見のめで明らかにした利用率が低調な施、設絡について、勧告

の方向性(平成年�  11 Jl26詞箆係府省あて通知)又は� f独立行政法人の

事務・事業の災直しの妻塁本方針J(平成 22年� 12月� 7羽織議決定〉で示され

た廃止、関鐙納付、災沼化等の方針に沿った法人における散総・実施許諾にきまっていない特許権等に認する見渡し状況が必ずしも傍らか

でない法人について、特許等の保有の必要性についての検討状況や、検討の

結果、知的財滋の殺現金専を行うことになった場合の取総状況や滋妙状況等を

踏まえた法人における特許権等に関する見渡し� 

2 内部統制� 

2-1 平成21年波多義務災綾評価における指摘事項のブオロ…アップに際して、

法人におりる以下の取組についての評価に、ヰ寺に留殺する。また、その評価� 

iこ当たっては、4}法人は、二次評価意見への対応・取組合業務実績報告書等

で鳴らかにし、府守支務総委員会はこれを基に評価さと行い、月守告書評価委員会と

しての見解さを傍らかにしているかに留意する。� 

. 法人の授は、総選議にとって重姿な情報告事について滋持約機に把握すると

ともに法人のミッシ� 3ン号事を役職員に男知徹底しているか。



- 法人のミッシ設ンや中期信擦のi議成を阻害する繋阪(リスク〉の洗し

しをす子い、組織全体として取組むべき滋警警なリスクの抱擁・対応を行ってい

るか。その際、自標・針僚の米漆成項箆(議長務)についての米途成要因の把

握・分析・対応等に着畏しているか。 

2 2 内部統制の先爽・強化に向けた、府省評儲委民会及び法人における積

極的必耳元組について主主続する。 

3 	 その他

以上のほか、次の取訟についての言字額に、特lと稼慾する。

・
・5革委員会が主務大使iこ通知した勧告の方向性のうあ、5]"完成 22年度におい

て取り組むこととされている事壌についての法人の取総状況

上記 f保有資産の管潔・滋用等j 及び f内部統制 J以外の平成 21年度業

務実績評綴における指議事項への対広状況
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統計センター分科会における評価の考え方 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 
総務省独立行政法人評価委員会 
統 計 セ ン タ ー 分 科 会 

 
１．基本的考え方 

（１）評価の考え方は、「独立行政法人通則法（以下、通則法という。）」第32条に基づいて

実施する各事業年度に係る業務の実績に関する評価、及び同法第34条に基づいて実

施する当該中期目標期間における業務の実績に関する評価の方針を定めるものとす

る。 

（２）評価の考え方は、「独立行政法人の評価の基本的考え方」（平成13年12月14日 総務

省独立行政法人評価委員会了承）に基づくものとする。 

 

  ＜基本方針＞  

① 中期目標、中期計画に係る業務の実績を客観的に把握し、達成度を明確に示

すこと。 

② 中期目標、中期計画の達成状況等を踏まえ、独立行政法人の事業活動、業務

運営等について、多面的な観点から当該法人を総合的に評価し、組織、業務

等について、改善すべき点等を明らかにすること。 

③ 中期目標、中期計画について、一層適切なものとなるよう見直し、必要に応

じ、修正を求めること。 

④ 各事業年度の評価は、中期計画の終了時の評価を念頭に置きつつ行うこと。 

 

（３） 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」との整合性を図りつつ、効率的なもの

となるよう配慮する。 

（４） 「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」（平成21年３月30日決定 平成22

年５月31日改正 政策評価・独立行政法人評価委員会）等を参考とする。 

 

２．評価の方法 

 

独立行政法人の評価は、大別して以下の二つにより行う。 

① 中期目標、中期計画に定められた各項目の達成度を確認すること等により評価。 

（項目別評価） 

② 上記 ① の評価結果を踏まえ、独立行政法人の運営について主要な観点からの

分析を行うとともにそれらに基づき総合的に評価。（全体的評価） 

 

 

参考統分 28－３ 
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（１） 項目別評価 

 

ア 中期目標、中期計画に定められた各項目について、その実施状況を５段階で評

価。 

 

 

  各事業年度に係る業務の実績に関する評価についても、事業年度ごとの計画に 

 定められた、中期目標を達成するための措置について、下記の基準を準用して評

価。 

     AA （中期目標を大幅に上回って達成） 

        目標を100％を超えて達成したと判断できる 

Ａ （中期目標を十分達成） 

  目標をほぼ100％達成したと判断できる 

      B （中期目標を概ね達成） 

               目標の80％程度以上を達成したと判断できる 

      C （中期目標をある程度達成しているが改善の余地がある） 

        目標の70％程度未満しか達成できなかったと判断できる 

      D （中期目標を下回っており大幅な改善が必要） 

        目標の60％程度未満しか達成できなかったと判断できる 

 イ 評価に当たっては、できる限り定量的な指標、客観的な基準を設定。 

一つの指標で適切に評価が行えない項目については、複数の組み合わせ、定

性的な評価項目の達成状況との組み合わせ等により評価を実施。 

客観的な評価基準を設定することが困難な項目については、委員の協議によ

り評価を実施。 

ウ 評価に併せ、必要に応じ、改善すべき事項、目標設定の妥当性等を記述。 

 

 

① 評価項目 

中期計画の１，２の区分を基本とするが、その項目の業務内容等に応じた適

切な評価項目の区分を決定する。 

② 達成度の考え方 

当該事業年度及び中期目標の期間における達成度を評価する。中期目標の期

間における達成度については、各事業年度の達成度を勘案して評価する。原

則、中期計画で数値目標が記述されていれば、数値により進捗状況の把握を

行う。 

③ 評価基準及び評価指標 

項目ごとに評価基準及び評価指標を定めることとする。 
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④  評価の観点 

      評価は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に示されている政策評価

の観点も踏まえ、「必要性」、「効率性」及び「有効性」の観点から行う。 

 

（２）全体的評価 

  

  ア 独立行政法人の任務達成に向けた、事業の実施、財務、人事に係るマネージ

メント等について、それぞれの観点から評価。 

イ 項目別の評価の結果等を総合し、独立行政法人全体について評価。 

 

① 主要な観点についての評価 

項目別の評価等を勘案し、以下の観点について評価を実施する。 

○ 業務の効率化（人事に係るマネージメント） 

○ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
○ 財務内容の改善 
○ その他 

② 独立行政法人全体についての評価 
○ 当該年度又は中期目標の期間における中期計画の達成度（項目別の評価、

主要な観点についての評価等を総合的に勘案） 
○ 業務運営等改善すべき点 

 
３．評価調書の様式 
（１） 全体的評価表（案） 
（２） 項目別評価総括表（案） 
（３） 項目別評価調書（案） 

 
４．評価の進め方 
（１）統計センターから当該年度の実績報告、財務諸表、評価調書の提出（６月中旬） 
  ・評価調書については、評価基準に基づく当該年度又は中期目標期間の実績を記述。 
（２）分科会及び評価委員会での評価作業（６月中旬～７月下旬） 
  ・実績評価に当たっては、実績報告書等に基づくとともに、必要に応じて統計センタ

ーから業務の実績や自己評価等の聴取及び現地視察等を行い、項目別評価（案）を

作成。 
  ・合議により分科会としての評価結果（案）の取りまとめ。 
  ・評価委員会へ評価結果（案）を報告し、評価委員会で評価結果を確定。 
（３）評価結果の通知及び公表（８月下旬） 
  ・政策評価・独立行政法人評価委員会及び統計センターへの評価結果の通知及び公表 
（４）評価結果の次年度の予算要求作業への反映（７月中旬～） 
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＜評価作業スケジュール（案）＞ 
 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

          

           統計センター (１)当該年度  (２)評価作業      (３)評価結果 

           における作業 の実績報告等  統計センターからのヒアリング等      の通知・公表 

   （６月上旬）    評価結果のとりまとめ     （８月下旬） 

           （６月中旬～７月下旬）  

               (４)次年度予算要求作業  

   （７月中旬～） 
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参考統分28-４

平　成　２　３　年　７　月　２　７　日
総務省独立行政法人評価委員会
統　計　セ　ン　タ　ー　分　科　会

　

　１　業務運営の高度化・効率化に関する事項 ・能力、技術、調査別・工程別投入量、コスト構造等の分析が行われ、数量的に表わされているか。
・「独立行政法人統計センターにおける業務・システムの最適化計画」の実施等により、経費が削減されているか。
・役職員の給与について検証が行われているか。また、検証結果及び取組状況について公表されているか。
・大規模周期調査の符号格付業務について民間開放等が推進されているか。
・情報通信技術を積極的に導入・活用しているか。
【具体的指標】
・能力、技術、調査別・工程別投入量
・経費効率化率
・常勤職員の削減数
・民間開放等を行った符号格付業務数
・情報通信技術の活用状況（システムの導入・準備状況等）

　２　効率的な人員の活用に関する事項 ・職員の能力開発や研修体系の見直しが行われているか。
・業務に応じた機能的な体制整備等により、能率的な業務運営が確保されているか。
【具体的指標】
・研修体系の整備状況及び研修の実施状況

　３　業務・システムの最適化に関する事項 ・「独立行政法人統計センターにおける業務・システムの最適化計画」が着実に推進されているか。
　４　随意契約等の見直しに関する事項 ・契約事務手続に係る執行体制や審査体制が適切に整備されているか。

・「随意契約見直し計画」が着実に実施されているか。
・一者応募案件について、改善方策をとりまとめ公表されているか。
・契約に係る規程類について、適切な運用がなされているか。
・監事による監査が、適切に行われているか。
【具体的指標】
・契約内容、見直し結果の公開状況、契約（特に随意契約）に係る規程の整備状況

　１　製表業務に対する要員管理、満足度 ・要員投入の管理が適切に行われているか。
・統計センターが行った製表業務に対して、受託元府省は満足しているか。
【具体的指標】
・要員投入量
・統計センターの製表業務に対する満足度

　２　国勢調査その他国勢の基本に関する統計 ・各調査の製表事務について、事務処理基準等に基づいて実施されているか。
   調査の製表に関する事項 ・委託元が定める期限までに製表結果が提出されているか。

・事務処理マニュアルが適切に作成されているか。
【具体的指標】
・事務処理基準等との適合度（チェックシート、最終成果物に対する委託者の点検・確認状況）
・事務実施状況（投入量等）

　３　受託製表に関する事項 ・各調査の製表事務について、事務処理基準等に基づいて実施されているか。
・府省等が指示する期限までに製表結果が提出されているか。
・府省等又は地方公共団体から製表を受託するための機動的な運営体制が整備されているか。
・事務処理マニュアルが適切に作成されているか。
【具体的指標】
・事務処理基準等との適合度（チェックシート、最終成果物に対する委託者の点検・確認状況）
・事務実施状況（投入量等）

　４　統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、・統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事務について、総務省が定める基準に基づいて実施されているか。

   加工その他の処理に関する事項 ・総務省が指示する期限までに製表結果が提出されているか。
・事務処理マニュアルが適切に作成されているか。
・オーダーメード集計の実施に関する事務は、適切に行われているか。
・匿名データの作成・提供に関する事務は、適切に行われているか。
・統計データアーカイブについて、適切な構築・運営がなされているか。
・政府統計共同利用システムの運営管理は適切に行われているか。
・事業所母集団データベースの整備に関する事務は適切に行われているか。

独立行政法人統計センターの業務の実績に関する評価基準

中期計画に基づく評価項目

第1　業務運営の
効率化に関する目
標を達成するため
にとるべき措置

評価基準

第２　国民に対し
て提供するサービ
スその他の業務の
質の向上に関する
目標を達成するた
めにとるべき措置
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【具体的指標】
・オーダーメード集計の提供実績
・匿名データの提供実績
・事務処理基準等との適合度（チェックシート、最終成果物に対する委託者の点検・確認状況）
・事務実施状況（投入量等）

  ５　技術の研究に関する事項
・研究にあたっては、外部研究者を積極的に活用して研究を行っているか。
【具体的指標】
・研究成果（作成した報告書数、関連学会への研究発表回数等）
・研究成果の実務への活用実績

　６　製表結果の精度確保に必要な措置 ・製表結果の精度確保のため、品質の維持・向上に努めているか。

・適正な財務管理がなされているか。（財務諸表による評価）
・保有資産の管理は適切に行われているか。

・無駄な短期借入をしていないか。

・剰余金の使途は、中期計画に明示した範囲内に限られているか。また、余分な支出をしていないか。

　１　施設及び設備に関する計画

　２　人事に関する計画 ・人材確保のため、採用制度・定年退職者再雇用制度・任期付雇用制度を整備しているか。
・人事交流や研修等により、職員の資質の向上を図っているか。
・目標管理の導入を含め、適正な人事評価制度を構築・運用しているか。
・計画的に常勤職員数を削減しているか。
【具体的指標】
・専門性を有する者の採用状況
・常勤職員の削減数

　３　積立金の処分に関する計画

  ４　その他業務運営に関する事項 ・内部統制の充実・強化を図る上で、法人の長のマネジメントは適切に行われているか。
・監事による監査が、適切に行われているか。
・適正な就業規則の整備を行ったか。
・情報セキュリティ対策の徹底を図ったか。
・危機管理の徹底及び運用が適切に行われているか。
・環境に与える影響に配慮した対応を図ったか。
・コンプライアンスの徹底のため、研修や監査を行ったか。
・職員の安全・健康管理に関し必要な措置を講じたか。

第４　短期借入金
の限度額

第７　その他の業
務運営に関する事
項

第５　重要な財産
の処分等に関する
計画

第３　予算（人件費
の見積もりを含
む。）、収支計画及
び資金計画

第６　剰余金の使
途

　

・オートコーディングシステム、データエディティングに関する研究など、製表業務に適用可能な研究が重点的に行われているか。

－

　

－

　

－




