研究所ニュース

土木研究所

中期目標・中期計画について

中期目標は、独立行政法人通則法
（平成11年法律第103号）第29条の規程に基づき、主務大臣である国土交通大臣
と農林水産大臣が、科学技術基本計画などの国の計画や、国民・行政のニーズなど社会的に要請の高い課題に基づ
いて、平成23年度から平成27年度までの５箇年において土木研究所が達成すべき研究開発及び業務運営に関する目
標を定めたもので、平成23年３月１日に土木研究所に指示されました。
また、土木研究所では、中期目標を達成するための計画（中期計画）を、平成23年３月２日に主務大臣へ認可申請
し、３月31日に認可されました。
１．中期目標のポイント
研究開発に関する中期目標のポイントは次の通りです。
・ 「民間等ではできない研究開発（国の政策と密接に関係する道路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連す
る研究開発）」に特化する。
・ 「国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映しうる成果を早期に得ることを目指す研究開
発」
（重点的研究開発）に重点化し、研究費の概ね75％を充当する。
・ 重点的研究開発の目標として、以下の４項目を設定する。
ア）安全・安心な社会の実現
イ）グリーンイノベーションによる持続可能な社会の実現
ウ）社会資本の戦略的な維持管理・長寿命化
エ）土木技術による国際貢献
・ 研究開発テーマの特性に応じ、他機関との適切な役割分担のもとで、効率的かつ効果的な連携（共同研究等）
を推進する。
２．中期計画のポイント
中期計画の主なポイントは次の通りです。
・ 研究開発課題の区分を、「プロジェクト研究」「重点研究」「基盤研究」にする。
・ プロジェクト研究として16課題を位置づけ、重点的かつ集中的に実施する。
・ 日本における「安全・安心」等の土木技術を、アジアをはじめ世界各国へ国際展開するための研究活動を強
化する。
業務推進の方法
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評価委員会

評価結果通知、勧告
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平成23年３月１日
国 土 交 通 大 臣
農 林 水 産 大 臣

独立行政法人土木研究所が達成すべき業務運営に関する目標
独立行政法人土木研究所
（以下「研究所」という。）は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他
の技術のうち、土木に係るもの（以下「土木技術」という。）に関する調査、試験、研究及び開発（以下「研究開発」
という。
）
並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図ることを目的とする機関である。
研究所は、独立行政法人の設立の趣旨を踏まえ、本中期目標に従い、研究成果の社会への還元等を通じて、良質
な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献し、国土交通政策及び北海道開発行政に関する農水産業振
興に係るその任務を的確に遂行するものとする。具体的には、国の政策目標における役割を果たすため、国が実施
する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映できる研究を実施するなど公的機関に期待される業務を行うも
のとする。
特に、道路・河川等の社会資本整備の実施主体である国及び地方公共団体を支援するという使命を果たすため、
社会資本の現状及びニーズの把握に努めるとともに、国土交通省の地方整備局及び北海道開発局等の事業と密接に
連携を図るものとする。
また、国に加え大学、民間等と人事交流や共同研究などの連携を促進し、より一層の成果を上げるよう努めるも
のとする。
以上の視点にたって、研究所は、一層の効率的かつ効果的な運営を図るため、中期計画において具体的に達成す
べき内容及び水準を示すものとする。
１．中期目標の期間
中期目標の期間は平成23年４月１日から平成28年３月31日までの５年間とする。
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事項
（１）
研究開発の基本方針
土木技術は、社会的な重要課題に対して、迅速、的確に解決策を提供するために、様々な要素技術をすりあわせ・
統合し、新たな技術を構築する社会的な技術であり、時々刻々と変化する社会的要請や国民の生活実感など多様な
ニーズを的確に受け止め、研究開発を行うことが重要である。
したがって、研究所は、独立行政法人土木研究所法（平成11年法律第205号）第３条に定められた目的を達成する
ため、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計画等の科学技術に関する計画及び北海道総合開発計画を踏まえる
とともに、土木技術に対する社会的要請、国民のニーズ及び国際的なニーズを的確に受け止め、民間等ではできな
い研究開発
（国の政策と密接に関係する道路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連する研究開発）に特化し、優
れた成果の創出により社会への還元を果たすこと。
なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る研究開発においては、食料・農業・農村基本法（平成11年法
律第106号）
及び水産基本法（平成13年法律第89号）並びにこれらの実行計画である食料・農業・農村基本計画及び水
産基本計画並びに農林水産研究基本計画を踏まえ実施すること。
①社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応
現下の社会的要請に的確に応えるため、研究所の行う研究開発のうち、以下の各項に示す目標について、国が
実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映しうる成果を早期に得ることを目指す研究開発を重点的
研究開発として位置付け、重点的かつ集中的に実施すること。
また、重点的研究開発の実施に際しては、北海道総合開発計画及び食料・農業・農村基本計画等を踏まえ、総
合的な北海道開発を推進するため、積雪寒冷に適応した社会資本や食料基盤の整備に必要な研究開発についても、
重点的かつ集中的に実施すること。
寒地土木研究所月報

№696

2011年５月 

43

その際、本中期目標期間中の研究所の総研究費（外部資金等を除く。）の概ね75％を充当することを目途とする
等、当該研究開発が的確に推進しうる環境を整え、明確な成果を上げること。
なお、中期目標期間中に、社会的要請の変化等により、以下の各項に示す目標に対応する研究開発以外に新た
に重点的かつ集中的に対応する必要があると認められる課題が発生した場合には、当該課題に対応する研究開発
についても、機動的に実施すること。
ア）
安全・安心な社会の実現
地震・津波・噴火・風水害・土砂災害・雪氷災害等による被害の防止・軽減・早期回復を図るために必要な
研究開発を行うこと。
イ）
グリーンイノベーションによる持続可能な社会の実現
バイオマス等の再生可能なエネルギーの活用や資源の循環利用等、低炭素・低環境負荷型社会を実現するた
めに必要な研究開発を行うこと。
また、自然環境の保全・再生や健全な水循環の維持、食の供給力強化のための北海道の生産基盤づくり等、
人と自然が共生する持続可能な社会を実現するために必要な研究開発を行うこと。
ウ）
社会資本の戦略的な維持管理・長寿命化
社会インフラの老朽化、厳しい財政状況等を踏まえ、社会インフラの効率的な維持管理に必要な研究開発を
行うこと。
また、材料技術等の進展を踏まえ、社会資本の本来の機能を増進するとともに、社会的最適化、長寿命化を
推進するために必要な研究開発を行うこと。
エ）
土木技術による国際貢献
アジアそして世界への技術普及など、国際展開・途上国支援・国際貢献を推進するために必要な研究開発を
行うこと。
②基盤的な研究開発の計画的な推進
国が将来実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等を見据え、我が国の土木技術の着実な高度化や良質
な社会資本の整備及び北海道の開発の推進の課題解決に必要となる基礎的・先導的な研究開発を計画的に進める
こと。その際、長期的視点も含めて、国内外の社会的要請の変化、多様な科学技術分野の要素技術の進展、産学
官各々の特性に配慮した有機的な連携等に留意しつつ、基礎的・先導的な研究開発を積極的に実施すること。
（２）
研究開発を効率的・効果的に進めるための措置
①他の研究機関等との連携等
研究開発テーマの特性に応じ、国内外の公的研究機関、大学、民間研究機関等との適切な役割分担のもとで、
他分野との協調も含めた幅広い視点にたって、研究開発の効率的かつ効果的な連携を推進するものとする。その
際、共同研究、人事交流等を効果的に実施し、より高度な研究開発の実現と成果の汎用性の向上に努めること。
②研究評価の的確な実施
研究開発の実施にあたっては、評価を実施し、評価結果を課題の選定・実施に適切に反映させること。その際、
他の研究機関との重複排除を図り、研究所が真に担うべき研究開発に取り組むとの観点から、関連研究機関の研
究内容等を事前に把握するとともに、研究開発の事前、中間、事後の評価において、外部からの検証が可能とな
るよう第三者委員会による評価を行う等の所要の措置を講じること。また、成果をより確実に社会・国民に還元
させる視点で追跡評価を導入すること。
③競争的研究資金等の積極的獲得
競争的研究資金等外部資金の積極的獲得に取り組むことにより、研究所のポテンシャル及び研究者の能力の向
上を図るとともに、自己収入の確保に努めること。
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（３）
技術の指導及び成果の普及
①技術の指導
独立行政法人土木研究所法第15条により国土交通大臣の指示があった場合の他、災害その他の技術的課題への
対応のため、外部からの要請に基づき、又は研究所の自主的判断により、職員を国や地方公共団体等に派遣し所
要の対応に当たらせる等、技術指導を積極的に展開すること。
②成果の普及
（１）①の重点的研究開発の成果の他、
（１）②の基盤的な研究開発等を通じて得られた重要な成果については、
国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等の業務に容易に活用しうる形態によりとりまとめること。
また、成果の効果的な普及のため、国際会議も含め関係学会での報告、内外学術誌での論文掲載、成果発表会、
メディアへの発表を通じて技術者のみならず広く国民への情報発信を行い、外部からの評価を積極的に受けるこ
と。併せて、成果の電子データベース化やインターネットの活用により研究開発の状況、成果を広く提供すること。
③知的財産の活用促進
成果に関する知的財産権は、保有する目的を明確にして、必要な権利の確実な取得や登録・保有コストの削減
等により適切な維持管理を図るとともに、普及活動に取り組み活用促進を図ること。
（４）
土木技術を活かした国際貢献
①土木技術による国際貢献
我が国特有の自然条件や地理的条件等の下で培った土木技術を活用し、産学官各々の特性を活かした有機的な
連携を図りつつ、世界各地の状況に即して、成果の国際的な普及や規格の国際標準化への支援等を行うことによ
り、アジアをはじめとした世界への貢献に努めること。
②水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）による国際貢献
水関連災害とその危機管理に関しては、水災害・リスクマネジメント国際センターを中心に国際的な活動を積
極的に行い、国際貢献に努めること。
（５）
技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献
国土交通省等における技術力の向上及び適切な技術の継承に貢献すること。また、国土交通省の公共工事等にお
ける新技術の活用促進の取組に積極的に貢献すること。
事業実施における技術的課題の解決のため、国土交通本省、地方整備局及び北海道開発局等からの委託を受けて
研究開発を確実に実施すること。
３．業務運営の効率化に関する事項
研究所の業務の運営に際しては、以下の各事項に関し具体的措置を講ずることにより、効率化を図ること。
（１）
効率的な組織運営
研究ニーズの高度化、多様化等の変化への機動的な対応や業務運営の効率化の観点から、効率的な運営体制の確
保を図るとともに、管理部門の簡素化に努めること。また、寒地技術推進室について集約化すること。
（２）
業務運営全体の効率化
研究開発業務その他の業務全体を通じて、引き続き情報化・電子化を進めるとともに外部への委託が可能な業務
のアウトソーシング化を行うことにより、高度な研究の推進が可能な環境を確保すること。
内部統制については、更に充実・強化を図ること。
対価を徴収する業務については、
受益者の負担を適正なものとする観点から、
その算定基準を適切に設定すること。
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寄附金については、受け入れの拡大に努めること。
特に、運営費交付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及び特殊要因を除き、以下のとおりとする
こと。
一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度（平成22年度）予算額に対し、
本中期目標期間の最終年度（平成27年度）までに15％に相当する額を削減すること。また、経費節減の余地がないか
自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うこと。
業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度予算額に対し、本中期目標期間
の最終年度までに５％に相当する額を削減すること。
契約については、
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づく取
組を着実に実施すること等により、契約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図ること。また、透明性の確保を
追求し、情報提供の在り方を検討すること。
４．財務内容の改善に関する事項
運営費交付金等を充当して行う業務については、「３．業務運営の効率化に関する事項」等で定めた事項につい
て配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。
なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うとともに、見直し結果を踏まえて、研究所が保有し続ける
必要がないものについては、支障のない限り、国への返納を行うこと。
別海実験場、湧別実験場及び朝霧環境材料観測施設（一部）については、平成23年度中に国庫納付すること。
５．その他業務運営に関する重要事項等
（１）
施設及び設備に関する計画
研究所が保有する施設、設備については、研究所の業務に支障のない範囲で、外部の研究機関の利用及び大学・
民間企業等との共同利用の促進を図ること。その際、受益者負担の適正化と自己収入の確保に努めること。
また、業務の確実な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要の機能を長期にわたり発揮しうるよ
う、適切な維持管理に努めること。
なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うこと。
（２）
人事に関する事項
高度な研究業務の推進のため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の適正配置により業務運営の効率化を図
ること。
また、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献するという使命を果たすため、行政との人事
交流を的確に行うこと。
さらに、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の最大限の活用
等を図ること。
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証
した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公
表すること。
また、総人件費
（退職手当等を除く。）についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す
る法律」
（平成18年法律第47号）に基づく平成18年度から５年間で５% 以上を基本とする削減等の人件費に係る取
組を平成23年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく
見直すこと。
（３）
その他
国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在り方の検討については、今後の独立行政法人全
体の見直しの議論等を通じ、適切に対応すること。
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平成23年３月31日
独立行政法人土木研究所

独立行政法人土木研究所の中期目標を達成するための計画
独立行政法人通則法
（平成11年法律第103号）第30条の規定に基づき、国土交通大臣及び農林水産大臣から指示を
受けた平成23年４月１日から平成28年３月31日までの５年間における独立行政法人土木研究所（以下「研究所」と
いう。
）
の中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を以下のとおり定める。
ただし、中期計画に基づいて策定される計画等個々の施策や財務の執行については、その実施状況のフォローア
ップを適宜行い、必要に応じてその内容を見直す等柔軟な対応を図るものとする。
研究の実施に際しては、独立行政法人として真に担うべき業務に取り組むという観点から国・民間等との役割分
担を明確にした上で、研究内容を吟味するとともに、国に加え大学、民間等と人事交流などの連携を促進し、より
一層の成果を上げるよう努める。
これらを通して、土木技術に係る我が国の中核的な研究拠点として、質の高い研究成果を上げ、その普及を図る
ことによる社会への還元等を通じて良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献し、国土交通政策
及び北海道開発行政に関する農水産業振興に係るその任務を的確に遂行する。併せて世界に向けて成果の発信、普
及を行い、国際貢献に寄与する。
１．質の高い研究開発業務の遂行、成果の社会への還元（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とるべき措置）
（１）
研究開発の基本方針
研究所の研究開発については、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計画等の科学技術に関する計画及び、北
海道総合開発計画を踏まえるとともに、国の政策と密接に関係する道路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連
する研究開発に特化して実施する。
なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る研究開発においては、食料・農業・農村基本法（平成11年法
律第106号）
及び水産基本法（平成13年法律第89号）並びにこれらの実行計画である食料・農業・農村基本計画及び水
産基本計画並びに農林水産研究基本計画を踏まえて実施する。
特に、道路・河川等の社会資本整備の実施主体である国及び地方公共団体を支援するという使命を果たすため、
社会資本の現状及びニーズの把握に努めた上で研究開発課題を設定するとともに、国土交通省の地方整備局及び北
海道開発局等の事業と密接に連携して研究開発を実施することにより、成果が的確に事業へ反映されるよう努める。
①社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応
中期目標の２．（１）①で示された目標に対応する重点的研究開発を重点的かつ集中的に実施するため、以下に
示すプロジェクト研究及び重点研究に対して、中期目標期間中における研究所全体の研究費のうち、概ね75％を
充当することを目途とする。
ア）
プロジェクト研究
中期目標の２．（１）①で示された目標に対応する重点的研究開発のうち、別表－１－１及び別表－１－２に
示す国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映しうる成果を中期目標期間内に得ることを目
指すものをプロジェクト研究として位置づけ、重点的かつ集中的に実施する。
なお、中期目標期間中に、社会的要請の変化等により、早急に対応する必要があると認められる課題が新た
に発生した場合には、当該課題に対応する重点的研究開発として新規にプロジェクト研究を立案し、１（２）②
に示す評価を受けて早急に研究を開始する。
イ）
重点研究
中期目標の２．（１）①で示された目標に対応する重点的研究開発のうち、次期中期目標期間中にプロジェク
ト研究として位置づける等により、別表－１－１及び別表－１－２に示す国が実施する関連行政施策の立案や
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技術基準の策定等に反映しうる成果を早期に得ることを目指すものを重点研究として位置づけ、重点的かつ集
中的に実施する。
②基盤的な研究開発の計画的な推進
国が将来実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等を見据え、我が国の土木技術の着実な高度化や良質
な社会資本の整備及び北海道の開発の推進の課題解決に必要となる基礎的・先導的な研究開発を、基盤研究とし
て位置づけ計画的に進める。
その際、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計画、北海道総合開発計画、食料・農業・農村基本計画、水
産基本計画等や行政ニーズの動向も勘案しつつ、研究開発の範囲、目的、目指すべき成果、研究期間、研究過程
等の目標を明確に設定する。また、長期的観点からのニーズも考慮し、国内外の社会的要請の変化、多様な科学
技術分野の要素技術の進展、産学官各々の特性に配慮した有機的な連携等に留意しつつ、自然災害や事業実施に
伴う技術的問題等に関する継続的なデータの収集・分析に基づく現象やメカニズムの解明、社会資本の耐久性や
機能増進のための新材料の活用や評価手法等、基礎的・先導的な研究開発について積極的に実施する。研究シー
ズの発掘に際しては、他分野や境界領域を視野に入れ、他の研究機関等が保有・管理するデータベースも有効に
活用する。
（２）
研究開発を効率的・効果的に進めるための措置
①他の研究機関との連携等
効率的・効果的な研究開発を実施するため、研究テーマの特性に応じて、外部の研究機関等との適切な役割分
担のもとで、他分野との協調も含めた幅広い視点にたって、寒冷地臨海部の高度利用に関する研究についての港
湾空港技術研究所との連携強化を含め、他機関との定期的な情報交換や共同研究・研究協力等の連携を積極的に
推進する。共同研究については、本中期目標期間中の各年度において100件程度実施する。
また、海外の研究機関等との共同研究・研究協力は、科学技術協力協定等に基づいて行うこととし、研究者の
交流、国際会議等の開催等を積極的に実施する。
国内からの研究者等については、交流研究員制度等に基づき、積極的に受け入れるものとする。また、フェロ
ーシップ制度等の積極的な活用等により、海外の優秀な研究者の受け入れを行うとともに研究所の職員を積極的
に海外に派遣する。
②研究評価の的確な実施
研究評価は、研究開発内容に応じ、自らの研究に対して行う自己評価、研究所内での内部評価、大学、民間の
研究者等専門性の高い学識経験者による外部評価に分類して行うこととし、当該研究の必要性、達成すべき目標、
研究実施体制等について評価を実施し、研究評価の結果を課題の選定・実施に適切に反映させる。研究評価の結
果は、外部からの検証が可能となるようホームページにて公表する。その際に、他の研究機関との重複排除を図
り独立行政法人が真に担うべき研究に取り組むとの観点から、国との役割分担を明確にする。同時に、民間では
実施されていない研究、及び共同研究や大規模実験施設の貸出等によっても、民間による実施が期待できない又
は独立行政法人が行う必要があり民間による実施がなじまない研究を実施することについて、研究の事前、中間、
事後の評価において、外部から検証が可能となるよう、評価方法を定めて実施する。また、成果をより確実に社
会・国民へ還元させる視点で追跡評価を導入する。
特に研究開発の開始段階においては、大学や民間試験研究機関の研究開発動向や国の行政ニーズ、国際的ニー
ズを勘案しつつ、他の研究機関との役割分担を明確にした上で、独立行政法人土木研究所として研究開発を実施
する必要性、方法等について検証、評価する。また、研究開発の実施にあたっては、多様なメディアによる情報
により国民ニーズの動向を的確に捉え、研究に反映させる。
③競争的研究資金等の積極的獲得
競争的研究資金等外部資金の獲得に関して、他の研究機関とも連携して戦略的な申請を行うなどにより獲得に
努め、研究所のポテンシャル及び研究者の能力の向上を図るとともに、自己収入の確保に努める。
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（３）
技術の指導及び成果の普及
①技術の指導
独立行政法人土木研究所法
（平成11年法律第205号）第15条による国土交通大臣の指示があった場合は、法の趣
旨に則り、災害対策基本法
（昭和36年法律第223号）及び大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）に基づ
き定める防災業務計画に従い土木研究所緊急災害対策派遣隊（土研 TEC-FORCE）を派遣する等、迅速に対応す
る。災害時は国土交通省等の要請に基づき、防災ドクターをはじめとした専門技術者を派遣する。そのほか、災
害を含めた土木関係の技術的課題に関する指導、助言については、技術指導規程に基づき、良質な社会資本の効
率的な整備、土木技術の向上、北海道開発の推進等の観点から適切と認められるものについて積極的に技術指導
を実施する。
②成果の普及
ア）
技術基準及びその関連資料の作成への反映等
（１）
の研究活動及び（３）①の技術指導から得られた成果のうち重要なものについては、行政による技術基準
の策定やその関連資料の作成、国、地方公共団体、民間等が行う建設事業や業務等に関連する技術資料の作成
に積極的に反映するとともに、必要により研究所自ら土木研究所報告、土木研究所資料をはじめとする各種の
資料や出版物としてとりまとめる。
イ）
論文発表等
研究成果については、学会での論文発表のほか、査読付き論文等として関係学会誌、その他専門技術誌への
投稿、インターネットの活用等により積極的に周知、普及に努める。
ウ）
国民向けの情報発信、国民との対話、戦略的普及活動の展開等
プロジェクト研究をはじめとする重要な研究については、公開の成果発表会の開催、メディアへの発表を通
じ、積極的に技術者のみならず国民向けの情報発信を行う。また、研究所の研究成果発表会、講演会等を開催
し、内容を充実させ、国民との対話を促進する。さらに研究開発の状況、成果を中期目標期間内のできる限り
早期にインターネットの活用等により電子情報として広く提供する。インターネットによる図書検索・論文検
索システム及びレファレンスサービスを充実することにより一層の利便性向上を図る。
特に、積雪寒冷に適応した社会資本整備に係わる研究開発成果については、その他の活用可能な地域に対す
る普及のための活動を積極的に実施する。
また、
一般市民を対象とした研究施設の一般公開をつくばと札幌においてそれぞれ年１回実施するとともに、
その他の構外施設等についても随時一般市民に公開するよう努める。
研究開発された新たな工法や設計法、調査法、装置、材料等については、毎年度、技術の内容等を検討し、
適用の効果や普及の見通し等が高いと認められるものを、重点的に普及を図るべき技術として選定するととも
に、効果的な普及方策を立案して戦略的に普及活動を展開する。
③知的財産の活用促進
業務を通じて創造された知的財産については、知的財産ポリシーに基づき、知的財産権を保有する目的を明確
にした上で、当該目的を踏まえつつ、土木研究所として必要な権利を確実に取得するとともに、不要な権利を処
分することにより登録・保有コストの削減等を図り、保有する知的財産権を適切に維持管理する。また、知的財
産権の活用状況等を把握し活用促進方策を積極的に実施することにより、知的財産権の実施件数や実施料等の収
入の増加を図る。
（４）
土木技術を活かした国際貢献
①土木技術による国際貢献
国土交通省、国際協力機構、外国機関等からの派遣要請に応じ、諸外国での水災害、土砂災害、地震災害等か
らの復旧に資する的確な助言や各種調査・指導を行う。また、産学官各々の特性を活かした有機的な連携を図り
つつ、技術移転が必要な発展途上国や積雪寒冷な地域等その国や地域の状況に応じて、我が国特有の自然条件や
地理的条件等の下で培った土木技術を活用した、アジアをはじめとした世界各国の社会資本の整備・管理への国
際貢献を実施する。その際、社会資本の整備・管理を担う諸外国の人材育成、国際貢献を担う所内の人材育成に
寒地土木研究所月報

№696

2011年５月 

49

も積極的に取り組む。これまでの知見を活かし、土木技術の国際標準化への取組も実施する。さらに、大規模土
砂災害に対する対策技術、構造物の効率的な補修・補強技術、都市排水対策技術など日本における「安全・安心」
等の土木技術を、アジアをはじめ世界各国へ国際展開するための研究活動を強化する。
②水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）による国際貢献
水関連災害とその危機管理に関しては、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の賛助する水災害の危険及び危
機管理のための国際センターの運営に関するユネスコとの契約に基づき、センターの運営のために必要となる適
当な措置をとる。その上で、ICHARM アクションプランにより、短時間急激増水に対応できる洪水予測技術、
人工衛星による広域災害の範囲・被害規模把握技術の開発等、世界の水関連災害の防止・軽減のための研究・研
修・情報ネットワーク活動を一体的に推進する。その際、国内外の関連機関及び研究プロジェクト等との積極的
な連携及び国際公募による外国人研究者の雇用を行う。
（５）
技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献
国土交通省等における技術力を向上し、また適切に技術の継承を行うため、研究所においては国土交通省等との
人事交流等により受け入れた技術者を戦略的に育成する。
また、１．
（３）
の技術の指導及び研究成果の普及を通じて積極的に外部への技術移転を行うとともに、地方整備
局等の各技術分野の専門技術者とのネットワークを活用して、関連する技術情報等を適切な形で提供すること、国
等の職員を対象にした講習会の開催等により、社会資本整備に関する技術力の向上及び技術の継承に貢献するよう
努める。
さらに研究所地域支援機能の強化を行い、地方公共団体等からの要請に基づき、技術者の育成を図り、地域の技
術力の向上に寄与する。
これまで蓄積してきた土木研究所の知見を研究者・技術者へ伝え、更には所内の若手研究者育成のため、土木技
術に関するナレッジデータベースを構築し、活用する。
また、国土交通省が進める公共工事等における新技術活用システムに対し、制度の適切な運用や改善に向けての
支援を行うとともに、国土交通省の地方整備局等が設置する新技術活用評価会議に職員を参画させ、さらに、研究
所内に組織した新技術活用評価委員会において地方整備局等から依頼される技術の成立性等の確認を行うこと等に
より積極的に貢献する。
１．
（３）
に示す研究成果の普及を通じて研究所の研究開発ポテンシャルに対する外部からの評価を高めることに
より、国土交通本省、地方整備局、北海道開発局等から、事業実施における技術的問題の解決のために必要となる
試験研究を受託し、確実に実施する。
２．業務内容の高度化による研究所運営の効率化（業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置）
（１）
効率的な組織運営
①柔軟な組織運営
研究ニーズの高度化、多様化等の変化への機動的な対応と業務運営の効率化の観点から、研究テーマに応じ必
要な研究者を編制するなど今後も効率的な運営体制の確保を図るとともに、外部への委託が可能な業務のアウト
ソーシング化を行うこと等により管理部門の簡素化に努める。
また、平成20年度に北海道開発局から業務を移管されたことに伴い設置された寒地技術推進室については、寒
地土木研究所が実施している研究開発と一体として業務を行うこととなったこと及び業務運営の効率化を進める
観点から、平成24年度までに更なる集約化を図る。
②研究支援体制の強化
所内に横断的に組織した研究支援部門により、外部研究機関との共同研究開発等の連携、特許等知的財産権の
取得・活用、新技術をはじめとする研究成果の普及促進等について効率的に実施する。また、国際貢献を進める
ため、国土交通省が進める国際標準化、国際交流連携及び国際支援活動を戦略的に推進する体制を横断的に組織
する。
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（２）
業務運営全体の効率化
①情報化・電子化の推進等
インターネット、イントラネット、メール等の情報システム環境についてセキュリティ対策の強化及び機能の
向上を図るとともに研究データベースの高度化等を行い、所内手続きの電子化、文書のペーパーレス化、情報の
共有化を進め、業務の効率化を図る。
研究施設・設備の維持管理、単純な計測等、定型的な業務については、アウトソーシングに要するコストや自
ら実施することによるノウハウの蓄積の必要性等について、前中期目標期間中における実績も評価して検討の上、
可能かつ適切なものはアウトソーシングを図る。そのため、業務の洗い出しやアウトソーシングの適否の検証を
行い、本中期目標の期間中に着実に進める。
内部統制については、「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成22年３月、独立行政法人におけ
る内部統制と評価に関する研究会）等を参考に、更に充実・強化を図る。
受益者の負担を適正なものとする観点から、技術指導料等の自己収入に係る料金の算定基準の適切な設定に引
き続き努める。
寄附金について、ホームページでの案内等により受け入れの拡大に努める。
②一般管理費及び業務経費の抑制
業務運営全般を通じ経費の節減を進めるものとし、運営費交付金を充当して行う業務については、所要額計上
経費及び特殊要因を除き、以下のとおりとする。
ア）一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度（平成22年度）予算額に
対し、本中期目標期間の最終年度（平成27年度）までに15％に相当する額を削減する。
イ）業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度予算額に対し、本中期目
標期間の最終年度までに５％に相当する額を削減する。
契約については、
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき
策定した随意契約等見直し計画を着実に実施するなど、契約の適正化に向けた取り組みを推進するとともに、業
務運営の効率化を図る。
この場合において、研究等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等も参考に、より効果的な契約を
行う。
また、契約に関する情報については、ホームページにおいて公表し、契約の透明性を確保する。
３．予算
（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
（１）
予算
別表－２のとおり
（２）
収支計画
別表－３のとおり
（３）
資金計画
別表－４のとおり
４．短期借入金の限度額
予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、単年度1,500百万円とする。
５．不要財産の処分に関する計画
保有資産の必要性の見直しを行い、次の資産を国庫返納する。
寒地土木研究所月報

№696

2011年５月 

51

・別海実験場については、平成23年３月に廃止のうえ、平成24年３月に譲渡収入による納付を行う。
・湧別実験場については、平成23年３月に廃止のうえ、平成23年12月に現物による納付を行う。
・朝霧環境材料観測施設（一部）（平成22年３月廃止）については、平成23年12月に現物による納付を行う。
６．重要な財産の処分等に関する計画
保有資産の必要性について不断に見直しを行うとともに、見直し結果を踏まえて、研究所が保有し続ける必要が
ないものについては、支障のない限り、国への返納を行う。
７．剰余金の使途
中期目標期間中に発生した剰余金については、研究開発、研究基盤の整備充実及び成果普及に使用する。
８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項等
（１）
施設及び設備に関する計画
実験施設等の効率的な利用のため、主な施設について研究所としての年間の利用計画を策定し、それを基に外部
の研究機関が利用可能な期間をインターネット上で公表することで、外部への積極的な実験施設等の貸出を図り、
自己収入の確保に努めるとともに、利用料に関する受益者負担の適正化を図る。
施設の整備・更新等については、施設整備計画に基づき実施する。
保有資産については、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処
分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを行う。
なお、中期目標期間中に実施する主な施設の整備・更新等は別表－５のとおりとする。
（２）
人事に関する計画
人材の確保については、国家公務員試験合格者からの採用に準じた新規卒業者等からの採用、公募による博士号
取得者等を対象とした選考採用や関係省、大学、民間を含む研究等を実施する機関との人事交流、任期付き研究員
の採用を図るとともに、人員の適正配置、非常勤の専門研究員の採用、定型的業務の外部委託化の推進などにより
人員管理の効率化に努める。なお、雪崩・地すべり研究センターと寒地土木研究所の連携強化のための人員配置に
ついては、平成24年度までに実施する。
また、国土交通行政及び事業と密接に連携した良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に資する研
究開発を行うため、国土交通省等との人事交流を計画的に行う。
さらに、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の最大限の活用
等を図る。
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証
した上で、給与改定に当たっては、引き続き、国家公務員に準拠した給与規定の改正を行い、その適正化に取り組
むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。
また、総人件費
（退職手当等を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す
る法律」
（平成18年法律第47号）に基づく平成18年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の取組を平成23年度
においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直す。
但し、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以下に該当する者（以下「総人件費改革の取組の削減対象外
となる任期付研究者等」という。）に係る人件費については削減対象から除くこととする。
・競争的資金又は受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金により雇用される任期付職員
・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者
・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第３期科学技術基本計画（平成18
年３月28日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事する者及び若手研究者（平成17
年度末において37歳以下の研究者をいう。）
また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。
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※注）対象となる「人件費」の範囲は、常勤役員及び常勤職員に支給する報酬（給与）、賞与、その他の手当の合
計額とし、退職手当、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は除く。
（３）
積立金の使途
（４）
その他
国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在り方の検討については、今後の独立行政法人全
体の見直しの議論等を通じ、適切に対応する。
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（注）
単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。
［人件費の見積り］ 中期目標期間中16,835百万円を支出する。
但し、上記の額は、総人件費改革において削減対象とされた人件費から総人件費改革の取組の削減対象外とな
る任期付研究者等に係る人件費を除いた額である。
なお、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等に係る人件費
を含めた総額は、17,477百万円である。
（国からの委託費、補助金、競争的研究資金及び民間資金の獲得状況等
により増減があり得る。）
但し、上記の額は役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当の費用である。
［運営費交付金の算定方法］ ルール方式を採用
［運営費交付金の算定ルール］ 別紙のとおり
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（注）
単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。
［注記］ 退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当規程に基づいて支給することとなるが、
その全額について運営費交付金を財源とするものと想定。
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（注）
単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。
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別

紙

［運営費交付金の算定ルール］
運営費交付金 ＝ 人件費 ＋一般管理費

＋業務経費

－自己収入

１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等
（１）
当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額
（イ）
基準給与総額
23年度・・・所要額を積み上げ積算
24年度以降・・・前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額
（ロ）
新陳代謝所要額
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額－前年度退職者の給
与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分
（ハ）
退職手当所要額
当年度に退職が想定される人員ごとに積算
（２）
前年度給与改定分等（24年度以降適用）
昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額
なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によって
は、措置を行わないことも排除されない。
２． 一般管理費
前年度一般管理費相当額
（所要額計上経費及び特殊要因を除く）× 一般管理費の効率化係数（α）× 消費者
物価指数
（γ）＋当年度の所要額計上経費 ± 特殊要因
３．業務経費
前年度研究経費相当額
（所要額計上経費及び特殊要因を除く）× 業務経費の効率化係数（β）× 消費者物価
指数
（γ）
×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費 ± 特殊要因
４．自己収入
過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上
一般管理費の効率化係数（α）：
毎年度の予算編成過程において決定
業務経費の効率化係数（β）：
毎年度の予算編成過程において決定
消費者物価指数
（γ）：
毎年度の予算編成過程において決定
政策係数
（δ）
：
法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性、独立行政法人評価委員会による評価等
を総合的に勘案し、毎年度の予算編成過程において決定
所要額計上経費：
公租公課等の所要額計上を必要とする経費
特殊要因：
法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資金需
要に応じ計上
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［注記］前提条件：
一般管理費の効率化係数（α）：
中期計画期間中は0.97として推計
業務経費の効率化係数（β）：
中期計画期間中は0.99として推計
消費者物価指数（γ）：
中期計画期間中は1.00として推計
政策係数
（δ）
：
中期計画期間中は1.00として勘定
人件費
（２）
前年度給与改定分等：
中期計画期間中は0として推計
特殊要因：
中期計画期間中は原則として０とする。ただし、業務経費については、「独立行政法人の事務・事業の見直
しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）等を踏まえた事業規模の縮減分として、平成23年度において平
成22年度予算額の11.1％に相当する額を削除。
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