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平成２２年度業務実績評価調書：独立行政法人自動車事故対策機構 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

 
項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成２２年度計画    

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 

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 

 

 

 

 

 

 

（１）組織運営の効率化 

  業務量が比較的少ない支所につい

て業務を近隣の支所や主管支所と一

体的に行うなど業務の集約化を図り

つつ、主管支所及び支所ごとの業務実

態に対応した職員配置とします。 

（１）組織運営の効率化 

 顧客ニーズに対応した業務体制の

構築のため、業務の実態に対応した

職員配置を引き続き実施するととも

に、新たにインターネットを活用し

た新適性診断システム（ナスバネッ

ト）の導入・普及による支所業務の

合理化の観点から、機動的・弾力的

な業務配分の見直しを検討します。

Ａ 

管理体制のスリム化として管理職

の配置に係る見直しを進め、平成２２

年度においてさらに１人を削減し、平

成１８年度）比１０％を上回る１５．

５％（△３０人）の削減を行った。 

また、インターネットを活用した新

適性診断システム（ナスバネット改め

ｉ－ＮＡＴＳ）の全支所導入（平成２

２年８月）及び事業者への普及による

支所業務の合理化に向けての検討を

開始している。 

このように着実に効率化に取り組

んでいるものと認められる。 

 

（２）人材活用 

 業務に必要な職員を確保するとと

もに、産業カウンセラー等の資格を取

得した職員の積極的な活用、事業環境

の変化に対応した経験者採用や人事

交流、研修の充実による職員の資質向

上、能力・実績を適正に評価する仕組

みの適切な運用等により、人材の有効

活用を図ります。 

（2）人材の活用 

① 機構が､事故防止､被害者援護の

分野で中核的な機能を果たすための

組織を構築するため､産業カウンセ

ラー等の資格を取得した職員の積極

的な活用、事業環境の変化に対応し

た経験者採用や人事交流、能力・実

績を適正に評価する仕組みの適切な

運用等により、人材の有効活用を図

ります。 

 

 

Ｓ 

 事故防止の分野において、産業カウ

ンセラーの資格取得者３０名を新た

に加え、全国的に適性診断業務に従事

する職員について、１１６人の有資格

者を配置するなど、資格を取得した職

員の積極的活用を図った。 

 また、１９年度はトラック運送事業

にかかる専門的知見を有する者等安

全指導業務の分野の経験者１名、２０

年度は被害者援護業務の分野におい

て、専門的知見を有する者（実務経験

を有する社会福祉士）１名、２１年度
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② 事故防止業務や被害者援護業務

の質の向上を図るため、研修の充実

を図り､職員の資質の向上及び育成

を行います｡ 

 

はシステム開発に関する民間の実務

経験者１名、企業コンサルに関する民

間実務経験者１名、交通機械工学を専

攻した新規採用者１名の計３名、２２

年度はシステム開発に関する民間の

実務経験を有する者１名、交通心理

学、社会福祉学を専攻した新規採用者

各１名、計３名を採用した。このよう

に事業環境の変化に対応した経験者

採用を着実に実施しており、人材の有

効活用に努めている。 

１９年度より機構全職員を対象に

勤務評価を実施し、評価結果を勤勉手

当・定期昇給に反映させており、２２

年度も引き続き勤務評価制度を着実

に運用しており、順調である。 

また、職員の資質向上・育成のため

の研修については、特に事故防止の分

野において 近の業務ニーズに対応

するための専門知識や技術の取得等

の研修を積極的に実施している。指導

講習業務における講師の育成強化、適

性診断業務のカウンセリング技術の

向上強化、被害者援護業務の質的向上

等を目的とした各種研修も実施して

いる。特に 22 年度からは、安全評価

員や安全評価員候補者に対するスキ

ルアップのための研修を実施するな

ど、新たな取り組みによりさらなる質

の向上を図っている。 

このように、人材の活用においては

優れた実施状況にあると認められる。
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（３）業務の運営の効率化 

① 指導講習業務・適性診断業務  

ア ＩＴの活用等により指導講習・適

性診断の業務の効率化を図ります。 

（３）業務の運営の効率化 

① 指導講習業務・適性診断業務 

ア 引き続き、効果的に適性診断業

務を推進するため、インターネット

を活用した新適性診断システムを 5

主管支所及び１１支所（１６支所）

へ順次導入し、全ての支所等で新診

断システムによる診断を行います。

 

A 

 １９年度に開発した新適性診断シ
ステムについて、５主管支所及び１１
支所に導入し、全支所での新適性診断
システムの導入を完了した。これによ
り診断に要する時間の短縮等の効率
化を図るとともに、機器の小型化に伴
い省スペースによる効率化等を着実
に実施した。 

また、運行管理者等指導講習業務の
効率化等を図るため、運行管理者指導
講習総合システムにインターネット
予約機能を追加し、運用を開始した。

このように新技術の導入及び活用
により、着実に業務の効率化を進めて
いる。 

 
 

 

イ 業務の効率化による経費の削減

を図るとともに、次のとおり指導講

習・適性診断の種類ごとに取組みを行

うこと等により、受講者・受診者数の

拡大を図ります。 

 

指導講習 

基礎講習 運行管理者試

験の受験資格

等を取得しよ

うとする者の

ほか、安全管理

業務に従事す

る者等に対し

て積極的なＰ

Ｒ活動を行い、

受講者数を中

期目標期間の

終年度まで

に８５０人（前

中期目標期間

の実績（３年

間）の平均比

４％）以上増加

させます。 

イ トップセールス等により事故防

止に関する機構の取り組み等の PR

を促進するとともに地方運輸局等と

の連携を強化し、受講者・受診者の

拡大を図ります。また、インターネ

ットを活用した新診断システムの利

便性を積極的に PR し、同システム

の利用促進、受診者の拡大を図りま

す。 

 以上の措置を講じることにより、

自己収入比率（注１）（平成 2２年度）

について、５０％以上に引き上げま

す。 

（注１）自己収入比率＝自己収入（手数

料収入等）/総収入（＝総経費） 

S 

 

 指導講習受講者は対前年度比０．
５％増加し、適性診断受診者は対前年
度比０．３％増加している。 
 指導講習については、運行管理者補
助者制度が定着したことから、基礎講
習受講者数は前年度比で減少したが、
一般診断については、機構の支所長等
によるトップセールスによる受診促
進等の取り組みにより受診者数は前
年度に比べ増加した。 
 また、地方運輸局等と受講漏れ、受
診漏れ対策に関して情報交換等を行
うなど連携の強化に努めていること
も認められる。 
 受講者数・受診者数の伸び等によっ
て、収入の増加が図られたこと等によ
り、自己収入比率は６１．０％（指導
講習６７．６％、適性診断５７．９％）
となり、前年度（平成２１年度）と比
較して３．３％増加しており、中期計
画及び整理合理化計画において定め
た目標値「５０％以上」を上回る水準
となったことから、機構の努力を認め
ることができる。 

自己収入比率の向上に結び付いた
取組みにより、優れた実施状況にある
と認められる。 
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一般講習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方運輸局等

との連携強化

により、運行管

理者の受講漏

れをなくすよ

うにします。ま

た、運行管理者

を補助する者

等に受講を勧

めます。 

 

特別講習 地方運輸局等

との連携強化

により、重大事

故等を惹起し

た営業所の運

行管理者の受

講漏れをなく

すようにしま

す。 
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適性診断 

一般診断 

特別診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸出自動適性診断

機器の活用等によ

りいつでも診断が

できるという受診

者の利便性の向上

を図り、あらゆる

機会をとらえ、積

極 的 に Ｐ Ｒ を 行

い、受診者数を中

期目標期間の 終

年度までに１１，

３００人（前期中

期目標期間の実績

（３年間）の平均

比５％）以上増加

させます。 

 

初任診断 

適齢診断 

 

 

 

 

 

 

地方運輸局等との

連携強化により、

運転者として新た

に雇用された者及

び６５歳以上の者

の受診漏れをなく

すようにします。 

 

特定診断 

 

地方運輸局等との

連携強化により、

重大事故惹起者の

受診漏れをなくす

ようにします。 

 

 また、受講者・受診者数の状況や業

務に要する経費の状況を踏まえ、受講

者・受診者の適切な費用負担の水準に

ついて検討します。 

 以上の措置を講ずること等により、
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自己収入比率（注１）について、中期

目標期間の 終年度までに５０％以

上に引き上げます。 

 

（注１） 自己収入比率＝自己収入（手数

料収入等）/総収入（＝総経費） 

② 療護施設の設置・運営 

ア 医療水準・コスト水準等に関しタ

スクフォース（注２）により外部評価

を行い、その結果をホームページ等で

公表します。 

 

（注２）外部有識者からなる事業改善

等を目的とする評価のための機関 

② 療護施設の設置・運営 

ア 医療水準・コスト水準等に関し

タスクフォース（注２）により外部

評価を行い、その結果をホームペー

ジ等で公表します。 

（注２）外部有識者からなる事業改善等

を目的とする評価のための機関 
A 

 タスクフォースによる外部評価を

受け、その結果をホームページ等で公

表しており、着実な実施状況にあると

認められる。 

 

 

 

イ 療護施設が保有する高度先進医

療機器の利用促進を図るため、地域医

療機関との連携を図り、中期目標期間

の年度毎に１１，０００件以上の外部

検査を受託します。 

イ 引き続き、療護施設が保有する

高度先進医療機器の利用促進を図る

ため、地域医療機関との連携を図り、

年間１１，０００件以上の外部検査

を受託します。 
A 

４療護センターにおいて、対前年度

（平成２１年度）比３．４％増の１１,

０３１件のＭＲＩ、ＰＥＴ等高度先進

医療機器を活用した外部検査を受託

し、目標を達成するとともに、外部検

査の受託による収入は、対前年度（平

成２１年度）比５．７％増となってお

り、着実な実施状況にあると認められ

る。 
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③ 交通遺児等への生活資金の貸付 

ア 債権回収経費等のコスト要因を

分析するとともに、その結果を踏まえ

た業務運営等の見直しにより、更なる

コスト削減を図ります。 

 

イ 債権管理規程等に基づき、効果的

な債権回収を行うことにより、中期目

標期間の年度毎に回収率９０％以上

を確保します。 

③ 交通遺児等への生活資金の貸付

ア 債権回収等に関して効率的な業

務運営に努め、債権管理規程等に基

づく、効果的な債権回収を行うこと

により、回収率９０％以上を確保し

ます。 

A 

 債権管理規程等に基づき、効果的な

債権回収を行うことにより、債権回収

率９０．８％を確保した。 

 なお、効果的な債権回収の取組みと

して、債権管理規程に基づき、債権の

適正な管理を図る目的から、状況に応

じて債権を分類し、管理している。効

果的な債権回収を図るため、延滞等の

問題が生じ又は生じる可能性のある

債権について調査・把握することによ

り、状況に応じた回収方策を講じた。

また、平成22年5月に実施した主管支

所担当職員研修において資金の貸付

及び貸付金の債権管理等に関する業

務を行う事故対策推進員も招集し、債

権回収の充実を図るための債権回収

マニュアルについて意見交換を行い、

債権回収も健全育成支援の一環との

認識に立って、債権回収マニュアルの

一部手続きの追加要領を作成した。 

 これらの取組みにより着実な実施

状況にあると認められる。 
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ウ 債権管理委員会において適切な

貸付債権の評価を実施するとともに、

リスクに応じた適正な引当金を計上

し、その結果についてホームページ等

で公表します。 

 

イ 債権管理委員会において適切な

貸付債権の評価を実施するととも

に、リスクに応じた適正な引当金を

計上し、その結果についてホームペ

ージ等で公表します。 

A 

債権管理委員会において適切な貸

付債権の評価を実施するとともに、リ

スクに応じた適正な引当金を計上し、

その結果についてホームページ等で

公表しており、着実な実施状況にある

と認められる。 

 なお、貸倒懸念債権、破産更生債権

等の状況については、平成２２年度末

現在、貸倒懸念債権、破産更生債権等

が５５．３億円、債権残額に占める割

合が４７．３％（平成２１年度末に対

して３．１％増）となっている。その

要因分析のため、２２年度において一

般債権から貸倒懸念債権及び破産更

生債権等に分類替えとなった債権に

ついて滞納の理由を確認したところ、

回答のあった１２０件のうち「パー

ト・アルバイト」、「無職・失業」など

安定した収入が得られないため返還

金を滞納しているものが９４件であ

り、増加要因としては景気の低迷によ

るものが大半であり、ほかは病気・破

産等突発的な事由によるものが多い。

 貸倒懸念債権等の解消に向けては、

滞納の初期段階において早期の督促

を行うなど、個別債権の状況に応じた

債権管理を行うべく「債権回収マニュ

アル」を一層徹底することとし、さら

に、積極的な訪問折衝等を行い、回収

実績の向上を図ることとしている。引

き続き抑制に向けた取り組みに努め

ることが期待される。 
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④ 業務全般 

ア 一般管理費（人件費、公租公課等

の所要額計上を必要とする経費及び

特殊要因により増減する経費を除

く。）について、業務運営の効率化を

推進し、中期目標期間の 終年度まで

に、平成１８年度比で１５％程度に相

当する額を削減します。 

④ 業務全般 

ア 一般管理費（人件費、公租公課

等の所要額計上を必要とする経費及

び特殊要因により増減する経費を除

く。）について、業務運営の効率化を

推進し、平成２１年度予算の３％程

度に相当する額を削減します。 
S 

業務運営の効率化を推進し経費の

見直しを行うことにより、対前年度予

算（平成２１年度）比で３．９％に相

当する経費を削減し、年度計画（３％）

を上回る経費削減を達成している。 

さらに、平成２１年度に引き続き、

ネットワーク端末導入支所における

余剰スペースの返還等による事務所

賃借料の９５百万円を削減するなど、

経費削減に積極的に取り組んでおり、

平成２２年度の取組みは、優れた実施

状況にあると認められる。 

 

イ 業務経費（人件費、公租公課等の

所要額計上を必要とする経費及び特

殊要因により増減する経費を除く。）

について、業務運営の効率化を推進

し、中期目標期間の 終年度までに、

平成１８年度比で１０％程度に相当

する額を削減します。 

イ 業務経費（人件費、公租公課等

の所要額計上を必要とする経費及び

特殊要因により増減する経費を除

く。）について、業務運営の効率化を

推進し、平成２１年度予算の３％程

度に相当する額を削減します。 

S 

業務経費は、主として療護センター

の運営、指導講習・適性診断、自動車

アセスメント情報提供、交通遺児等へ

の貸付、介護料支給などの各業務に係

る経費であるが、これらの経費削減を

図るため業務運営の効率化を推進し、

年度計画における削減計画（３％）を

大幅に上回る経費削減実績（対前年度

予算比で９．９％）を達成している。

療護センターの運営に係る経費の

節減（入院率に応じて削減した看護師

等の人件費、医業収入の増加に伴う委

託費の節減）など、平成２１年度に引

き続き、業務全般にわたる既定経費の

徹底した見直し等機構の積極的な取

り組みや役職員のコスト意識の徹底

をさらに図ったことが相乗されて達

成できたものと認められることから、

優れた実施状況にあると認められる。
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ウ 契約に関しては、国における見直

しの取組（「公共調達の適正化につい

て」（平成１８年８月２５日付け財計

第２０１７号。財務大臣から各省各庁

の長あて。））等を踏まえ、一般競争入

札の推進や契約方法の見直し、情報公

開の充実により、競争性及び透明性の

確保を図ります。 

ウ 契約に関しては、国における見

直しの取組（「公共調達の適正化につ

いて」（平成１８年８月２５日付け財

計第２０１７号。財務大臣から各省

各庁の長あて。））等を踏まえるとと

もに、 

「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）を受けて設置され

た契約監視委員会において、随意契

約の徹底した見直し及び一般競争入

札等の競争性の確保等契約の点検・

見直しを受けることにより、競争性

及び透明性の確保を図ります。 

 

 

A 

平成２２年度においても、一般競争

入札を推進した結果、契約金額につい

ては、随意契約見直し計画（平成１９

年１２月策定）における基準年度であ

る平成１８年度実績と比較し、１.８

億円減少した。 

入札件数については平成１８年度

の実績３５件に比べ、９３件と大幅に

増加（５８件増）した。 

競争性のある随意契約（企画競争、

公募）については、２２年度において

も、企画競争に加えて公募を推進した

ことにより、競争性のある随意契約に

ついては、契約件数で平成１８年度実

績１４件に比べ、３２件と増加(１８

件増)し、契約金額では、平成１８年

度実績1.4 億円に比べ、６.１億円と

増加（４.７億円増）した。 

競争性のない随意契約については、

平成２２年度においても、一般競争入

札を推進し、公募の導入等契約方法を

見直した結果、契約件数で平成１８年

度実績１４３件に比べ、８６件と大幅

に減少（５７件減）し、契約金額で３

６.９億円に比べ、２９.０億円と減少

（７.９億円減）した。 

随意契約の見直しとして「平成

19・20 年度における随意契約見直

し計画のフォローアップ」及び「平成

２０・２１年度に締結した競争性のな

い随意契約に係る契約情報」、また平

成２２年度（第１～第４四半期分）一

般競争落札結果・随意契約、公益法人

への支出状況等についてホームペー

ジに掲載し情報公開の充実を図った。
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「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１

７日付閣議決定）の趣旨を踏まえ設置

した「独立行政法人自動車事故対策機

構契約監視委員会」（平成２１年１２

月１５日付理事長達（経理）第２３号）

により、平成２０年度に締結した１者

応札・１者応募３４件、競争性のない

随意契約８９件、及び１９年度以前に

締結した複数年契約、平成２１年度の

事前検証（平成２１年１２月１５日以

降の契約及び締結が予定されている

調達案件）３４件、平成２１年度上期

（4 月～9 月）の物品調達に係る一

般競争契約であって、落札率が９０％

以上、かつ、入札における応札者が二

者以上であったものについて5 件の

それぞれについて点検・見直しを行

い、平成２２年６月に随意契約等見直

し計画を策定し、ホームページに掲出

し公表した。 

監事による監査では、平成２１年度

に、平成２０年度・２１年度の契約に

つきその透明性・公平性について再度

厳格な見直しを踏まえ、当年度は、「実

施された契約については、真に随意契

約とせざるを得ないものの精査及び

競争入札の手法改善により、引き続き

透明性・公平性の確保に努められた

い。」として監査報告書に記載され、

特段の指摘はなかった。また、契約予

定金額が１千万円を超える事案につ

いては、事前に監事のチェックを受け

ている。 
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随意契約を含めた契約に関する会

計監査人によるチェックは、財務諸表

監査の枠内で内部統制の状況並びに

その機能及び有効性を把握し、統制リ

スクの評価の一環として行われた結

果、特段の指摘はなかった。 

 上記のとおり契約の競争性及び透

明性の確保、契約締結の適正性の確保

に関しては着実な実施状況にあると

認められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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目標

を達成するためにとるべき措置 

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 
 

  

（１）指導講習業務・適性診断業務 

① 受講者・受診者・事業者のニーズ

を踏まえ、指導講習の教材等の充実を

行うなど効果的な講習を実施及び診

断機器の改良・導入等により、事業者

の安全対策の充実・改善を図ります。 

（１）指導講習業務・適性診断業務

① 講習内容及び診断内容の充実・

改善 

ア 運行管理者等指導講習の受講需

要に適切に対応した講習の開催回数

の設定及び自動車運送事業者を取り

巻く経営環境に応じて適切に講習用

テキストの改訂を行います。 

イ 受講需要に適切に対応した受診

機会を提供するため、インターネッ

トを活用した新適性診断システム

（ナスバネット）及び同システムに

よる貸出機器の利用促進を図りま

す。 

 ウ より事故防止に効果的なカウ

ンセリング付一般診断の普及促進を

図ります。 

S 

平成２２年度の講習会については、

運行管理者補助者制度の定着により、

前年度と同程度の受講者需要が見込

まれることから、基礎講習の開催回数

を前年度と同程度の２３２回開催す

る等適切な対応を図り、一般講習等を

含む講習会全体では、９８５回の講習

会を開催した。 

講習用テキストについては、受講者

が自社において事故防止に関する指

導に活用しやすいテキストとなるよ

う所要の改訂を行った。本年度は省令

等の改正を踏まえ、点呼時におけるア

ルコール検知器の使用義務化等を徹

底するため、点呼の実施に関する記述

内容を充実させるとともに、視聴覚教

材「点呼（日々の安全運行のために）」

を作成した。 

新適性診断システムによる診断の

促進及びＮＡＳＶＡ支所から遠隔地

にある事業者を中心に貸出機器によ

る診断の促進を図ったことにより、 
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ＮＡＳＶＡ支所及び出張診断以外

での受診者数は１０７，８１９人（対

前年度比２８．８％増）、定期診断受

診者の３８．８％を占めるまでになっ

た。 

事故防止に効果的なカウンセリン

グ付一般診断を、全支所で一般診断を

受診した２７７，６３２人の０．９％

に相当する２，４９８人に対して実施

した。 

これらの取組みにより、優れた実施

状況にあると認められる。 
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② 行政の施策による安全マネジメ

ントの支援を図るとともに、運送事業

者に対し、事故防止に関する機構のノ

ウハウを提供することにより、事故防

止に貢献します。 

② 指導講習、適性診断等を行う職

員の資質の向上を図るための研修を

行います。 

 また、自動車運送事業者の安全マ

ネジメント体制の構築を支援するた

め、安全マネジメントに関するコン

サルティング及び講習及び運輸安全

マネジメント評価等を実施します。

 さらに、ドライブレコーダー等の

運行管理を支援する機器等に関する

講習を開催するとともに、新たにス

テップアップ化した運行管理者講習

を試行します。 

Ｓ 

職員の資質の向上を図るため、新た

に安全マネジメント業務やコンサル

ティング業務を担当する職員等に対

する研修をカリキュラムを追加した

上で実施した。今後とも、これらの研

修を通じて職員の資質を向上させる

よう努力を期待する。 

安全マネジメントコンサルティン

グについては、トップセールス、講習

会開催時等に積極的なＰＲを行い、全

国で１１６件（バス４３件、ハイタク

４２件、トラック３０件、その他１件）

の当該事業所（本社、営業所等）で実

施した。(対前年度比２８件増) 

安全マネジメント講習会について

は、全国４６支所で９４回開催した。

自動車運送事業者における運輸安

全マネジメントの浸透・定着状況の確

認及び助言等を行う運輸安全マネジ

メント評価事業を平成２１年１０月

から開始し、平成２２年度は、全国で

２７件実施した。(対前年度比２４件

増) 

このほか、デジタル式タコグラフ・ド

ライブレコーダー、ＳＡＳ（睡眠時無

呼吸症候群）関連機器、アルコール検

知器等に係る安全マネジメント支援

ツール講習会や、安全マネジメント

に関する 新情報や取組事例、安全マ

ネジメント支援ツールの活用等に関

する講演を中心とした安全マネジメ

ントセミナーを開催するなど、運送事

業者の安全マネジメント等の充実し

た支援が着実に図られていることか

ら、優れた実施状況にあると認められ

る。 
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③ 以上の施策を実施することによ

り、受講者・事業者に対する５段階評

価の調査における安全対策への支援

効果に関する評価度について、中期目

標期間の年度毎に４．０以上としま

す。 

③ 以上の施策を実施することによ

り、受講者・事業者に対する５段階

評価の調査における安全対策への支

援効果に関する評価度（平成２２年

度）について、４．０以上とします。

 

 

 
A 

安全対策への支援効果に関する指

導講習受講者の評価度については、平

均４．４２（前年度４．４１）の評価

を得、目標値（４．０以上）を上回っ

た。 

 また、適性診断受診者の評価度につ

いては、平均４．０７の評価を得た。

 さらに事業者の評価度については、

４．１６の評価を得た。 

各項目で目標値を上回る評価度を

得、着実な実施状況にあると認められ

る。 

今後ともさらに評価度を高める取

り組みを期待する。 

 

（２）指導講習・適性診断の実施機関

になろうとする民間団体等への支援 

 新たに実施機関になろうとする民

間団体等への機構の適性診断システ

ムの提供や教育訓練を実施します。 

 

（２）指導講習・適性診断の実施機

関になろうとする民間団体等への支

援 

 新たに実施機関になろうとする民

間団体等へ機構の診断機器等を含む

適性診断に関する情報提供や適性診

断員等への教育訓練を実施します。

 

 

 
Ｓ 

 新たに適性診断の実施機関になろ

うとする団体に対してカウンセラー

資格要件研修（６団体８名）・同教育

訓練（２団体２名）や指導主任者資格

要件研修（８団体１０名）・同教育訓

練（１団体１名）を実施した。このう

ち３団体が新たに認定を受けるに至

った。 

  また、当機構以外の認定された適性

診断実施機関に対して指導主任者の

資格要件研修（４団体６名）・同教育

訓練（８団体１６名）を実施した。 

民間団体への支援については優れ

た実施状況にあると認められる。 

こうした取り組みは、指導講習・適

性診断の実施について民間への移管

を促進するとの閣議決定を具現化す

るための基礎となるものであり、今後

ともこのような団体等に対する積極

的な支援を期待する。 
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（３）療護施設の設置・運営 

① 遷延性意識障害者に対し、病棟ワ

ンフロアシステム（注３）、プライマ

リーナーシング（注４）や高度先進医

療機器による質の高い治療・看護を実

施するとともに、医学的観点から治療

機会の公平な確保を図ることにより、

中期目標期間の 終年度までに、脱却

（注５）者を７５人以上とするととも

に、患者の治療改善度を向上させま

す。またメディカルソーシャルワーカ

ー（注６）等による転院先情報の提供

等、患者家族に対する支援の充実を図

ります。 

 

（注３）病棟を１つのフロアに集中、

仕切りを 小限にして患者を絶えず

観察視野におく方式 

（注４）継続した受持看護方式 

（注５）一定の意思疎通・運動機能の

改善 

（注６）患者・家族が抱える諸問題の

解決、調整を援助する専門家 

 

（３）療護施設の設置・運営 

① 遷延性意識障害者に対し、病棟

ワンフロアシステム（注３）、プライ

マリーナーシング（注４）や高度先

進医療機器による質の高い治療・看

護を実施するとともに、医学的観点

から治療機会の公平な確保を図るこ

とにより、平成２１年度中の脱却（注

５）者の総数を１５人以上とします。

また、引き続き、改善指標（ナスバ

スコア）を活用した治療改善度を公

表するとともに、治療改善度の分析

を行います。 

 なお、療護施設機能の一部委託先

病院においても入院患者が脱却でき

るよう適切な治療・看護を行います。

また、引き続きメディカルソーシャ

ルワーカー（注６）等による転院先

情報の提供等、患者家族に対する支

援を行います。 

 

（注３）病棟を１つのフロアに集中、

仕切りを 小限にして患者を絶えず

観察視野におく方式 

（注４）継続した受持看護方式 

（注５）一定の意思疎通・運動機能

の改善 

（注６）患者・家族が抱える諸問題

の解決、調整を援助する専門家 

 

 

 

 

Ｓ 

各療護センターにおいては、ＭＲ

Ｉ、ＰＥＴ等の高度先進医療機器によ

る高度な治療を行うとともに、ワンフ

ロア病棟システムによる集中的な患

者観察や同じ看護師が1人の患者を

継続して受け持つプライマリーナー

シング方式による質の高い看護を行

い、平成２２年度中の療護センター 

における脱却による退院患者数が１

９人あり、中期計画の５年間７５人以

上に対し、平成1９～２２年度の４年

間で７５人となり目標を達成した。 

また、委託病床においても療護センタ

ーに準じた適切な治療・看護を実施し

たことにより、平成２２年度中の脱却

よる退院患者数が４人あった。 

また、昨年度に引き続き、４療護セ

ンターにおける治療改善効果分析を

行い、今年度は新たに、４療護センタ

ー別の分析結果についても公表を行

った。 

昨年度の分析結果では、入院時にお

ける３つの要素、すなわち「ナスバス

コアが良いほど」、「事故後経過期間

が短いほど」、「年齢が低いほど」、

より高い治療改善効果があることが

明らかになったが、平成22年度の４

療護センター別の分析によると、入院

から退院までのスコア平均値の変化 

（以下「改善点」という。）が も大

きかった岡山療護センターでは、事故

後経過期間が６ヶ月未満の入院患者

が全体の半数以上を占めており、さら

に改善点が２番目に大きかった中部

療護センターでも事故後経過期間が 
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６ヶ月未満の入院患者の割合が約

35％となっている。こうしたことか

ら、入院時における３つの要素の中で

も特に事故後経過期間がより短いこ

とが治療改善効果に大きな影響を与

えているものと考えられる。 

 各療護施設におけるメディカルソ

ーシャルワーカーによる患者家族に

対する転院先情報の提供や入院申込

に係る相談・案内等の支援業務の実績

は、9,128件（前年度比21％増）で

あった。なお、２２年６月に各療護施

設のメディカルソーシャルワーカー

を集めた会議を開催し、各施設の現状

や課題について情報交換、業務検討を

行い、患者家族への助言等へ反映し

た。 

 このように、脱却者数において計画

期間終了１年前に目標を達成するな

ど顕著な実績をあげたほか、現状分析

等も怠らず、優れた実施状況であると

認められる。 
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② 治療効果を高めるため高度先進

医療機器の整備を図るとともに、地元

大学等研究機関や他療護施設との連

携の強化、職場内研修の充実等によ

り、高度先進医療機器を活用した医療

技術やプライマリーナーシングによ

る看護技術の開発・向上を図ります。 

 

 

② 設備の更新計画に基づき、千葉

療護センターの磁気共鳴断層撮影装

置（ＭＲＩ）を更新するとともに、

地元大学等研究機関や他療護施設と

の連携の強化、職場内研修の充実等

により、高度先進医療機器を活用し

た医療技術やプライマリーナーシン

グによる看護技術の開発・向上を図

ります。 

 

Ｓ 

千葉療護センターの磁気共鳴断層

撮影装置（ＭＲＩ）については、平成

２３年２月に機器の導入を完了した。

遷延性意識障害者に対する治療及

び看護に実績のある療護センターの

蓄積されたノウハウを活かし、地元大

学の医学部等との連携を図り、高度先

進医療機器を利用した治療の研究、指

導、研修等により医療に携わる人材育

成や地域医療への貢献を行った。各療

護センターにおいては、入院患者の看

護担当チームごとに、ケースレポート

研修会や医療事故防止研修会等を定

期的に開催するなど、療護センター特

有の治療・看護技術の向上に向けた

様々な職場内研修を実施した。 

センター長、総看護師長、リハビリ

担当者、メディカルソーシャルワーカ

ー等の会議をそれぞれ年１回開催し、

療護施設間の連携を図るとともに、高

度先進医療機器を活用した治療、看護

やリハビリ、有効な生活支援等につい

て情報交換、業務検討等を行った。 

特に、療護施設退院後に患者家族等

が安心・安楽な在宅介護を実践できる

こと等を目的とする看護プログラム

を平成２３年度より試験的に導入す

るための研修を、千葉療護センター及

び中部療護センターで６日間実施し、

各療護施設の看護師（3１名）が当看

護プログラムの実践に必要な技術・知

識の習得を図った。 

これらの取り組みにより、優れた実

施状況にあると認められる。 
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③ 療護施設で得られた知見・成果を

他の医療機関等において 大限に活

用する観点から、日本脳神経外科学会

及び日本意識障害学会において研究

発表を年１５件以上行うとともに、部

外医師・看護師等に対する研修を行う

などして、他の医療機関等への治療・

看護技術の普及活動を積極的に行い

ます。 

 

 

③ 引き続き、療護施設で得られた

知見・成果を他の医療機関等におい

て 大限に活用する観点から、日本

脳神経外科学会及び日本意識障害学

会において研究発表を年１５件以上

行うとともに、部外医師・看護師等

に対する研修を行うなどして、他の

医療機関等への治療・看護技術の普

及活動を積極的に行います。 

 また、中部療護センターにおける

岐阜大学との連携大学院において、

引き続き、研究指導等を行うととも

に、その研究成果について学会発表

等を行います。 

 

S 

 地元大学等と連携し、日本脳神経外

科学会、日本意識障害学会において、

２７件の研究成果を発表した。 

短期入院協力病院のスタッフへの

研修として、東北療護センターにおい

て２病院３名、岡山療護センターにお

いて３病院４名、中部療護センターに

おいて２病院２名の合計７病院９名 

に対して実務研修を実施した。 

平成２１年度から中部療護センタ

ーにおいて開設した「連携大学院」に

ついては、平成２１年４月に１名、平

成２２年４月に１名の合計２名が入

学し、平成２２年７月に開催された第

１９回日本意識障害学会や同年１０

月に開催された（社）日本脳神経外科

学会第６９回学術総会の場において

研究成果の発表を行った。 

このように、療護施設で得られた知

見・成果の伝播について優れた実施状

況にあると認められる。 
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④ 地理的要因等を勘案して一般病

院に療護施設機能の一部について委

託を行い、遷延性意識障害者の治療・

看護機会の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 療護施設機能の一部を一般病院

へ委託することについて、拡充の必

要性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

平成２３年２月に太田富雄大阪医

科大学名誉教授を委員長とした有識

者による「第１回委託病床の拡充にか

かる検討委員会」を開催し、委託病床

拡充の必要性、既設委託病床の実績評

価、拡充が望まれる地域等について検

討を行った結果、拡充が望まれる地域

としては、近畿地方と関東地方におい

て需要が高いことから、①大阪を中心

とした地区と②関東の西部又は南部

の地区を候補として選定した。 

 委託病床の拡充に係る業務につい

て、着実な実施状況にあると認められ

る。 
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（４）介護料支給等支援業務 

① 重度後遺障害者に対して被害等

の状況に応じた介護料の支給及び短

期入院費用に係る助成を行うことに

より効果的な被害者救済を図るとと

もに、受給資格者のニーズを踏まえ、

介護料支給対象品目等の見直しを実

施します。 

 また、本部及び主管支所に設置した

介護に関する相談窓口において、介護

福祉士等による介護に関する知識・技

術の提供等重度後遺障害者の家族に

対する相談支援を療護施設と連携し

て効果的に実施するとともに、在宅訪

問サービスの実施により、受給資格者

等に対する精神的支援を強化します。 

 さらに、機関紙やホームページの活

用により介護に関する各種情報を発

信します。 

（４）介護料支給等支援業務 

① 重度後遺障害者に対して被害等

の状況に応じた介護料の支給及び短

期入院費用に係る助成を行うことに

より効果的な被害者救済を図りま

す。 

 また、本部及び主管支所に設置し

た介護に関する相談窓口において、

介護福祉士等による介護に関する知

識・技術の提供等重度後遺障害者の

家族に対する相談支援を療護施設と

連携して効果的に実施するととも

に、新規認定者及び既存の認定者に

対する訪問支援サービスを実施する

ことにより、被害者の状況及び要望

を把握し、受給資格者等が抱える在

宅介護に関する相談事項への対応及

び各種情報提供等を行うことで受給

資格者等に対する精神的支援を強化

します。 

 さらに、これらの介護に関する知

識・技術等の各種情報を機関誌「ほ

ほえみ」やホームページの活用によ

り発信します。 

 

 

 

Ｓ 

 各主管支所に設置している介護相

談窓口において、介護福祉士等による

介護に関する相談支援及び知識の情

報提供を２，５１３件行った。 

 さらに各支所において、被害者援護

の拡充を図るため介護料受給者宅を

訪問し、直接、介護に関する相談や各

種情報の提供等を行う訪問支援サー

ビスを１９年度から開始しているが、

２０年度は４６４件、２１年度は１，

０７４件、２２年度は１，５５９件と

実施件数は顕著に増加した。この取り

組みは被害者の精神的ケア、実情把握

を図る上でも重要と考えられるため、

訪問支援サービスにより把握した各

種情報を有効に活用し、より一層の精

神的支援の強化を期待する。 

 なお、機構の介護相談ゼネラルアド

バイザー（介護福祉士）が有する専門

的見地からの日常介護に関する情報、

在宅介護に関する知識・技術等の各種

情報に関してニーズの高い内容（日常

の介護方法及びリハビリテーション）

をテーマに機関誌「ほほえみ」に掲載

するとともに、ホームページに掲載し

ている「在宅介護におけるＱ＆Ａ」に

ついて、介護方法等の掲載項目ごとに

内容の更新を行うなどの工夫を行い、

在宅介護に関する知識・技術等の各種

情報を掲載・発信し、２２年度からは

家族会による学習会の開催案内等の

情報提供を追加している。 

これらの取組みにより、優れた実施

状況にあると認められる。 
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② ①の施策を実施することにより、

重度後遺障害者の家族に対する５段

階評価の調査における介護支援効果

に関する評価度について、中期目標期

間の 終年度までに４．０以上としま

す。 

 

② 以上の施策を実施することによ

り、重度後遺障害者の家族に対する

５段階評価の調査における介護支援

効果に関する評価度（平成 2２年度）

について４．０を目標とします。 

 

 

A 

 重度後遺障害者の家族における介

護支援効果に関する評価度について

は、前年度（平成２１年度）と同様に

４．２１であり、着実な実施状況にあ

ると認められる。 

 

 

 

（５）交通遺児等への生活資金の貸付 

① 被害者のニーズに応じた生活資

金の貸付けを行うことにより、効果的

な被害者救済を図ります。 

 また、被害者に対する相談支援の充

実を行うとともに、被害者家族同士の

交流を促進するなどして、自動車事故

被害者に対する精神的支援を効果的

に実施します。 

 

（５）交通遺児等への生活資金の貸

付 

① 引き続き、被害者のニーズに応

じた生活資金貸付けの見直しを検討

します。 

 また、被害者に対する相談支援の

充実を図るため家庭相談員が適切な

指導、助言を行えるような研修を実

施して、その資質の向上を図ります。

 さらに、被害者家族同士の交流の

場の拡充を行うためコミュニケーシ

ョンをより一層図った集いの実施に

より交通遺児等の健全な育成を図る

精神的支援を強化します。 

 
A 

 生活資金の貸付けの見直しの検討

については、当該貸付に関するニーズ

調査などを実施したところ、「受験・

入学費用のための資金があるとよい」

という意見が も多かったことから、

方策を検討した結果、寄付財源による

給付事業等を実施している(財)自動

車事故被害者援護財団に対し中学卒

業を迎える家庭に対する進学支援金

の支給について働きかけることによ

り、制度創設に至った。当該貸付制度

については、引き続き保護者等の意見

を聞きながら見直しの必要性を検討

することとしている。 

また、被害者に対する相談支援の充

実を図るため、家庭相談員を対象とし

て、被害者への適切な助言を行うため

の基礎的知識や、心の悩みを持つ相談

者への対処法などの習得及び意見交

換等を内容とした研修を実施し、資質

の向上を図った。 

さらに、交通遺児等や保護者の交流

の場である「友の会」を運営し、特に

被害者家族同士のコミュニケーショ

ンをより一層図った集いとして、２８

支所（前年度２８支所）において２１

年度に引き続き１泊２日による「友の

会の集い」を実施し、６１２人（前年

度５８９人）が参加し、着実な実施が

図られている。特に同じ境遇に置かれ
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た保護者同士の交流会について好評

を得た。 

 精神的支援の一環として毎年実施

している友の会コンテストについて

は、２２年度は「書道コンテスト」を

実施した。 

 以上の取組みにより、着実な実施状

況にあると認められる。 

 

 

② ①の施策を実施することにより、

被害者に対する５段階評価の調査に

おける精神的支援に関する評価度に

ついて、中期目標期間の年度毎に４．

０以上とします。 

② ①の施策を実施することによ

り、被害者に対する５段階評価の調

査における精神的支援に関する評価

度（平成２２年度）について、４．

０以上とします。 

Ｓ 

 被害者に対する精神的支援に関す

る評価度については、前年度（平成２

１年度）と比較して０．１５ポイント

上昇し、４．５５の評価を得ているこ

とから、優れた実施状況にあると認め

られる。 

 



 

24 

（６）自動車事故による被害者への情

報提供の充実 

 情報案内サービスを実施し、自動車

事故の被害者等に対し、機構の各種援

護制度の情報を提供するとともに、他

機関の援護制度や事故相談・訴訟・病

院等に関する総合的な情報提供を行

います。 

 

（６）自動車事故による被害者への

情報提供の充実 

 情報案内サービスを実施し、自動

車事故の被害者等に対し、機構の各

種援護制度の情報を提供するととも

に、他機関の援護制度や事故相談・

訴訟・病院等に関する総合的な情報

提供を行います。 

 また、情報案内サービスの利用向

上のための積極的な広報を行いま

す。 

 さらに、情報提供機能の水準を高

めるため、従事する者への適切な研

修等を行います。 

 

 

A 

 自動車事故に遭われ、法律、金銭、

介護、病院など、自動車事故に起因す

る悩み事について、相談内容に応じて

地方公共団体をはじめ、各種相談機関

の窓口の紹介、並びに、交通遺児等へ

の無利子貸付、介護料の支給及び療護

施設など機構の業務について案内す

る情報提供サービス（ＮＡＳＶＡ交通

事故被害者ホットライン）は平成１９

年１０月１日より運用を開始し、以

後、鉄道、バス事業者の協力を得て、

車両内外への広報、また、警察署、地

方公共団体、医療機関等を中心にリー

フレット等を配布し、関係団体機関誌

へのＰＲ掲載、さらに自動車安全運転

センターが発行する「交通事故証明

書」の郵送用封筒にＰＲを印刷するな

どの各種周知広報活動を積極的に展

開した結果、相談件数は若干減少した

もののほぼ横ばいであることから、着

実な実施状況にあると評定した（平成

２１年度の受付件数３，２８６件に対

して平成２２年度の受付件数は３，１

５８件）。しかしながら、依然国民に

認知されているとは言い難く、更なる

周知を図り、認知度を高める必要があ

る。 
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（７）自動車アセスメント情報提供業

務 

① 効率的かつ公正な自動車アセス

メントを実施することにより、自動車

メーカーの安全な車の開発意識を高

めるとともに、ユーザーが安全な車を

選択しやすい情報を提供します。 

   これにより安全性能に係る指標

（乗員保護性能は総合評価の☆の数

（注７）及び歩行者頭部保護性能は評

価レベル）について、中期目標期間の

年度毎に、過去に自動車アセスメント

を実施した車種の後継車種の評価指

標の平均値が、旧車種の評価指標の平

均値以上となるようにします。 

 

（注７）総合評価の得点率を☆の数６

段階で表示 

 

（７）自動車アセスメント情報提供

業務 

① 効率的かつ公正な自動車アセス

メントを実施することにより、自動

車メーカーの安全な車の開発意識を

高めるとともに、ユーザーが安全な

車を選択しやすい情報を提供しま

す。 

 これにより安全性能に係る指標

（乗員保護性能は総合評価の☆の数

（注 7）及び歩行者頭部保護性能は

評価レベル）について、過去に自動

車アセスメントを実施した車種の後

継車種の評価指標の平均値が、旧車

種の評価指標の平均値以上となるよ

うにします。 

 

（注７）総合評価の得点率を☆の数

６段階で表示 

 

 

A 

平成２２年度の自動車アセスメン

ト試験では、乗員保護性能に関して

は、後継車種（８車種）について評価

指標の平均値が、旧車種の評価指数の

平均値以上となった（運転席は 5.１

３→5.７５と 0.６２ポイントの向上、

助手席は 5.２５→5.７５と 0.５ポイ

ントの向上）。 

  また、歩行者頭部保護性能に関して

は、後継車種（６車種）について評価

指標の平均値が、旧車種の評価指数の

平均値以上となった（3.１７→３．６

６と０．４９ポイントの向上）。 

 自動車アセスメント情報提供業務

をこれまで実施してきたことにより、

自動車メーカーによる安全な車の開

発が着実に行われており、法人の取組

みは着実な実施状況にあると認めら

れる。  
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② パンフレット配布、ホームページ

の構成改善、試験の公開、イベントの

開催等により、アクセスしやすい、わ

かりやすい情報提供をユーザーに行

います。 

 

②分かりやすい情報の提供 

 ア よりわかりやすいパンフレッ

トを配布します。 

 イ よりわかりやすくホームペー

ジを改善します。 

 ウ 自動車アセスメント試験結果

発表会を開催し、併せて自動車アセ

スメントグランプリ車及びアセスメ

ント優秀車の発表を行います。 

 エ メディアに対して自動車アセ

スメントの公開を行う等、メディア

を積極的に活用しユーザーに対しわ

かりやすい情報提供を行います。  

           

A 

２２年度におけるパンフレットの

頒布については、自動車アセスメント

は、平成21年度に頒布を開始した大

型自動車用品販売店の頒布先店舗を

拡大し、チャイルドシートアセスメン

トは、新たに小児科医院への頒布を開

始するとともに、頒布先の市区町村保

健所を拡大している。 

平成21年度に全面改修した「自動

車アセスメント及びチャイルドシー

トアセスメント」の効果もあり、平成

22年度のＮＡＳＶＡホームページへ

の総アクセス件数が200万件以上も

あり、アセスメントページへの総アク

セ ス 件 数 は 前 年 度 比 3.5 倍 の

945,310件と大幅に増加した。 

ＮＡＳＶＡでは更なるアクセス向

上を図るため、平成22年１０月にア

セスメントページ利用者の満足度に

ついて行ったアンケート調査の結果

をふまえ、平成23年度に改善を行う

こととしている。 

自動車アセスメント等を一般ユー

ザーに広く周知するため、平成23年

4月20日（水）にプレス発表を実施

したが、例年実施している自動車アセ

スメント結果発表会については、東日

本大震災が発生したことに伴い今年

度は中止とした。 

また、メディアに対して衝突安全性

能試験の公開試験を実施し、新聞、雑

誌、Ｗｅｂなどにおいて幅広く取り上

げられた。 

これらの取り組みを通じてユーザ

ーに対してわかりやすい情報提供が 

図られているものと認められ、着実な

実施状況にあると認められる。 
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③ 以上の施策を行うことにより、ユ

ーザーに対する５段階評価の調査に

おける利用度・満足度についての評価

度について、中期目標期間の年度毎に

４．０以上とします。 

③ 以上の施策を行うことにより、

ユーザーに対する５段階評価の調査

における利用度・満足度に関する評

価度（２２年度）について、４．０

以上とします。 

A 

ユーザーに対する利用度・満足度に

関する評価度については、平成 2１年

度と比較して 0.06 ポイント上昇し、

4.1６の評価を得ていることから、着

実な実施状況にあると認められる。 

 

④ 予防安全性能、衝突時の乗員対策

及び歩行者の保護性能を改善するた

め、事故実態を踏まえ、試験方法、評

価方法の策定や見直しを行います。 

 また、後遺障害者数が多い実態を踏

まえ、後遺障害対策にも取り組みま

す。 

 

④Ｆｌｅｘインパクタを利用した歩

行者脚部保護性能評価法導入のため

の調査研究を取りまとめます。  

⑤歩行者保護 GTR(世界統一基準）

の国内導入に係る頭部保護性能試験

速度等の見直しについて、アセスメ

ントへの反映のための調査研究を行

います。 

⑥後面衝突頚部保護性能試験におけ

る試験速度の変更を踏まえ、試験速

度と傷害値等の相関関係について調

査研究を行います。 

⑦ 近の交通事故の実態を踏まえつ

つ、新たに自動車アセスメントへ導

入される予定の評価項目を考慮した

新安全性能総合評価法を取りまとめ

ます。 

⑧交通事故を未然に防止するため予

防安全装置の効果評価のための基礎

調査を行います。 

A 

成人男性の脚部を模擬したダミー

であるＦｌｅｘインパクタを利用し

た歩行者脚部保護性能評価法導入の

ため、平成２０年度～２２年度の調査

研究を取りまとめ歩行者脚部保護性

能試験方法を作成し平成２３年度か

らアセスメント評価試験として導入

することとしている。 

後面衝突頚部保護性能試験におけ

る試験速度(17.6km/h)が、平成２４

年度から20km/hに変更されること

に伴い、試験速度と傷害値等の相関関

係について調査研究を行った 

 「新衝突安全性能総合評価」に係る

配点のあり方等について、平成2１年

度及び２２年度に調査研究を行い、こ

の結果を踏まえ、平成２２年度におい

て具体的な総合評価法の素案を取り

まとめた。 

 世界ＮＣＡＰ会議及び会議後に開

催されたセミナーにおいて、予防安全

装置について情報収集等を行った。ま

た、主要な予防安全装置の装備状況に

ついて調査を実施し、自動車アセスメ

ント及びＮＡＳＶＡホームページに

おいて公表した。 

これら自動車事故における被害軽

減に資する調査研究により、今後の試

験内容、評価方法の改善に向けて着実

な進展が認められ、法人の取組みは着

実な実施状況と認められる。 

なお、歩行者保護 GTR（世界統一
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基準）の国内導入に係る調査研究に

ついては、導入基準が２２年度末とな

ったため、２３年度以降に実施する。

 

 

⑤ 専門家との討論及び情報交換を

実施するなど、各国のアセスメント機

関、専門家等との情報交換を継続的に

実施することにより、試験方法の見直

し、情報提供方法の改善等に役立てま

す。 

 

 

 

 

⑨ 海外の関係機関との情報交換等

 ア アジア諸外国をはじめ、海外

のアセスメント関係機関との情報交

換を積極的に行うとともに、その結

果を踏まえて今後の我が国の試験方

法、情報提供方法等の改善に役立て

ます。 

イ 世界ＮＣＡＰ会議の結果を踏

まえ、アジア諸外国との連携を図り

ます。 

A 

平成２２年６月にブダペスト（ハン

ガリー共和国）において開催された、

「世界ＮＣＡＰ会議」にＮＡＳＶＡが

ＪＮＣＡＰ代表として参加し、世界各

国の自動車アセスメント機関との間

で試験等の動向に係る情報交換を行

った。 

平成２２年１０月に日本において

「世界ＮＣＡＰ会議」を開催し、情報

交換を行った。 

この会議等において、平成２１年度

より導入した後席乗員保護性能試験

及び後面衝突頚部保護性能評価試験

について紹介するとともに、ＪＮＣＡ

Ｐが今後導入を予定している歩行者

脚部保護性能評価、電気安全性能評価

及び「新衝突安全性能総合評価」につ

いて紹介した。 

アジア諸外国との連携については、 

平成 2２年４月に日・中両国における

アセスメント実施機関の交流促進の

一環として、中華人民共和国の実施機

関である自動車技術研究センター（Ｃ

ＡＴＡＲＣ）関係者を招聘し、日・中

ＪＮＣＡＰセミナーを開催した。 

 これらの取組みにより、着実な実施

状況にあると認められる。 
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⑥ 業務改善状況等についてタスク

フォースにより外部評価を行い、その

結果をホームページ等で公表します。 

⑩ 業務改善状況等についてタスク

フォースにより外部評価を行い、そ

の結果をホームページ等で公表しま

す。  

 

 

A 

タスクフォースによる外部評価を

行い、その結果をホームページ等で公

表していることから、着実な実施状況

にあると認められる。  

 

（８）自動車事故対策に関する広報活

動 

 事故防止、被害者援護及び自動車損

害賠償保障制度に関し組織一体とな

った広報活動を実施します。 

交通安全フェア等における、国等と

協力した周知宣伝活動やインターネ

ット、マスメディア等を活用した広範

な広報活動を積極的に実施します。 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

本計画に従ったサービスその他業

務の質の向上を図りつつ、予算、収支

計画及び資金計画を策定します。 

（８）自動車事故対策に関する広報

活動 

 後席シートベルト着用推進・飲酒

運転の根絶等の事故防止対策事業や

被害者への各種情報提供等の被害者

援護対策事業、さらには自動車損害

賠償保障制度の周知など機構業務の

認知度向上のため、各種イベントへ

の参画、国・地方自治体等の関係機

関と連携した広報活動、また、ポス

ター、パンフレット、インターネッ

ト、マスメディア等を活用した国

民・関係機関（者）への周知宣伝活

動により、積極的な広報活動を推進

します。 

Ａ 

（社）日本自動車会議所が主催する、

「交通安全キャンペーン」等へ出展

し、参加体験型として新適性診断シス

テム（i-NATS）による運転適性診断

の実施、会場でのビデオ放映、パネル

の展示、ポスターの掲示、各種リーフ

レットの配布等によりNASVA業務

及び自動車損害賠償保障制度等の周

知宣伝活動を行った。また、前年度に

導入した「運輸安全マネジメント評価

事業」をはじめ、安全マネジメントコ

ンサルティングなどの指導業務等に

ついて、専門紙を活用しつつ、広く周

知を行った。 

これらの取組みにより、着実な実施

状況にあると認められる。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 本計画に従ったサービスその他業

務の質の向上を図りつつ、予算、収支

計画及び資金計画を策定します。 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

 

A 

 中期計画に基づいた年度計画予算、

収支計画及び資金計画を策定し、計画

に沿って、サービスその他業務の質の

向上を図りつつ、適正な予算の執行を

行っており、着実な実施状況にあると

認められる。 

 なお、当期総利益７２百万円の発生

要因としては、主として運営費交付金

の対象となっていない貸付業務勘定

に係る国債等有価証券の受取利息等

による収益である。 
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４．短期借入金の限度額 

 予見し難い事故等の事由により資

金不足となる場合に限り、短期借入金

の限度額１，４００百万円とします。 

４．短期借入金の限度額 

 予見し難い事故等の事由により資

金不足となる場合に限り、短期借入

金の限度額１，４００百万円としま

す。 

 

― 

平成２２年度は該当なし。 

 

 

５．重要な財産を譲渡し、又は担保に

する計画 

なし 

５．重要な財産を譲渡し、又は担保

にする計画 

なし 

 

― 

平成２２年度は該当なし。 

 

 

６．剰余金の使途 

①利用者サービス充実のための環境

の整備 

②職員研修の充実 

６．剰余金の使途 

①利用者サービス充実のための環境

の整備 

②職員研修の充実 

 

― 

平成２２年度は該当なし。 

 

 

 

７．その他主務省令で定める業務運営

に関する重要事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他主務省令で定める業務運

営に関する重要事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

Ａ 

 中期計画に基づき、年度計画記載の

設備については、いずれも計画どおり

仕様に沿って確実に整備しており、着

実な実施状況にあると認められる。 

 なお、MRI の整備に際しては、総

合評価方式による一般競争入札によ

り導入しており、機構内に総合評価委

員会を設置し、応札内容に係る評価項

目等の決定、技術面の審査を経て総合

評価点を決定しており、契約の適正性

が確保されていると認められる。 
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（２）人事に関する計画 

 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）等に基

づき、平成２２年度末までに平成１７

年度比で５％以上の削減を行います。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを進めま

す。 

さらに、「経済財政運営と構造改革

に関する基本方針２００６」（平成１

８年７月７日閣議決定）に基づき、国

家公務員の改革を踏まえ、人件費改革

を平成２３年度まで継続します。 

〔参考〕 

１）期初の常勤職員数 

   ３３４人 

２）期末の常勤職員見込み 

   ３３４人 

（２）人事に関する計画 

 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）等

に基づき、平成２１年度予算比で

１％以上の削減を行うことにより、

平成２２年度末までに平成１７年度

比で５％以上の削減を図ります。 

 また、国家公務員の給与構造改革

を踏まえた給与体系の見直しを進め

ます。 

Ａ 

平成２２年度は、以下の削減方策を

講じたこと等により、年度計画（前年

度予算に比して１％削減）を上回る人

件費（退職手当等を除く。）の削減（▲

８.１％）を達成した。 

・役職員俸給の約５％削減等２１年度

に実施した施策の経年効果 

（▲6.2％） 

・国家公務員の給与構造改革及び人事

院勧告を踏まえた給与体系の見直し

効果等（▲1.9％） 

この結果、対国家公務員指数（ラス

パイレス指数）においては、管理職員

数割合が高いこと、大卒者割合が高い

こと等の理由から、依然として国家公

務員の水準を上回っているものの前

年度１０４．２に対し、平成２２年度

は１０４．７と、その水準を維持して

おり、着実な実施状況にあると認めら

れる。 

 

 

 
 
＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。
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平成２２年度業務実績評価調書：独立行政法人自動車事故対策機構 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

 

評点の分布状況 

（項目数合計：３４項目） 

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

 
－ 

 
１２項目 

 
２２項目 

 
－ 

 
－ 

 
総 合 評 価 

 

（法人の業務の実績） 

本法人は、自動車事故防止と自動車事故による被害者支援を大きな柱の業務として、社会的に重要な使

命を担う独立行政法人であり、限られた人員のもとで業務運営の効率化を進めつつ、社会状況の変化に応

じた新たな業務にも取り組んでいる状況にある。こうした中、平成２２年度の業務の実績については、個

別項目の多くは中期目標の達成に向けて着実な実施状況もしくは優れた実施状況にあると認められる。 
特に適性診断のＩＴ化の取組強化、運輸安全マネジメントへの積極的取組など自動車事故防止対策の推

進、自動車事故による重度後遺障害者の治療・看護を行う療護施設の確実な運営、療護施設の入院患者の

治療改善効果の分析・公表や被害者等に対する各種情報提供を行う相談窓口の周知・運営、介護料受給者

宅を訪問し、直接、介護に関する相談や情報提供等を行う訪問支援サービスの強化など被害者支援の充実

を着実に進めた。これらの取組を通じた平成２２年度の業務運営は、中期目標の達成に向けて着実な実施

状況にあると認められる。 
内部統制については、全国会議の活用あるいは法人の長自らによる行動指針の周知徹底、監事による現

地監査などが実施されていると認められる。今後とも、内部統制の現状を把握・検証し、必要な措置を講

じていく必要がある。 
（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・確実な業務運営を行う上で、業務の効率化や組織運営の効率化について、引き続き検討することが求め

られる。 

・行政刷新会議による事業仕分けの評価結果を受けて閣議決定された安全指導業務に係る民間参入を促進

するため、今後新たに指導講習・適性診断の実施機関になろうとする民間団体等に対しては、本法人が

これまで培ったノウハウの提供や教育訓練を積極的に行うことが求められる。 

・同様に、特別会計に対する事業仕分けの指摘における、重度後遺障害者への支援等被害者援護業務の充

実を図るためには、ＮＡＳＶＡの果たす役割は大きい。 

・一般病院の療護施設機能の一部委託については順調に進められているところであるが、療護施設により

被害者ができるだけ多く救済されるよう、引き続き努力を期待するとともに、治療改善効果の分析は、

療護施設の治療・看護水準のさらなる向上のためにも引き続き分析結果を公表していくべきである。 

・また、在宅の重度後遺障害者への支援を充実させるためには、自治体、病院、施設等関係者と連携を強

化することにより、訪問支援サービスによるきめ細かな情報提供等を行うことが求められる。 

・本法人全体に関する広報活動の充実に向け、引き続きさらなる努力、改善を図るべきである。 

 

（その他） 

・療護センターにおいては、脱却者数に係る中期目標を２２年度で達成するなど顕著な実績を上げている

ほか、新たな看護プログラムの導入を検討するなど、重度後遺障害者の治療・看護技術の向上に向け一

層の努力が認められる。また、訪問回数の増加など訪問支援サービスのさらなる強化等により、課題は

まだあるものの、在宅の重度後遺障害者への支援の充実は着実に進められている。 

 

5 総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ 

 

（評定理由） 

業務運営評価及び総合評価から本法人の業務実績は中期目標・年度

計画にしたがって、順調に業務を実施、成果を上げていると認めら

れることから、着実な実施状況にあると判断されるため。 



別紙

実績 評価
① 安全指導業務の見直しについては、国土交通省にお
いて、平成22年6月30日付けで安全指導業務の実施に関
する民間参入の促進について、自動車運送事業者団体
に対し通知するとともに、公表したところであるが、当機
構においては、新たに認定機関になろうとする民間団体
等に対し、認定取得支援を実施しており、22年度に当機
構において認定取得支援を実施した8団体のうち、3団体
が新たに認定を受けるに至った。

　安全指導業務の見直しについては、ユニバーサルサービスの確保を念
頭に、積極的な取り組みが行われているものと認められる。こうした取り
組みは、閣議決定を具現化するための基礎となるものであり、今後ともこ
のような団体等に対する積極的な支援を期待する。

②支所の合理化については、i-NATS（ネットワーク端末
機）の導入に伴い、導入支所のレイアウト見直しにより生
じた事務室、倉庫等の余剰スペースを返還し、また、事務
所借料の値下げ交渉等を実施することで賃借料の削減
を図っており、２２年度決算において対前年度決算比で、
９５，２０９千円、１，３４６㎡削減した。

　支所の合理化については、新システムを導入(平成２２年度に全主管支
所・支所への導入を完了)する機会を捉え、賃貸料の削減について顕著
な実績を上げたものと認められる。

①　該当なし。（利益剰余金100億円未満） －

総務省政独委「平成21年度における国土交通省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見について」等への対応の実績及びその評価

○財務状況
①法人又は特定の勘定で、年度末現在に100億
円以上の利益剰余金を計上している場合、その規

○政府方針等
①「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）において、
「２２年度中に実施」又は「２２年度から実施」とさ
れている「講ずべき措置」の取組状況

②①以外の「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」に掲げられている「講ずべき措置」に
ついて２２年度に実施した取組がある場合、その内
容

②　運営費交付金債務の発生要因は、自己収入の増加
及び経費の削減等（運営費交付金の収益化について
は、自己収入を優先的に充てる）によるものであり、業務
の未執行、未達成に起因するものではない。（執行率
87％）

運営費交付金債務の発生要因は、経営努力によるものと認められる。

模の適切性（当該利益剰余金が事務・事業の内
容等に比し過大なものとなっていないか）

②運営費交付金が未執行となった場合、その理
由及び業務運営との関係（業務運営に影響を及
ぼしていないか等）

1
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○保有資産の管理・運用等
　政独委からの平成２１年度業務実績評価におけ
る指摘事項において指摘がなされた施設等につい
て、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」で示された廃止、国庫納付、共用化等の方
針に沿った法人における取組（鉄道・運輸機構、
水資源機構：職員宿舎、国際観光振興機構：海
外事務所）

①　給与水準の対国家公務員指数（ラスパイレス指数）
の低減に向けて、
     (1) 平成21年度初より職員の俸給を５％削減
     (2) 管理職員を１５％削減
     (3) 国家公務員の給与改正等を踏まえた給与制度の
       見直しを実施し、給与水準の適切性の確保に努め
       ている。

法人の給与水準の低減に向けた取り組みは妥当であると認められ、社会
的な理解は得られるものと考える。

②  給与水準の対国家公務員指数（ラスパイレス指数）
の数値が高い構造的な要因として
  　(1)　全国的に事業を実施するにあたり全国に５０支所
       を設置 し、各支所を統括する管理職を配置している
       ため、管理職員の割合が国より高い。
　  (2)　業務遂行上高度な知見、専門性を必要とすること
       から大学卒業者の割合が国より高い。
  　(3)　利用者（自動車運送事業者等）が都市部に集中し
        ていることから、業務遂行上、地域手当支給対象と

給与水準が国家公務員と比較して高い理由及び給与水準の低減に向け
た取り組みは妥当であると認められ、法人の説明は国民の理解が得られ
るものと考える。

○人件費管理
①法人の給与水準自体が社会的な理解の得られ
るものとなっているか。

②国家公務員と比べて給与水準が高い場合、そ
の理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水
準を含む）についての法人の説明が、国民に対し
て納得の得られるものとなっているか。

③国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損
金のある法人について、国の財政支出規模や累
積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関
する法人の検証状況。

④総人件費改革についての取組の状況（併せて、
給与水準又はラスパイレス指数が上昇している場
合には その理由）

        なる都市部に配置する職員の割合が国より高い。

　これらの要因も踏まえつつ、ラスパイレス指数の低減に
向けて、
    (1) 平成 21年度初より職員の俸給を５％削減
    (2) 管理職員を１５％削減
    (3) 国家公務員の給与改正等を踏まえた給与制度の
      見直しを実施した結果、平成20年度110.1であった
      指数を５ポイント以上低減させた。(平成22年度10
      4.7）

③　給与水準の適切性を図るため、平成22年度までにラ
スパイレス指数を106.5とする目標を平成20年7月に設定
し、それを達成するために
    (1) 平成21年度初より職員の俸給を５％削減
    (2) 管理職員を１５％削減
    (3) 国家公務員の給与改正等を踏まえた給与制度の
      見直しを実施した結果、目標値を達成している。(平
      成22年度104.7）

給与水準の適切性に関する法人の説明は妥当であると認められる。

合には、その理由）

⑤「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直し
について」（平成２２年５月６日総務省行政管理局
長通知）の内容（ⅰ）法人の互助組織への支出の
廃止、ⅱ）食事補助の支出の廃止、ⅲ）国や他法
人で支出されていないものと同様の支出の原則廃
止）が守られているか。
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④　総人件費改革の取り組み状況については、
    (1) 平成21年度より職員の俸給を５％削減
    (2) 管理職員を１５％削減
    (3) 国家公務員の給与改正等を踏まえた給与制度の
    見直しを実施し、現時点において５％以上の削減を達
    成している。

平成１８年度からの５年間で５％以上の削減を達成しており、総人件費改
革の取り組み状況は着実であると認められる。

⑤　(ⅰ)  平成２２年度末をもって法人の互助組織への支
出を廃止した。
      (ⅱ)　食事補助の支出は行っていない。
      (ⅲ)　国が行っていない「結婚祝金（銀婚式）」及び
          「就学祝金」の支出は平成２２年度当初より行っ
　　　　　ていない。

互助組織への支出を廃止するほか、国が行っていない支出を廃止してお
り、通知の趣旨を守っているものと認められる。

①見直し計画における削減目標件数８８件に対して、２２
年度実績は８６件であった。

①目標を達成しており、見直しは適切に実施されていると認められる。○契約
①随意契約見直し計画における競争性のない随
意契約の削減目標（件数）の達成状況

②随意契約による契約において再委託割合（金
額）が５０％以上の案件がないか。

②該当なし。 －

③１者応札の割合（件数）が５０％以上又は前年
度より増加となっていないか。

（注）契約監視委員会における審議を踏まえて評
価して差し支えない。
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③１者応札・１者公募に係る改善方策については、広告
期間等の十分な確保、競争参加資格の緩和等を推進
し、機構ホームページにおいても公表を行っているとこ
ろ、２２年度における１者応札の割合は１２５件中３３件
で、割合（件数）は、２６．４％であった。
又、前年度の件数２９件（１１１件中）に対し、２２年度３３
件（１２５件中）と前年度比０．３ポイントの増加となってい
る。今後も引き続き締結された契約についてはその改善
状況をフォローアップし、契約監視委員会の審議概要とと
もにホームページに公表する。

③１者応札件数の割合は横ばいであるが、改善に向けた取り組みは行われてい
ると認められる。

①
・「機構の今後進むべき方向－NASVAWAY２０１０」を全
役職員に配付し、NASAVAの使命、行動指針について、
現状認識を踏まえた具体的方向性を確認し、その課題へ
の対応に取り組んだ。
・全国支所長会議や主管支所マネージャー会議等各種
会議・研修の場において、理事長よりNASVAの現状と今
後進むべき方向について、周知徹底を図っている。

法人のミッションを全役職員に対し、具体的に周知徹底を図る取り組みが
行われている。

②　理事会において、担当部署毎に毎月の業務実績が
報告されており、前年同月との対比、最近の実績値の変
化等について、チェックを行い、目標達成に影響を及ぼす
兆候が見られる場合には 直ちに分析を指示し 報告に

理事会において法人のミッション達成を阻害する課題（リスク）を把握し、
対応している。

○内部統制
①法人の長は、組織にとって重要な情報等につい
て適時的確に把握するとともに法人のミッション等
を役職員に周知徹底しているか。

②法人のミッションや中期目標の達成を阻害する
要因（リスク）の洗い出しを行い、組織全体として取
組むべき重要なリスクの把握・対応を行っている
か。その際、目標・計画の未達成項目（業務）につ
いての未達成要因の把握・分析・対応等に着目し
ているか。

兆候が見られる場合には、直ちに分析を指示し、報告に
基づいて対処策を審議することとしている。

③　リスク管理の一貫として、コンプライアンス意識の持
続、強化を図るため、各種研修及び会議を通じて、昨年
度に作成したコンプライアンス実践マニュアル等の配付、
周知に努めるとともに、当機構の情報セキュリティ基本方
針及び情報セキュリティ管理規程を作成し、情報管理の
あり方について周知徹底を図った。
　また、全職員の服務に係る倫理の保持及び職務の公
正な執行等を監視、検証するため、監事による本部、支
所への現地監査を行うとともに、理事会その他重要な会
議への出席、重要な決裁書類の閲覧をすることにより、
財務・業務に関する内部統制を図った。

平成２２年度においてリスク管理に係る取り組みは実施されていると認め
られる。
なお、以後に発覚した職員による不正な経理事務処理を捉え、再発防止
のための取り組みを確実に実施するとともに、全職員の服務に係る倫理
の保持及び職務の公正な執行等について監視、検証の徹底を図り、必
要な措置を講じていくことが重要である。

○内部統制
③政独委からの平成２１年度業務実績評価にお
ける指摘事項において、評価結果において言及さ
れていないとされている内部統制事項に関する取
組、評価（自動車事故対策機構１事項、空港周辺
整備機構４事項、高速道路機構３事項）

④内部統制の充実・強化に向けた法人における積
極的な取組（あれば記載）
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④　理事長においては、NASVAの現状と今後進むべき方
向について、職員へ周知徹底を図る一方、全国の支所に
直接出向きNASVAの存在価値を高めるよう職員を鼓舞
している。

法人の長による積極的な取り組みが行われているものと認められる。

①当法人に関連法人はない。 －

②当法人に関連法人はない。 －

○業務改善のための役職員のイニシアティブ等
法人の業務改善のための具体的なイニシアティ

当法人のミッションや行動指針を示すとともに、業務・組
織運営等に関する今後の方向性を示した「ＮＡＳＶＡＷＡ

業務改善を図る取り組みが実施されているものと認められる。

○関連法人
①委託先における財務内容を踏まえた上での業
務委託の必要性、契約金額の妥当性等

②出資目的の達成度、出資先の経営状況を踏ま
えた上での出資を継続する必要性

　法人の業務改善のための具体的なイ シアティ
ブ（あれば記載）

織運営等に関する今後の方向性を示した ＮＡＳＶＡＷＡ
Ｙ」を作成し、職員に周知徹底している。また、イントラネッ
ト上で各支所における事業の積極的な取り組み状況を掲
載することで、職員の積極的な貢献を促している。さら
に、各受益者の満足度調査を行うことで業務改善に反映
し、ホームページにおいても常時、法人業務に関する意
見募集を行っている。
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①【安全指導業務】
安全指導業務の見直しについては、国土交通省におい
て、平成22年6月30日付けで安全指導業務の実施に関す
る民間参入の促進について、自動車運送事業者団体に
対し通知するとともに、公表したところであるが、当機構
においては、新たに認定機関になろうとする民間団体等
に対し、認定取得支援を実施しており、22年度に当機構
において認定取得支援を実施した8団体のうち、3団体が
新たに認定を受けるに至った。

【交通遺児等への生活資金の貸付業務】
貸倒懸念債権の増加要因としては、景気低迷の影響に
よる要因が多数を占めており、現下の中においては「債
権回収マニュアル」により債権の管理・保全を徹底するこ
ととしている。
また、「債権管理マニュアル」の徹底以外の具体的な改
善策として、遺児家庭の生活状況を把握するため積極的
に訪問折衝等を行い、債権回収実績の向上を図ってい
る。

①【安全指導業務】
法人は、ユニバーサルサービスの確保を念頭に、積極的な取り組みが行
われているものと認められる。こうした取り組みは、閣議決定を具現化す
るための基礎となるものであり、今後ともこのような団体等に対する積極
的な支援を期待する。

【交通遺児等への生活資金の貸付事務】
増加要因の分析を行った上で、「債権管理マニュアル」の徹底やその他
の方策に取り組んでいるものと認められるが、貸倒懸念債権は22年度も
増加しており、引き続き貸倒懸念債権の抑制に向けた取り組みに努める
ことを期待する。

②

③

○個別法人
①政独委からの平成２１年度業務実績評価にお
ける指摘事項において個別意見があった事項（６
法人７事項）への対応状況（当該法人のみ）

②政独委から発出された勧告の方向性で２２年度
において（２２年度までにを含む）取り組むこととさ
れている事項についての取組状況（空港周辺整備
機構）

③平成２１年度決算検査報告において「不当事
項」又は「意見を表示し又は措置を要求した事項」
として指摘された事項がある場合、当該事項が業
務実績評価に及ぼす影響並びに是正措置及び再
発防止のための取組の状況（都市再生機構）

6


	22年度評価調書
	H22 評価調書別紙
	Sheet1


