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第１章 機構業務の概要 

 

１ 目的・業務の内容 

 

（１） 目的 

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、公害に係る健康

被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿によ

る健康被害の救済等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保

全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると

ともに人類の福祉に貢献することを目的とする。（独立行政法人環境再生保全機

構法（以下「機構法」という。）第３条） 

 

（２） 業務内容 

機構は、機構法に基づき機構の目的を達成するため、機構が有する能力等を発

揮し、環境分野の政策実施機関として、その役割と責任を果たすため、次の業務を

行っている。 

 

① 大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務（公害健康被害補償業

務）（機構法 第１０条第１項第１号） 

 

② 大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業に係る業務（公害健康被

害予防事業）（機構法 第１０条第１項第２号） 

 

③ 日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成業務並びに

民間環境保全活動の振興に必要な調査研究等に関する業務（地球環境基金事業）

（機構法 第１０条第１項第３号及び第４号） 

 

④ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の助成等の業務（ＰＣＢ廃棄物処理助成

事業）（機構法 第１０条第１項第５号） 

 

⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の五第３項に基づく廃棄物の最終処

分場の維持管理に係る費用の管理業務（最終処分場維持管理積立金管理業務）

（機構法 第１０条第１項第６号） 

 

⑥ 石綿による健康被害の救済に関する認定、救済給付の支給、船舶所有者及

び特別事業主からの拠出金の徴収業務（石綿健康被害救済業務）(機構法 

第１０条第１項第７号) 

 

⑦ ①から⑥に掲げる業務に附帯する業務（機構法 第１０条第１項第８号） 
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⑧  既に着手されていた建設譲渡事業（建設譲渡事業）（機構法 附則第７条

第１項第１号） 

⑨  建設譲渡事業及び貸付事業に係る債権の管理及び回収業務（債権管理・回

収業務）（機構法 附則第７条第１項第２号及び第３号） 

 

⑩ 良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整

理及び提供並びに研修を行うこと。（機構法 第１０条第２項） 

 

 

２ 各業務の概要 

 
① 公害健康被害補償業務 

公害健康被害補償制度における補償給付に必要な費用の一部（汚染負荷

量賦課金、特定賦課金）をばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者

から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の県、市、区へ納付して

いる（健康被害者への支給は県、市、区が行う）。 

 

＜公害健康被害補償制度の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 公害健康被害予防事業 

大気汚染の影響による健康被害を予防するため、大気汚染の原因者である

事業者等から拠出された拠出金と国からの出資金による基金（約５００億

円：公害健康被害予防基金）の運用益により、調査研究、知識の普及及び研

修事業（直轄事業）と地方公共団体が行う事業への助成（助成事業）を行っ

ている。 

＜公害健康被害予防事業の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばい煙発生施設等設置者 

国（自動車重量税収の一

部） 

特定施設等設置者 

環
境
再
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保
全
機
構 

都
道
府
県
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政
令
市
（
区
） 

既
認
定
患
者 

汚染負荷量賦課金の納付

交 付

特定賦課金の納付 

大気の汚染の原因となる物

質を排出する施設を設置す

る事業者 

大気の汚染に関連のある事

業活動を行う者 

国の財政上の措置 

公
害
健
康
被
害
予
防
基
金 

機構が自ら行うもの 
・ 調査研究 
・ 知識の普及 
・ 研修 

地方公共団体が行うもの
・ 計画作成 
・ 健康相談、健康診査、

機能訓練 
・ 施設等整備 

拠 出

出 資

約 400億円

約 100
億円 

納 付

補償給付費

等 
 
公害保健福

祉事業費 
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③ 地球環境基金事業 

国の出資金と民間からの寄付金によって造成された基金（地球環境基金）

の運用益と国からの運営費交付金により、開発途上地域や日本国内で環境保

全に取り組む世界中の民間団体（ＮＧＯ、ＮＰＯ）の活動を支援するため、

これら団体が行う助成事業とその活動を振興するための調査研究や人材育成

研修、情報提供等（振興事業）を行っている。 

 

＜地球環境基金の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ＰＣＢ廃棄物処理基金助成事業 

国、都道府県からの補助金と産業界等民間からの出えん金からなるＰＣＢ

廃棄物処理基金により、環境大臣が指定した処理業者に対し、中小企業者等

が保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の軽減及びＰＣＢ廃棄物処理の研究・研

修等の促進を目的に助成を行っている。 

 

＜PCB 廃棄物処理基金の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 最終処分場維持管理積立金管理業務 

特定廃棄物最終処分場の設置者が、処分場の埋立終了後その適正な維持

管理に必要となる費用を埋立期間中に積み立て、機構がこれを管理する業

務である。 

 

＜最終処分場維持管理積立金管理業務の概要＞ 

 

 

 

 

 

国 

個人・企業等 

地
球
環
境
基
金 

 
運営委員会 

助 言

諮 問

出 資

寄 付 

助成事業 
・ 環境保全活動を行う国内

外の民間団体（NGO）へ
の活動資金の助成 

振興事業 
・ 民間団体の環境保全活動の

振興に必要な、調査研

究、・情報収集・研修 

国、都道府県 

産業界等 

PCB廃棄物処理基金

 
補助金

出えん金 

中小企業者等が保管する

高圧ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻの処理

費用 

環境状況監視・測定、安

全性評価、安全性確保に

係る研修及び研究費用等

 
環境再生保全機構 

都道府県知事 

 
 

最終処分場

の設置者 

埋立期間中、 
維持管理積立金を積み立てる 

埋立終了後、 
維持管理のために充てる 

積み立てるべき維持積立金の 
額を算定・通知する 
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⑥ 石綿健康被害救済業務 

石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿により指定疾病にかか

った方及び石綿による健康被害の救済法の施行前に石綿による疾患に起因

し死亡した方の遺族に対し、医療費等の救済給付の支給を行う業務である。 

 

＜石綿健康被害救済制度の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

                                          

                                      

                              

 

                                 

  

                              

 

                               

                     

 

  

                              

 

 

 

⑦ 建設譲渡事業 

環境保全対策等に資する緑地を計画する地方公共団体からの申込みを受

け、多様な要望を実現するためオーダーメイド方式で設計・建設して譲渡

する事業で、既に着手されている共同福利施設、大気汚染対策緑地、地球

温暖化対策緑地を整備し、地方公共団体に譲渡する業務である。 
 

⑧ 債権管理・回収業務 

設置又は譲渡された施設等の割賦金債権又は貸付債権の管理及び回収を

行う業務である。 

 

⑨ 環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修業務 

①から⑧に規定する業務に支障のない範囲で、良好な環境の創出その他

の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を

行う業務である。 

 

 

 

 

 

 

 

医学的判定を要する 

事項について 

 
判
定
の
通
知 

判
定
の
申
出

一般拠出金(船舶所有者) 

特別拠出金（特別事業主） 

政府交付金 

諮 問 

答 申

認定・給付 

認定申請 
給付請求 

拠出金 

交付金 

環境大臣 中央環境審議会

環境再生保全機構 
石綿健康被害救済基金 

国 

地方公共団体

石綿による健

康被害者及び

遺族など 

一般拠出金 

（労働保険対象事業）

事業主 労災システム 
（厚生労働大臣）



第１章 機 構 業 務 の 概 要 
 

5 

３ 経営理念等 
 

機構は、機構法に基づく目的、業務を適切かつ着実に推進するとともに、独立行政

法人に求められる自主的・自律的な組織及び業務運営を行い、また中期計画に定め

る環境分野の政策実施機関としての役割と基本姿勢を明らかにするため、経営理念、

経営方針及び職員の行動指針を策定し、その趣旨に沿って組織運営を行っている。 

 

経 営 理 念 
 

私たちは、環境分野の政策実施機関として良好な環境の創出と保全に努め、地

球規模で対策が必要となる環境問題に対し、機構が有する能力や知見を活用して、

国内外からの様々な要請に応えることにより、真に環境施策の一翼を担う組織と

なることを目指します。 

 

経 営 方 針 
 

〇 良質なサービスを提供し、機構と関わりのある組織や人々との良好な信頼関

係の構築を目指します。 

〇 公共性の見地から業務遂行の透明性を確保するとともに、組織と業務の効率

的運営に努めます。 

〇 関係法令、規程等を厳正に遵守するとともに、常に環境に配慮しつつ業務を

遂行し、社会の範となるよう努めます。 

〇 職員の業績や能力を適正に評価し、環境施策のエキスパートの育成を図り、

活気のある職場の構築を目指します。 

 

行 動 指 針 

 

《機構の使命を果たすための行動》 

○ 国の政策実施機関としての使命を自覚し、常に相手の立場を尊重して業務

を遂行するとともに、関係法令を遵守し、倫理観をもって行動する。 

○ 幅広い知識・技術の向上に努め、内外のニーズに的確に応える。 

○ 常にコスト意識をもって計画的に業務を遂行する。 

 

《業務に取り組む姿勢》 

○ 業務に自主的に取り組み、最後まで責任を持って遂行するとともに、新た

な課題に挑戦する。  

○ 環境施策の一翼を担う組織の一員として、常に環境に配慮しつつ、業務を

遂行する。 

○ 業務の効率性を高めることにより迅速かつ着実に業務を遂行し、明るく活

気のある職場環境を作る。 
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４ 組織・沿革 

（１） 事務所の所在地 
 

名称 所在地 電話番号 FAX 番号 

本部 〒212-8554 

川崎市幸区大宮町１３１０番 

ミュ－ザ川崎セントラルタワー 

044-520-9501 044-520-2131 

＊大阪支部 〒530－0002 

大阪市北区曾根崎新地１丁目 

１番４９号 

06－6342－0335 06－6342－0260 

富士建設事務所 〒417-8601 

富士市永田町１丁目１００番地 

富士市役所内 

0545-51-0340  

＊大阪支部は、平成１８年３月１３日に大阪市西区から移転した。 

 

（２） 役員の状況 平成 18年 3 月 31 日現在 

役職名 氏 名 就任年月日 

理事長 田中 健次 平成 16.4.1 

理 事 大坪 健雄 平成 16.4.1 

理 事 邊見 敬三郎 平成 16.4.1 

理 事 平井 敏文 平成 16.7.6 

監 事 伊藤 一秀 平成 16.4.1 

監 事（非常勤） 浅野 一麿 平成 16.4.1 

 

 

（３） 職員の状況 
常勤職員数：１１４人（平成１７年４月１日） 

１５６人（平成１８年４月１日） 

（平成１７年度にて職員２人の削減を行い、石綿健康被害救済業務の
追加に伴い常勤職員数４４人を増員） 

 

（４） 沿革 

① 機構は、公害健康被害補償予防協会（以下「公健協会」という。）が実施して

きた公害健康被害補償予防業務と環境事業団（以下「事業団」という。）が実施

してきた地球環境基金事業、ＰＣＢ廃棄物処理基金助成事業などを承継し、平成

１６年４月１日に設立された。 

 

２法人の沿革は、次のとおり。 

 

ア 公害健康被害補償予防協会 

公害に係る健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、昭和４８年１０月に

「公害健康被害補償法」が制定された。 

その内容は、民事責任を踏まえて公害健康被害者の迅速な救済を目的とする行

政上の補償制度であり、全国の汚染原因者から賦課金を徴収し、補償給付の支給

等に必要な財源に充てることとしている。この徴収業務等を行う特殊法人として

昭和４９年６月に「公害健康被害補償協会」が設立された。 



第１章 機 構 業 務 の 概 要 
 

7 

その後、昭和６１年１０月の中央公害対策審議会の答申に基づき、近年の大気

の汚染の状況を踏まえ、昭和６２年９月に「公害健康被害補償法の一部を改正す

る法律」が成立し、これにより昭和６３年３月に法律の題名を「公害健康被害の

補償等に関する法律」に、また、協会の名称を「公害健康被害補償予防協会」に

改め、従来業務に加えて、基金に基づく健康被害予防事業を実施することとなっ

た。 

機構に、これらの業務の全てが承継された。 

 

イ 環境事業団 

産業公害を防止・改善することを目的に、昭和４０年６月に「公害防止事業団

法」が制定された。 

その後、創設当時の目的に加え、都市・生活型公害の防止や自然環境の保全と

適切な利用、さらには、地球環境の保全という時代の要請に応え、昭和６２年、

平成４年、平成５年、平成１１年、平成１３年と５回にわたり事業の見直しが行

われた。 

・ 平成４年の改正：「環境事業団」に改組 

・ 平成５年の改正：地球環境基金の設置と地球環境基金事業の追加 

・ 平成１１年の改正：地球温暖化対策緑地事業等の追加 

・ 平成１３年の改正：PCB 廃棄物処理事業及び PCB 廃棄物処理基金の設置と助

成事業等の追加 

また、平成１０年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正に伴い

最終処分場維持管理積立金管理業務が追加された。 

機構には、1)地球環境基金事業、2)PCB 廃棄物処理助成事業、3)最終処分場維

持管理積立金管理業務、4)建設譲渡事業及び 5)債権管理・回収業務が承継された。 

なお、1)PCB 廃棄物処理事業、2)環境浄化機材貸付及び 3)環境情報提供業務は、

平成１６年 4月に設立された日本環境安全事業株式会社に承継された。 

 

② 平成１８年３月から、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行に伴

い、石綿による健康被害の救済業務が追加された。 
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（５） 組織図 
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第２章 業務実績 
 

Ⅰ 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． 組織運営の効率化 
 

【中期計画】 

機構が担う業務について、中期目標の達成に向け適切かつ着実に遂行する観点から、中

期目標期間中に業務の廃止を含め見直しが予定されている事業に対応して適切な組織・人

員配置の見直しを図るなど各業務の進捗状況に応じた組織運営の効率化を推進する。 

さらに、各部門の業務について、職員の責任と役割分担を明確にし、効率的な業務遂行

体制を整備する。 

  

【年度計画】 

機構が担う業務について、適切かつ着実に遂行するため、組織及び人員配置の見直しを

行う。 

また、各部門の業務について、職員の責任と役割分担を明確にし、効率的な業務が遂行

できるよう体制を整備する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）組織及び人員配置の見直し 

ア）年度途中に石綿健康被害救済業務を機構が担うこととなったことから、短期間内に体

制を整備した。 

 

イ）各部の業務の見直しにより、年度計画(Ｐ１０６参照)どおり２名の削減を含め、人

員配置の見直しを行った。 
 

２）効率的な業務遂行体制の整備 

ア）平成１６年度に基本設計を行った新たな人事評価制度について、平成１７年度より、

試験運用を開始した。 

 

イ）新制度では、職員の責任と役割分担を明確にするため、組織目標と連動した業務計画

の作成と業績評価を、各部門の上司と部下の面談を経て実施した。 

 

ウ）試験運用の後、制度の内容を再検討し、平成１８年度から本格運用を行うこととした。 

（Ｐ１０４参照） 
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自己評価 
 

１）石綿健康被害救済業務の実施体制の整備及び職員の削減を含む人員配置の見直しを行い、

業務の適切かつ着実な遂行に努めることができた。 

 

２）職員の責任と役割分担を明確にし、効率的な業務の遂行に資する新人事評価制度の試験

運用を行い、平成１８年度の本格導入につなげることができた。 
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２．業務運営の効率化 

（１） 業務に対する事後評価の実施 
 

【中期計画】 

機構の自己点検・評価のため、外部専門家、有識者からなる評価のための委員会を設け、

機構業務全体に係る事後評価を毎年度行い、その結果を業務運営に反映させることにより、

業務の効率化を図る。 

 

【年度計画】 

平成１６年度の業務実績を取りまとめ、自己点検、自己評価を行うとともに、外部専門

家、有識者からなる業務評価委員会を開催し、その結果を業務運営に反映させることによ

り、業務の効率化を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 

１) 機構自らが行った自己点検 

中期計画、年度計画の進捗状況を把握するため、半期毎に自己点検・自己評価を行い次

の課題に積極的に取り組んだ。 

① 石綿健康被害救済給付業務の追加に伴う組織及び人員配置の見直し 

② 業務委託先に対して環境に配慮した取組の要請 

③ 地球環境助成事業の第三者評価の着実な推進 

④ 競争契約の推進 

⑤ 経費の削減と事業・業務の効率化 

 

２) 業務評価委員会の開催 

機構が行う業務を適正かつ効率的に実施し、国民に質の高いサービスを提供するため、

外部専門家、有識者による「業務評価委員会」を平成１７年６月、１１月の２回開催し、

各業務の進捗、達成状況について報告するとともに、専門的、客観的な立場から次の意

見・提言を受けた。 

① ディーゼル自動車対策に係る助成事業の見直し 

② 地球環境基金と民間助成団体との助成の連携 

③ 環境保健分野における調査研究成果の海外への情報発信 

④ 職員の専門性の向上 

 

「業務評価委員会」の意見・提言を受けて、以下の措置を講じた。 

① ディーゼル自動車対策については、最新規制適合車等への代替促進を一層進めるため

助成率や対象車両の範囲の見直しを行った。（詳細は、Ｐ５８参照） 

② 地球環境基金と民間助成団体との連携については、複数の民間助成団体が参加して札

幌で開催された助成金の概要説明会に地球環境基金も参加し、それぞれの助成金の特徴

と手続きの説明を行うことで連携を深めることができた。 

③ 諸外国への情報発信については、ぜん息患者に対する保健指導等に関する調査研究課

題の内容を、アジア太平洋アレルギー臨床免疫学会員を対象に発信するための作業を実

施した。 
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④ 予防事業においては、職員を環境保健分野と環境改善分野毎に担当を分け、職員の専

門性の向上を図るとともに、事業の改善を行った｡ 

 

 

＜自己点検・自己評価体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部 経理部 補償業務部 予防事業部 
地球環境 

基金部 

石綿健康 

被害救済部 
事業管理部 

 

 

 

自己評価 

 

機構自ら自己点検を行い、その結果を業務運営に反映させることができた。 

また、外部有識者からなる業務評価委員会の提言を受けて業務運営に反映した。今後も同

委員会からの助言・提言を反映させることにより国民に質の高いサービスを提供していく予

定である。 

 

 

 

参考データ名 

 

（資料－１） 機構組織・業務運営体制（機構内に設置した主要委員会一覧） 

 

理事会 
（各業務の進捗、達成状況

について自己評価） 

各業務の進捗、達成状況 
を報告 

業務評価委員会 
（専門的立場から各業務を評価）

報告 
 

助言・提言

組織・業務運営に反映 
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（２） 事務処理の簡素化、迅速化の推進 
 

【中期計画】 

業務運営の効率化を図るため、内部ネットワークの活用等により、全般的に手続の簡素

化・迅速化を図るとともに、情報の共有化、基金の運用等知識の共有化を推進する。これ

により、経費の削減等を実現する。 

 

 【年度計画】 

情報共有化システムの機能を高め、機構全般に係る手続の事務処理の簡素化、迅速化を

図るとともに、引き続き情報の共有化、知識の共有化を推進する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）ネットワークを活用した手続き等の簡素化・迅速化、情報の共有化 

機構業務における各種事務の手続きの簡素化・迅速化に資するため、情報共有化システ

ム（グループウェア：ネットワークを介して組織全体で作業等を行うことができるソフト

ウェア）の機器の更新とあわせて、利用者数に応じたハードディスク容量の確保を行い、

メールの一部機能の強化を行った。また、システムの安定稼働を図るため、不正アクセス、

コンピュータウィルス対策を適切に行った。 

このことにより、１６年度に引き続き、各種会議資料、機構全体で共通するシステムの

マニュアルを安定的に提供することで、情報伝達の迅速化、省資源化（用紙使用量の削

減）を図った。 

また、１６年度に引き続き出退勤システムを活用することにより、職員の出退勤管理や

休暇申請に係る事務の効率化を図った。 

 

（参考１）情報化共有システムの利用状況（年間） 

・ 共有ファイル参照回数･････････････････ 598,304 回*1 

・ 共有ファイル登録件数･･･････････････････ 1,656 回*2 

*1 １日当たり、１人が約 16回の参照 

*2 １日当たり、機構全体で約７件の登録 

※共有ファイルとは、職員が機構内部で情報を共有するために作成したファイルである。 

（例：会議録、就業規則関係様式等） 

（参考２）用紙使用量の削減による経費削減 

平成１７年度の４月から１２月までの用紙使用量（石綿健康被害救済業務の追加に伴う

１月から３月までの特殊要因を除くため。）と１６年度の同期間の使用量とを比較し、当

該削減量を仮に情報化共有システムによる効果とした場合、経費削減は次のとおり。 

 

127,298 枚 × 10 円 ＝ 1,272,980 円 

（単価は、機構情報公開規程の開示請求手数料を参考とした。） 
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２）基金の運用等知識の共有化 

資金の安全かつ効率的な運営に資するため、資金管理委員会（委員長：経理担当理事）

を定期的に開催し、各基金の運用方針、運用計画について、機構全体として知識の共有化

を図った。 

また、石綿健康被害救済給付業務の追加に伴い、新たに石綿健康被害救済基金が創設さ

れたことに対応して、資金管理規程を改正し、知識の共有化が図れる体制を整備した。 

 

 

自己評価 

情報共有化システムを活用し、１６年度に引き続き情報の伝達及びデータの共有化を図る

ことができた。 

また、資金管理委員会を定期的に開催し、各基金の運用方針や運用計画について知識の共

有化を図ることにより、基金の安全かつ効率的な管理ができた。さらに、石綿健康被害救済

基金が創設されたことに対応して、資金管理規程を改正し、知識の共有化が図れる体制を整

備することができた。 
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（３）外部委託の推進 
 

【中期計画】 

機構独力では回収困難な債権については、早急に整理・回収を図る必要がある延滞債権

等を債権回収専門会社（サービサー）に委託し、効率的な回収を図る。 

また、機構自ら実施すべき業務、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務につい

て精査し、サービスの低下を招かず、コスト削減につながる場合には、アウトソーシング

を積極的に活用することにより、経費の節減又は事務の効率化を図る。 

 

【年度計画】 

機構独力では回収困難な債権のうち、早急に整理・回収を図る必要がある延滞債権等を

債権回収専門会社（サービサー）に委託する。 

また、外部の専門機関に委託することがより効率的であると考えられる業務について検

討し、その結果を踏まえアウトソーシングを行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１） 延滞債権等の債権回収専門会社（サービサー）への委託、回収状況 

「環境事業団・独立行政法人における債権・債務処理方針」（平成 14 年 12 月 24 日環境

省、環境事業団）に基づき、法的処理に移行すべき案件や弁済に誠意のない債務者等の回

収が困難と見込まれる事案については、実績と経験のあるサービサーを今年度も積極的に

活用した。 

具体的には、前年度から継続した委託債権のうち、新たに１組合に対し法的処理に移行

させた。 

委託サービサーは前年度からの継続であるが、合併によりサービサー３社となった（下

記参考１参照）。また委託債権数は、前年度１５組合から、ほぼ回収の終了した１組合を

委託解除し、１４組合とした。 

平成１７年度委託債権からの回収額は担保処分等による回収が一段落したことにより、

前年度比で減少したものの、サービサーと回収方針等について緊密な連絡・調整を図りつ

つ、効率的な回収に努めた結果１８．８億円（元利合計）を回収した（P１６参考２参照）。 

委託費用の内訳は、１社あたり定額で支払う管理手数料（固定費）と回収額に応じて支

払う回収手数料（変動費）等であるが、固定費である管理手数料の圧縮を図る等の見直し

を行いサービサーとの委託契約の変更を行った結果、前年比３６．６％減少した。 

このように、機構自らが行う回収とあわせて外部委託による回収を進めることにより、

現員を増員することなく効率的な回収を図ることができた。 

 

（参考１）委託サービサーの内訳   

委託サービサー名 変更等 平成１７年度委託先 

（株）整理回収機構 ― 継続 

あおぞら債権回収（株） ― 継続 

フロンティア債権回収（株） 

東京ダイヤモンド再生債権回収（株） 
合併 

エムユーフロンティア債権回収

（株）として継続 
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（参考２）サービサーへの委託費と委託債権からの回収額 

年  度 委託費  Ａ 委託債権からの回収額  Ｂ Ｂ／Ａ 

平成１６年度 ２．３億円 ３５．９億円 １５．６倍 

平成１７年度 １．４億円 １８．８億円 １３．４倍 

 

（参考３）債権管理回収業に関する特別措置法によるサービサーの認可要件 

・資本金が５億円以上の株式会社であること 

・取締役に１名以上の弁護士が含まれていること 

・暴力団との関与がないこと 

 

２）アウトソーシングの推進 

消耗品の共同購入の外部委託による経費の削減を検討したが、機構の事業所規模ではコ

スト削減にはつながらなかったため、従来通りとした。その他、平成１６年度に引き続

き次の業務についてアウトソーシングを行った。 

 

① 機構ホームページ用サーバの管理等業務委託 

平成１６年度に引き続き、ホームページの効率的な管理・運用を図るため、専用サー

バの保守やホームページの更新作業など、専門知識を必要とする業務についてアウトソ

ーシングを行い、３．２百万円を支出した。 

これにより、専用サーバを機構内に設置することなく、また、専門知識を有する職員

の確保を行わずに現員にて対応することができた。 

 

（参考）「積算資料」（７月号） システム運用技術者（プログラム実行や操作支援） 

６０．３万円／人・月 × １２ヶ月 ＝ ７２３．６万円 

 

② 給与計算事務委託 

役職員の給与・賞与の計算、給与明細の作成、年末調整及び源泉徴収票の作成及び振

込の事務について、事務処理の効率化を図るためアウトソーシングを行い、約１百万円

を支出した。この事務処理を、仮に機構内部で処理する場合には、別途、システム開発

（開発費２０．２百万円）が必要となることから、引き続き外部委託を行い、経費を抑

えながら事務の効率化を図った。 
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自己評価 
 

１） 延滞債権等の債権回収専門会社（サービサー）への委託、回収状況 

平成１７年度のサービサーへの委託については、回収が困難と見込まれる事案について、

今年度１組合に対し法的処理を行う等、積極的にサービサーを活用した。回収額は担保処

分等による回収が一段落したこともあり、前年度実績を下回ったものの、委託費用の見直

しを実施した結果、費用対効果の面では、概ね効率的な執行を図ることができた。 

（費用対効果の倍率＝平成１７年度１３．４倍、平成１６年度１５．６倍、平成１５年

度７．０倍） 

 

２）アウトソーシングの推進 

１７年度に新たにアウトソーシングできるものがないか検討を行うとともに、１６年度

に引き続きホームページ専用サーバの管理及び給与計算事務等について、アウトソーシン

グを行い、業務及び事務処理の効率化を図ることができた。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－２） ホームページ管理・運用体制 
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（４） 契約に係る競争の推進 
 

【中期計画】 

会計規程に基づく一定額以上の契約については、契約の性質又は目的が競争を許さない

場合等を除き、原則として競争に付する。 

 

【年度計画】 

会計規程に基づく一定額以上の契約については、契約の性質又は目的が競争を許さない

場合等を除き、原則として競争に付する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１) 契約に係る競争の推進 

機構が実施する諸契約については、公正かつ透明性を図る観点から、契約の性質又は

目的が競争を許さない場合等を除き原則として競争に付した。 

また、契約事務の適正な執行を確保するため、一般競争契約によることを原則とする

ことについて、周知徹底を行った。 

 

２) 競争の推進 

平成１７年度に競争契約を行った割合は一般競争、指名競争、企画競争の合計で３０.

０％(16 年度 29.4%)となった。 

特に、一般競争については、その推進に努めた結果、その割合が前年度の８．３％（9

件）から２０．８％（25件）と大きく増加した。 

一方、指名競争は、緑地事業がほぼ終了したことに伴い工事件数が大幅に減少したこ

とから（16 年度 17件→17 年度 4件）、その割合が大きく低下した（16年度 15.6%→17

年度 3.3%）。 

また、企画競争は、前年度より若干増加させることができた（16 年度 5.5%→17 年度

5.8%）。 

 

 

 

 

 

Ｈ１７契約状況（契約別割合）  

一般競争
20.8%

企画競争
5.8%

随意契約
70.0%

指名競争
3.3%

<8.3%>

<9件>

<70.6%>

<77件>

<15.6%>

<17件>

全体件数
　120件  <109件>

注)  <　　　>は、平成16年度分で、独法初年度に伴う移転経費分8件を除く。

<5.5%>

<6件> 25件

4件

84件

7件
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自己評価 
 

機構が実施する契約については公正かつ透明性を確保しつつ、更に適正かつ効率的な面も

考慮することが重要であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等を除き、

極力競争に付すこととしてその推進を図った。 

 

その結果、緑地事業の終了に伴って指名競争が大幅に低下したにもかかわらず、競争契約

全体（一般、指名、企画競争）としては１６年度を上回る実績を上げることができた。 

 

特に一般競争については、平成１６年度比２．８倍（16 年度 9件→17 年度 25件）という

実績を上げることができた｡ 

 

例えば、予防事業においては、大気汚染防止に係る情報宣伝や研修の運営業務等の案件を

一般競争に付した。この結果、一般競争の割合が前年度の１４％（５件）から４４％（１７

件）と大きく増加した。 

 

なお、石綿健康被害救済業務については、平成１８年３月１０日の政省令公布から３月２

０日の申請受付までの極めて短い時間の中で、制度の周知、広報等を行わなければならない

という特殊事情のもとで随意契約が多くなった（石綿業務関連契約全体 20件、うち一般競争

契約が 2件、随意契約が 18 件）が、契約先の選定にあたっては、契約先の実績等を十分に精

査した上で適切な契約を行うことができた。 
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（５）電子化の推進等 
 

【中期計画】 

ア 機構全体に係る事務処理については、平成１６年度中に内部ネットワークを統合・整

備し、共有システムの活用を促進させる。 

イ オンライン等電子申請を行っている業務は、受付後の内部事務処理システムの活用を

促進させ、事務処理の一層の効率化を図る。 

ウ 独立行政法人会計基準に対応した予算、契約、支払、会計等一連の事務処理を行う会

計システムを導入する。 

 

【年度計画】 

ア 機構全体に係る事務処理について、内部ネットワークを利用し、共有システムの一

層の活用を促進させる。 

イ オンライン等電子申請を行っている業務は、受付後の内部事務処理システムの活用

を促進させ、事務処理の一層の効率化を図る。 

ウ 独立行政法人会計基準に対応した予算、契約、支払、会計等一連の事務処理を行う

会計システムの利用促進を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

ア ネットワークの統合・整備状況 

① 機構全体のネットワークを総合的に管理し、また、独法化に伴い新たに開発した新会

計システム（Ｐ２１のウを参照）の本格稼働にあわせて、各経理事務担当者がシステム

を利用できるようにするため、旧法人ごとに分かれていたパソコンのシステム環境を統

合化した。 

また、機構が保有するシステムを、不正アクセス、コンピュータウィルス、迷惑メール

の被害から保護するため、必要な機器の更新を行った。 

 

② 共有システムの活用 

法令の要請に応えるため又は事務処理の効率化・統一化を図るため、１６年度に引き続

き、次の共有システムを機構全体で活用した。 

 

システム名 システム概要 

情報共有化システム（グル

ープウェア） 

各種資料等の提供及び情報の共有化 等 

出退勤システム 機構職員の出退勤管理及び休暇申請・承認 等 

文書管理システム 情報公開法に対応するため、機構文書管理規程に基づく法

人文書の起案・施行及び保管状況の管理 

経理電算システム 独立行政法人会計基準に準拠した経理・会計事務 

 

イ オンライン申請等電子申請を行っている業務の事務処理の効率化 

① 汚染負荷量賦課金の申告・納付に係る徴収システム 
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オンライン申告、フロッピーディスク（FD）申告は、申告データを内部システム（徴

収システム）へ自動的に取り込むことができるため、入力処理に要する時間を書面申告

に比べて削減することができる。 

オンライン申告等電子申告の利用促進を促すため、申告・納付説明会等の場を活用し、

積極的にオンライン申告等の雛型ファイルのデモンストレーションの説明等を行った結

果、新規に１７６件、電子申告する者の変更に伴う更新１３８件の認証情報取得（事前

登録申請）がなされた。その結果処理時間数が１５年度比で１２％、１６年度比で３％

短縮した。 

 

オンライン申告等電子申告の年度別推移             

申告形態 平成１5年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

申告件数 8,568 件 8,512 件 8,473 件 

うち FD 申告 
2,560 件

（29.9％） 

2,603 件

（30.6％） 

2,665 件

（31.5％） 

うちオンライン申告 837 件（9.8％） 984 件（11.6％）
1,115 件

（13.2％） 

対 15 年度処理時間 

削減率 

 

― 

 

△ 9％ 

 

△ 12％ 

（ ）は申告割合を示す。 

 

注）紙申告をオンライン申告に変えた場合１件当たりの業務量は、初年度は事前登録

申請の手続きが必要であり、紙申告に対して事務処理時間が４０％減となるが、翌

年度以降は申告する者に変更が無ければ、発行済みの識別コード（認証用 FD）を使

用することができるので、新年度用の仮パスワード（ハガキ）発行のみであり事務

処理時間数の削減が図れる。 

 

（（資料－３）申告方式別申告事業所数の推移及びオンライン申告の概念図参照） 

 

② 機構から県市区へ納付手続を行う納付システム 

納付申請等提出書類作成の手引を見直し、より理解しやすくしたこと及び各都道府県

等に対し申請書等の提出期限の周知徹底を図り、提出期限が厳守されたこと等により、

事務処理日数を平成１５年度比で１０．０％削減した。 

（Ⅱの（２）①納付申請等に係る事務処理の効率化参照） 

 

 

③ 助成金システム 

オンライン申請等システムから内部事務処理システムへのデータ転送が可能となった

ことにより、事務処理日数が平成１５年度実績（６７日）に対し１９日（２８％）短縮

した。 

（詳細は、Ｐ．５８のイ参照） 

 

ウ 会計システムの導入等 

 １） 機構が発足する時点では、勘定毎に独自の会計システムで会計処理を行っていた。

そこで、独立行政法人会計基準に対応した予算から契約、支払いを経て決算までの
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一連の事務処理を一元的に管理できる経理電算システム（以下「新会計システム」

という。）を平成１６年度に構築し導入した。 

 

２） 公害健康被害補償予防業務勘定については、平成１６年度に新会計システムに移

行し、その運用をはかっている。 

 

３） 基金勘定については、平成１７年度中に新会計システムに移行した。 

 

４） 債権管理を行っている承継勘定については、回収金を仕訳し確定する（元金、利

息、遅延損害金等の区分処理）ための債権管理システムを別途保有している。 

この債権管理システムを新会計システムに統合することを検討したが、膨大な費用

と負荷がかかるため不可能であった。一方、回収金の確定はこのシステムで行うこ

とが必要である。そのため、従来はこの債権管理システムにより確定した結果を新

会計システムに反映させるため、もう一度入力作業を行ってきたが、両システムを

効率的に連動する方法について既存システム開発業者と検討を重ねた結果、現在の

債権管理システムのデータをＣＳＶ形式により処理することによって、そのデータ

を新会計システムにとり込むことができることが判明した。そこで平成１７年度に

おいて、そのための機能追加を行った。 

今後は、そのデータ処理の検証を踏まえたうえで、平成１８年度から新会計シス

テムでの運用を進めていくこととしている。 

 

 

５） 石綿健康被害救済業務勘定は新規業務のため、新会計システムに則して会計処理

を実施している。 

 

６） １７年度中に以下の理由によりサーバーの更新及びシステム等のバージョンアッ

プを実施（ＯＳ等を更新する際は、システムを適応させる必要がある）した。 

① 現在使用しているサーバー等が約５年経過していることに加え、全勘定で今後使

用していくことを考慮すると、性能面での劣化が著しいこと 

② 全勘定で使用すること及び１７年度の補正予算で石綿健康被害救済業務勘定があ

らたに追加されたことにより、ライセンスの不足が生じたこと 

 

（資料－４） 経理電算システムに係る業務処理のフロー参照 

 

 

自己評価 
 

電子化・情報化の進展に対応した業務運営の効率化を図るため、各種基幹業務のシステム

化を推進し、業務の遂行に寄与することができた。 

 

ア パソコンのシステム環境の統合等 

旧法人ごとに分かれていたパソコンのシステム環境を統合することにより、機構全体

のネットワークを総合的に管理し、新会計システムへの移行にあわせて、各経理事務担

当者がシステムを利用できるようにすることができた。 
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また、不正アクセス、コンピュータウィルス、迷惑メールの被害から、機構が保有す

るシステムを保護するため、必要な機器の更新を行うことにより、機構のネットワーク

の安定的な運用が図れた。 

 

イ オンライン申請等電子申請を行っている業務の事務処理の効率化 

① 汚染負荷量賦課金の申告・納付に係る徴収システム 

オンライン等電子申告について、申告・納付説明会においてデモンストレーション

を行うなど利用促進に努めた結果、オンライン等電子申告を行う納付義務者を増加さ

せることができ、事務処理の一層の効率化を図ることができた。 

なお、オンライン等電子申告の割合は４５％であるので、今後更に電子申告の普及

に努める。 

 

② 機構から県市区へ納付手続を行う納付システム 

納付申請等提出書類作成の手引を見直し、より理解しやすいように改めたり、各都

道府県等に対し申請書等の提出期限の周知徹底を図る努力を行った結果、事務処理の

効率化を図ることができた。 

 

③ 助成金システム 

オンライン申請等システムから内部事務処理システムへのデータ転送が可能となっ

たことにより、事務処理日数が短縮され事務処理の効率化を図ることができた。 

 

ウ 会計システムの導入及び利用促進等 

独立行政法人会計基準に対応し予算から決算までを一元的に管理できる新会計システム

を平成１６年度において構築し、導入した。平成１７年度は、基金勘定については、その

活用を十分に行うことができた。承継勘定と石綿健康被害救済業務勘定については以下の

とおりである。 

 

① 承継勘定については、事業管理部が保有する債権管理システムをいかに新会計シス

テムへ効率的に導入するかについて、開発業者と検討を重ねた結果、ＣＳＶ方式での

取り込みという新たな方法を見出すことができた。併せて、それに向けた機能追加も

行い、基礎整備は平成１７年度中に実施することができた。 

 

② 石綿健康被害救済業務勘定については、新規業務のため当初から新会計システムに

則して入力等の作業を実施することができた。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－３） 申告方式別申告事業所数の推移及びオンライン申告の概念図 

（資料－４） 経理電算システムに係る業務処理のフロー 
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３．経費の効率化・削減 

（１）一般管理費 
 

【中期計画】 

業務運営の効率化を進め、一般管理費（移転経費及び独法化準備経費並びに緑地事業関

係経費及び石綿健康被害救済関係経費を除く。）について、中期目標期間の最終年度にお

いて特殊法人時の最終年度（平成１５年度）比で１５％（統合発足初年度である平成１６

年度比で１０％）を上回る削減を行う。 

なお、石綿健康被害救済関係経費に係る一般管理費については、業務の効率化に努める

とともに、各業務の開始の状況や救済制度立ち上げ時の特殊要因を考慮した上で、中期目

標期間の最終年度において平成１８年度比で６％を上回る削減を行う。 

 

【年度計画】 

業務運営の効率化を進め、一般管理費（移転経費及び独法化準備経費並びに緑地事業関

係経費及び石綿健康被害救済関係経費を除く。）について、中期目標期間の最終年度にお

いて平成１５年度比で１５％を上回る削減を達成するため、平成１７年度においても業務

の効率化に努める。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

 

一般管理費（移転経費及び独法化準備経費並びに緑地事業関係経費及び石綿健康被害救

済経費を除く。）については、業務の効率化等に努めた結果、平成１５年度比２４．３％

の削減を行った。 

これは、中期目標の削減を計画的に実施したことに加え、平成１８年度以降に見込まれ

る退職者経費及び造成建設後諸費等に係る財源を確保するため、運営費交付金債務として

次年度以降に繰越したものである。 

 

 

自己評価 
 

一般管理費については、中期目標期間の削減を着実に達成するとともに、質の低下をま

ねくことなく業務の効率化に努めることができた。 
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（２）事業費 
 

【中期計画】 

事業費（公害健康被害補償納付金等を除く。）について、毎事業年度１％以上の業務の

効率化を行う。 

運営費交付金を充当する事業費について、中期目標期間の最終年度において特殊法人時

の最終年度（平成１５年度）比で５％を上回る削減を各勘定で行う。 

なお、債権回収委託費については、中期目標期間中に不良債権処理を積極的に進めその

残高が大幅に減少すると見込まれることから、平成１６年度比で３割を上回る削減を行う。 

また、石綿健康被害救済関係経費に係る事業費（石綿健康被害救済給付金を除く。）に

ついては、業務の効率化に努めるとともに、各業務の開始の状況や救済制度立ち上げ時の

特殊要因を考慮した上で、中期目標期間の最終年度において平成１８年度比で２％を上回

る削減を行う。 

 

【年度計画】 

事業費（公害健康被害補償納付金等を除く。）について、平成１７年度においても１％

以上の業務の効率化を行う。 

運営費交付金を充当する事業費について、中期目標期間の最終年度において平成１５年

度比各勘定で５％を上回る削減を達成するため、平成１７年度においても業務の効率化に

努める。 

なお、債権回収委託費については、中期目標期間の最終年度において平成１６年度比で

３割を上回る削減を達成するため、平成１７年度においても適切な執行に努める。 

 

 

 

平成１７年度業務実績 

 

１）事業費の効率化 

公害健康被害予防事業費（知識普及費、研修費及び予防情報提供事業費）について、平

成１７年度予算額比で７．４４％の業務の効率化を図った。 

 

 

平成１７年度事業費の効率化実

績（A）       （注） 

 

 

平成１７年度事業費予算

（B） 

 

（A）／（B） 

 

２５，３１４，７１１円 

 

３４０，２４１，０００円 

 

７．４４％ 

 

（注）知識の普及、研修及び予防情報提供事業で、競争入札の実施により効率化で

きたと評価した額 
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２）運営費交付金を充当する事業費の削減 

 

  運営費交付金を充当する事業費については、業務の効率化等に努めた結果、平成１５年

度比１４．２％の削減を行った。 

これは、中期目標の削減を計画的に実施したことに加え、平成１８年度以降に見込まれ

る賦課金徴収用サーバの更新経費、徴収業務電算システムの改善経費、商工会議所とネッ

トワークを構築する経費、環境保全活動を率先して取り組む企業・ＮＧＯ等とのネットワ

ークを構築する経費等に係る財源を確保するため、運営費交付金債務として次年度以降に

繰越したものである。 

 

  なお、債権回収委託費については、委託債権の厳選を行い、委託組合数を１５組合から、

ほぼ回収の終了した１組合を委託解除して１４組合とした。 

また、委託費用の内訳となる、１社あたり定額で支払う管理手数料（固定費）と回収額

に応じて支払う回収手数料（変動費）等のうち、固定費である管理手数料の圧縮を図る等

の見直しを行った結果、前年比３６．６％の削減を行った。（債権回収委託費平成１７年

度１．４億円、平成１６年度２．３億円） 

 

 

 

自己評価 

 

１) 事業費の効率化 

平成１７年度においても目標である１％を超える業務の効率化を達成できた。今後も競

争契約の推進により、業務の効率化を進めていく。 

 

２) 運営費交付金を充当する事業費の削減 

事業費については、中期目標期間の削減を着実に達成するとともに、質の低下をまねく

ことなく業務の効率化に努めることができた。 
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４．業務における環境配慮 
 

【中期計画】 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき、毎年

度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、同方針に基づき、調達目標につ

いて、緊急時等を除き１００％達成する。 

また、日常業務の遂行にあたり、「環境配慮のための実行計画」を定めてエネルギー及

び資源の有効利用、節減に努めるなど環境配慮を徹底する。 

 

【年度計画】 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき、「環

境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、ホームページで公開するとともに、同

方針に基づき、調達目標について、緊急時等を除き１００％達成する。 

また、日常業務の遂行にあたり、「環境配慮のための実行計画」に基づいて、エネルギ

ー及び資源の有効利用、節減に努めるなど環境配慮を徹底する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定等 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）第７条の規定に

基づき、国が定めた基本方針に則して平成１７年度「環境物品等の調達の推進を図るため

の方針」を策定（平成１７年４月１日）し、機構ホームページで公表した。 

また、同方針に基づき、機構全体の周知徹底（平成１７年５月９日、９月３０日及び平

成１８年２月３日の３回）を図った結果、特定調達物品購入については、調達目標どおり

１００％を達成した。 
 

２）環境配慮のための実行計画 

① 電気使用量の削減 

平成１７年度に策定した「環境配慮のための実行計画」に基づき、昼休みの消灯、毎

水曜日及び給与支給日の定時退室の励行、６～９月の軽装の励行（室温２８度設定）、

１２～３月の暖房温度を２０度に設定することによりエネルギー使用量の抑制に努めた

結果、電気使用量は平成１６年度比マイナス６．４６％（削減目標値３％）の削減を達

成した。 

 

② 用紙類の使用量の節減 

上記実行計画に基づき、情報伝達における電子情報の活用等による用紙の使用量の抑

制を実施した。 

なお、第 4四半期は石綿健康被害救済業務が追加され増加したものの、平成１６年度

比マイナス３．５７％（削減目標値３％）の削減を達成した。 

 

③ 機構が発注する事業への環境物品の使用の推進 

機構が発注する事業において、環境物品の使用に関する事項を仕様書に盛込み、適切

な環境保全に資するよう取り組んだ。 
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自己評価 
 

１）環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定等 

物品購入については、年度当初に策定した「環境物品等の調達の推進を図るための方

針」を各部調達担当者に説明したうえで、四半期毎に環境物品等の調達の推進のための周

知徹底を図った結果、十分に職員全体に理解され、目標どおり達成できた。 

 

２）環境配慮のための実行計画 

「環境配慮のための実行計画」に基づくエネルギー使用量の抑制、用紙類の使用量の抑

制等を実施した結果、前年度比削減目標値３％以上の達成ができた。 

 

また、機構が発注する事業への環境物品の使用の推進に努めることができた。今後もそ

の徹底を進めていく。 

 

 

参考データ名 
 
（資料－５） 平成１７年度環境に配慮した物品・役務の調達状況 

（資料－６） 平成１８年度環境配慮のための実行計画 

（資料－７） 平成１６、１７年度電力使用量、コピー使用量の実績 

 

 

 

 



第２章 業 務 実 績 
Ⅰ 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 

29 

Ⅱ 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 
 

【中期計画】 

機構が担う業務や事業等の対象となる関係者、地域住民及び地方公共団体等関係機関に

対し、機構が担う業務についてホームページや季刊誌・広報誌等により情報提供を行う等、

確実かつ適切に周知・広報を行い、円滑な業務の遂行に努めるとともに、関係者等のニー

ズを的確に把握し、業務等の実施に反映させる。 

また、機構業務全般に関わる者や対象団体・機関の関心、認知度を高めるよう積極的に

広報活動を実施することにより、ホームページアクセス件数を平成１６年度比で１０％以

上増加させる。 

さらに、機構は、「以下に掲げる業務等を行うことにより良好な環境の創出その他の環

境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活に寄与するとともに人

類の福祉に貢献する」との目的を達成するため、機構の有する能力等の有効活用を図り、

機構が環境分野の政策実施機関としての役割と責任を果たすことができるよう業務の改

善・見直しを進め、業務の質の向上を図るものとする。 

 

【年度計画】 

機構が担う業務や事業等の対象となる関係者、地域住民及び地方公共団体等関係機関に

対し、機構ホームページや機構業務案内等を作成し、情報提供を行う等、確実かつ適切に

周知・広報を行い、円滑な業務の遂行に努める。 

また、機構が環境分野の政策実施機関としての役割と責任を果たすことができるよう業

務の改善・見直しを行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１) 季刊誌・広報誌による周知・広報活動の状況 

機構の業務について、季刊誌・広報誌等により業務関係者、関係機関等に確実かつ適切

に周知・広報し、業務の円滑な遂行に努めるとともに、各事業や業務の実施段階において、

利用者、事業参加者及び研修受講者に対してアンケート調査を行い、参加者等のニーズを

把握した。 

＜季刊誌・広報誌による周知・広報活動の状況＞ 

広報資料等の名称 部 数 主な周知・広報先 

機構業務案内 7,480 部

（英語版:640 部）

賦課金納付義務者、関係地方公共団体、地球

環境基金助成団体 等 

すこやかライフ 100,000 部 関係地方公共団体、住民等定期購読者 等 

予防事業だより 5,600 部 関係地方公共団体、公害健康被害予防基金拠

出事業者 等 

地球基金便り 15,000 部 地球環境基金助成団体、関係地方公共団体 

等 
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また、石綿健康被害救済業務については、広報実施計画を定め、政府公報とも連携し

次のとおり広報を行った。 

 

広報資料等の名称 部 数 主な周知・広報先 

ポスター 170,487 枚 医療機関、介護施設、自治体・保健所、都道

府県労働局等 

チラシ 831,825 枚 医療機関、介護施設、自治体・保健所、都道

府県労働局等 

がん専門誌 70,000 部 がんサポート（3/16 発行） 

 

２） ホームページによる情報提供の状況 

機構ホームページにより、機構の業務概要の広報・周知に努めるほか、業務・事業の

実施により得られた知見や利用者のニーズに応じた情報の提供を行った。 

 

アクセス数 
サイト名 

１６年度 １７年度 
前年度比 

機構トップページ 306,784 件 335,691 件 109.42%

ぜん息などの情報館 54,246 件 40,961 件 75.51%

大気環境の情報館 85,863 件 72,730 件 84.70%

地球環境基金情報館 100,713 件 109,930 件 109.15%

地球温暖化コーナー 312,067 件 361,511 件 115.84%

エコカーワールド 12,603 件 45,216 件 358.77%

汚染負荷量賦課金のご案内 17,237 件 15,051 件 87.32%

石綿（ｱｽﾍﾞｽﾄ）健康被害 － 13,609 件 －

機構のご案内 31,552 件 25,813 件 81.81%

合  計 921,065 件 1,020,515 件 110.80%

 

（資料－８ ホームページのサイト別・月別利用状況参照） 

 

３） 環境分野の政策実施機関としての役割と責任を果たすための取組 

Ⅱの１．～４．のとおり、公害健康被害補償・予防業務、地球環境基金業務等におい

て、平成１６年度に引き続き業務の改善・見直しを行うとともに、環境分野の政策実施

機関としての役割と責任を果たすため、機構が保有する知見、ノウハウ等を活用し、次

の取組を行った。 

 

・ 機構への来訪者に対し、公健制度や大気環境の情報などの提供 

・ 機構ホームページでの問い合わせや照会事項への対応 

・ 環境保健分野の知見、ノウハウ等を活用し、環境省からの受託業務を実施 

・ 日韓環境技術協力協定に基づき、韓国環境管理公団との情報交換や資料の提供 

 

また、石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号）の成立を受け

て、機構が救済給付業務を担うこととなった。 
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自己評価 
 

１) 季刊誌・広報誌による周知・広報活動の状況 

新たに担うこととなった、石綿健康被害救済業務について、政府が行う広報とも連携し、

ホームページやパンフレット等を活用し、広範な広報活動を実施した。その結果、極めて

限られた準備期間ではあったが、大きな混乱もなく制度を立ち上げることができた。 

２) ホームページによる情報提供の状況 

機構のホームページを利用し、機構が行う業務で得られた知見等の情報提供に努め、多

くの方々の利用を得ることができた。 

３) 環境分野の政策実施機関としての役割と責任を果たすための取組 

環境省からの受託業務については、可能な範囲で実施することができた。 

また、石綿による健康被害の救済に関する法律の成立を受けて、機構が救済給付業務を

担うこととなった。今後は中期目標、中期計画に従い迅速かつ適正な処理に努めることと

している。 

 

 

 

参考データ名 
 

（資料－８） ホームページのサイト別・月別利用状況 

 



第２章 業 務 実 績 
Ⅱ 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 

32 

１．公害健康被害の補償及び予防業務 

(1) 汚染負荷量賦課金の徴収 

① 汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

 

【中期計画】 

補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、汚染負荷量賦課金の徴収計画額に

係る徴収率及び申告額に係る収納率は、委託商工会議所を通じた納付義務者への効果

的指導及び納付義務者からの相談、質問事項等への的確な対応により、平成１５年度

実績の水準の維持を図る。 

 

【年度計画】 

補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、汚染負荷量賦課金の徴収計画額に係

る徴収率及び申告額に係る収納率は、委託商工会議所を通じた納付義務者への効果的

指導及び納付義務者からの相談、質問事項等への的確な対応により、平成１５年度実

績の水準の維持を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）汚染負荷量賦課金の徴収率、収納率の状況 

① 徴収率                         （単位：円・％） 

年度 徴収計画額 徴収決定額 徴収率 

平成１５年度 51,017,623,000 51,201,881,900 100.36 

平成１７年度 47,469,444,000 47,643,731,900 100.37 

注）徴収決定額は申告額であり、徴収率は環境省が定める徴収計画額（予算額）に

対する申告率である。 

 

② 収納率                         （単位：円・％） 

年 度 徴収決定額 収納済額 収納率 

平成１５年度 51,201,881,900 51,197,861,900 99.99 

平成１７年度 47,643,731,900 47,642,097,700 99.99 

 

（徴収率及び収納率を中期計画及び年度計画の指標とした理由 資料－９参照） 

 

２）納付義務者（注）への効果的な指導及び質問事項等への的確な対応 

汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収を行うため 1４８商工会議所（１０２会場）に

おいて申告･納付説明会（本部管轄１０８商工会議所、支部管轄４０商工会議所）を実施

し、納付義務者からの相談、質問事項等（制度に関する質問及び具体的な計算方法等の

主な質問１９１件）への的確な対応を図った。 

（注）納付義務者の定義（公健法第５２条） 

  次の要件を満たす工場・事業場を有し、又は、有していた事業者は、汚染負荷量

賦課金の申告・納付する義務を負う。 
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ばい煙発生施設等（大気汚染

防止法及び鉱山保安法に定め

るもの）を設置していた工

場・事業場 

 

① 昭和 62 年 4 月 1 日にばい煙発生施設等を設置し

ていたこと。 

② その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであった

こと。 

③ その施設が設置されていた工場・事業場における

最大排出ガス量の合計が指定地域解除前の地域区

分に応じて定められていた次の量以上であったこ

と。 

旧指定地域   5,000  m3N / h 
その他地域  10,000  m3N / h 

 

３）申告督励 

平成１７年度の納付義務者 8,747 事業所のうち、申告した者は 8,418 事業所で、329

事業所が未申告となったが、本部（282 事業所）、支部（47 事業所）において文書督励、

電話督励（延べ 350 回）、現地督励（34 事業所）での申告督励を行い、54事業所（113

百万円）の納付義務者が申告・納付に応じた。また、清算結了等により 79事業所を納付

義務消滅としての所要の手続きを行ったほか、破産等により手続き中のもの 196 事業所

を確認した。 

 

 

自己評価 
 

委託商工会議所と連携を図り納付義務者への説明会の実施､個別問い合わせ等に的確に

対応した結果、本制度に対する納付義務者の理解を得ることができ、汚染負荷量賦課金の

徴収計画に係る徴収率及び申告額に係る収納率は、平成１５年度実績の水準の維持を図る

ことができた。 

 また、申告・納付説明会及び未申告者に対する申告督励を行うことによって、汚染負荷

量賦課金の適正な申告指導業務を実施することができた。 

 

参考データ名 

 

（資料－１０－①） 汚染負荷量賦課金の申告件数及び申告額の年度別推移 
（資料－１０－②） 汚染負荷量賦課金の業種別申告額の年度別推移
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② 納付義務者等に対する効果的な指導 

 

【中期計画】 

ア 汚染負荷量賦課金の適正かつ公平な徴収を図るため、全国１５６商工会議所の汚

染負荷量賦課金徴収業務の一部事務委託を継続し、的確な業務指導を実施する。 

イ 申告･納付説明会出席事業者の意見・要望を聴取し、その結果を踏まえ、納付義務

者への申告・納付に係る説明資料・説明内容の改善を図る。 

 

【年度計画】 

ア 委託商工会議所担当者研修会を開催して、公健制度及び納付義務者への対応等の

習熟を図りつつ、商工会議所へ赴き、委託業務の点検、指導を行う。 

イ 申告･納付説明会出席事業者の意見・要望を聴取し、その結果を踏まえ、納付義務

者への申告・納付に係る説明資料・説明内容の改善を図る。 

 

 

平成 17 年度業務実績 
 

ア 委託商工会議所に対する的確な業務指導 

① 汚染負荷量賦課金の適正かつ公平な徴収を図るため、１５６商工会議所（全国４７

都道府県全てで最低１商工会議所と事務委託を行う。）に、汚染負荷量賦課金徴収

業務の一部事務委託（期間：平成１７年４月１日から６月１４日まで）を行った。

また、委託徴収業務に携わる者に対し、業務委託担当者研修会を開催（平成１８年

３月２日）し、汚染負荷量賦課金申告書等の受理、点検等徴収業務全般にかかる広

範囲な研修を通じ、納付義務者への的確な指導を行うために必要な専門技術の指導

等を行った。 

（徴収業務の一部を商工会議所に委託している理由 資料－１１参照） 

 

② ３６商工会議所に対して委託徴収業務の実施状況について確認調査を本部（１９商

工会議所）・支部（１７商工会議所）で行い、申告書の機構への送付期限の厳守を求

めるなど、委託業務の点検、指導、委託業務に関する意見交換等を行い、機構と一層

の連携強化を図った。 

 

イ 汚染負荷量賦課金申告納付説明会のフォーローアップ 

納付義務者に対し説明会等に関するアンケート調査を実施した。解析の結果、出席者

3,844 人のうち 2,673 人から回収（回収率 70%）し、説明会に出席した者の 93.5％が説

明に理解できたと回答。説明時間及び内容も 85％が適当と回答を得た。 

また、申告・納付説明会のフォーローアップを目的とした事後検討会を実施し、次年

度の資料改善等に反映するための検討を行い、次年度の説明会資料としてのパワーポイ

ント資料の整備を行うとともに申告納付の誤り等を改善するために、作成の手順に添っ

た資料として利用しやすいように、汚染負荷量賦課金の申告の手引、FD・オンライン申

告のマニュアルを改訂した。 
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自己評価 
 

ア 全国１５６商工会議所への徴収業務の一部委託を継続することにより、賦課金を申告

する納付義務者への利便性を図った。 

また、業務委託担当者研修会等を実施し、改善した箇所の説明及び新しく担当するこ

ととなった者への事務処理等の指導を行った結果、納付義務者からの問い合わせ等に委

託先職員が的確に対応できるようにすることができた。 

 

イ 申告・納付説明会に出席した納付義務者へのアンケート調査及び説明会後に開催した

事後検討会の開催などにより、説明資料等の課題を把握し翌年度の説明会に使用するパ

ワーポイント資料、汚染負荷量賦課金申告納付の手引及び FD・オンライン申告のマニュ

アル等の改善を行うことができた。 
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③ 納付義務者に対するサービスの向上 
 

【中期計画】 

ア 委託商工会議所が主催する申告・納付説明会へは、協力要請に応じ、説明員の派

遣を行い、納付義務者の相談、質問事項等に的確に対応する。 

イ 汚染負荷量賦課金申告の手引及びフロッピーディスク・オンライン申告マニュア

ルに、誤りの多い事項についての注意点を記載するなど、内容の改善を図る。納付

義務者からの相談、質問事項について的確な対応が図れるよう体制の整備を行う。 

ウ 納付義務者に向けた賦課金専用ホームページへのアクセス状況及び質問事項を把

握・整理し、納付義務者のニーズや質問に対応したホームページとなるよう改善を

図る。 

エ 名称・住所変更届出書等の提出文書について、納付義務者の利便性の向上のため、

電子媒体化を進める。 

 

【年度計画】 

ア 委託商工会議所が主催する１０３会場の説明会へ機構職員を派遣し、納付義務者

からの相談、質問事項等に的確に対応する。 

イ 汚染負荷量賦課金申告書の記入、硫黄酸化物排出量の算定において、誤りの多い

事例を把握し、説明資料に反映させる。 

   また、申告･納付説明会開催期間中の問い合わせに的確に対応する体制を確保する。 

ウ 賦課金専用ホームページに常設している｢電子メールによるご意見･ご質問のコー

ナー｣を活用し、必要に応じてホームページの改善を図る。 

エ  ｢名称等変更届出書｣のオンライン化について、申告・納付説明会等を通じ、納付

義務者への周知を行い、利用促進を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

ア 汚染負荷量賦課金申告・納付説明会への的確な対応 

委託商工会議所等が主催する１０３会場（直轄１）に本部・支部職員を説明員として

派遣し、３,８４４事業者の出席を得て実施した。各説明会場では、プロジェクターを

使用した FD・オンライン申告のデモを行ったほか、質疑応答等の時間を設け、全体又は

個別に対応した。 

 

イ 適正な申告への取組 

① 誤りの多い事例を解消するため、FD・オンライン申告に使用する様式（雛形ファイ

ル）の改善を図った。 

② FD・オンライン申告マニュアルに誤りの多い事項についての注意点を記載し、提出

する際に最低限必要なチェックシートや届出書の早見表を追加するなど改善した 

③ 申告・納付説明会の開催期間中の問い合わせ等について、機構内の本部・支部で体

制を整備し的確に対応した。 



第２章 業 務 実 績 
Ⅱ 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 

37 

ウ 賦課金専用ホームページの改善 

納付義務者への的確な情報を提供するため賦課金専用ホームページの改善を行った。 

 

(主な改善内容) 

① 公害健康被害制度の概要についての内容の充実 

② 汚染負荷量賦課金申告の手引き、各種届出様式等のダウンロードが可能なページ

の追加 

③ Q&A 内容の充実 

④ 商工会議所・関係自治体等のリンクの充実 

 

エ 「名称等変更届出書」のオンラインシステムの運用を開始。 

平成１７年度から「名称等変更届出書」のオンラインシステムの運用を開始し、説明

会等で周知を図った結果、平成１７年度は１，０５９件のうち、１４１件がオンライン

による提出があった。 

 

 

 

自己評価 
 

 申告・納付説明会においては、納付義務者からの相談、質問事項等に的確に対応する

ことができた。 

 また、FD・オンライン申告の雛型ファイルの改善では申告書等を作成する際の利便性

の向上と記入誤り等の改善が図ることができた。マニュアル等の見直しでは申告書等の

作成手順に沿った構成に改善し、各種届出書類の早見表、誤りの多い事例及び提出前の

チェックリスト等を掲載することにより納付義務者の利便性と適正な申告書の作成に寄

与することができた。 

さらに、賦課金専用ホームページの改善では公健制度の概要を分かりやすく解説する

とともに内容の充実を図った。また公健法の改正により削除されている条文及び関係す

る条文を閲覧できるように改善し、各種資料もホームページから取得できるようにした

こと及び説明会等で質問の多い事例を Q&A に反映するなどの改善を行い、前年４月の１

日当たりのアクセス件数２２５件に対し４６１件と大幅なアクセス増加があり納付義務

者の利便性の向上等に寄与することができた。 
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（２）都道府県等に対する納付金の納付 

① 納付申請等に係る事務処理の効率化 

 

【中期計画】 

ア 納付申請、納付請求、変更納付申請及び事業実績報告（以下「納付申請等」とい

う。）に係る提出書類の適正な作成方法等について、随時補償給付費納付金関係書

類作成要領等を見直し、都道府県等の担当者への周知徹底を図るとともに、内部処

理の電子化の促進により納付申請等の事務処理日数を平成１５年度実績に対し、５

年間で２５％削減する。 

イ 都道府県等が行う補償給付費納付金申請等の手続の適正化を図るため、定期的な

現地指導を実施する。 

ウ 公害保健福祉事業の積極的な推進を支援するため、都道府県等の事業従事者、関

係者等からの情報収集に努め、その結果が事業に反映されるよう、国や事業を実施

する都道府県等へ情報提供を行う。 

 

【年度計画】 

ア 都道府県等からの提出期限の徹底を図るとともに、内部処理の電子化の促進によ

り、事務処理日数を平成１５年度比で１０％削減する。必要に応じて、補償給付費

納付金関係書類作成要領等を見直し、都道府県等の担当者へは、引き続き周知徹底

を図る。 

イ 現地指導は、原則として、３年に１回のサイクルで実施する。 

ウ 福祉事業の実態調査を通じ情報収集を行い、その結果を必要に応じて、環境省主

催の担当者研修会の場で報告する等、国や事業を実施する都道府県等へ情報提供を

行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

ア 納付申請等提出書類作成の手引を見直し、より理解しやすくしたこと及び各都道府県

等に対し提出期限の周知徹底を図り、提出期限が厳守されたこと等により、事務処理日

数を平成１５年度比で１０.０％削減した。 

 

① 申請書等の審査日数 

納付金の名称 平成１５年度 平成１７年度 

補償給付費納付金 １３６日 １２０日 

公害保健福祉事業費納付金 ８３日 ７７日 

計 ２１９日 １９７日 

削減率（対１５年度）   １０.０% 
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② 電子媒体による申請都道府県等 

 

 

 

 

    

（前年の楠町と四日市市の市町村合併により、平成１７年は都道府県等の数が減） 

 

イ 原則、３年に１回のサイクルで実施する現地指導を、平成１７年度は旧第一種地域１

２県市区、第二種地域１県を対象に行った。前年度提出された実績報告書についての確

認を行った結果、補償給付金の支給については、法律で請求日の翌月より支給すること

が規定されているものを、早まったり遅れたりした事例について適正な処理を行うよう

指導した。 

 

＜現地指導実施状況＞ 

地 域 都道府県等名 実施件数

旧第一種地域 千代田区 中央区 台東区 大田区 北 区   

  墨田区 横浜市 川崎市 愛知県 四日市市 １２県市区

  八尾市 北九州市      

第二種地域 島根県       １県 

 

 

ウ ５県市区に公害保健福祉事業実態調査を行い（平成１６年度は３県市区）、事業内容、

要望、参考となる事例などを公害保健福祉事業担当者、医師、保健師等から聴取した。 

関係都道府県等の要望については、取りまとめて環境省に情報として提供した。 

 さらに、環境省実施の公害保健福祉事業担当者研修会の場を活用し、大田区及び名古

屋市の水中健康回復事業の実施状況並びに横浜市のリハビリテーション事業とインフル

エンザ予防接種費用助成事業間の相互連携による事業を参考となる事例として紹介し、

情報提供を行った。 

また、インフルエンザ予防接種費用助成事業について都道府県等に対し、公害保健福

祉事業担当者研修会等で周知徹底したことにより、当初１２県市区で実施予定のところ

１８県市区で事業を実施することとなった。 

（公害保健福祉事業実態調査概要（平成１７年度）資料－１２参照） 

 

＜公害保健福祉事業実態調査実施都道府県等＞ 

都道府県等名 事業名 

千葉市 転地療養事業（転地療養実施事業）    

品川区 リハビリテーション事業（知識普及・訓練指導）    

大田区 リハビリテーション事業（水中健康回復事業）   

横浜市 リハビリテーション事業（知識普及・訓練指導）   

名古屋市 リハビリテーション事業（水中健康回復事業）   

 

 

納付金の名称 平成１５年度 平成１７年度 

補償給付費納付金 37/40 37/39  

公害保健福祉事業費納付金 40/45 40/44  
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自己評価 
 

ア 関係書類作成要領等の見直し及び各申請書類の提出期限の周知徹底を行い、事務処理

日数の短縮を図った。これにより、都道府県等事務負担の軽減化が図れ、かつ、機構内

部事務処理の効率化の年度目標が達成できた。 

 

イ 現地指導の結果、問題がある事項については改善の指導を行い、必要な事項は担当課

長会議等で都道府県等に周知し、事務の適正化を図ることができた。 

   

ウ 公害保健福祉事業に関する実態調査の結果を踏まえ、都道府県等の要望について環境

省へ情報提供を行うとともに、参考となる事例について、都道府県等に情報提供を行っ

た。これにより、公害保健福祉事業関係者に有用な情報が提供できた。 

 

参考データ名 

（資料－１３－①） 旧第一種地域被認定者数の年度別推移 

（資料―１３－②） 補償給付費納付金の年度別推移 

（資料－１４）   公害保健福祉事業費納付金の年度別推移 
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② 納付金の申請等に係る手続きの電子化等の推進による事務負担の軽減 

 

【中期計画】 

ア 都道府県等の納付申請等に係る事務負担の軽減を図るため、電子媒体による申請

等の導入を促進する。 

現在実施しているフロッピーディスクによる申請については、利用者の意見等を

踏まえ、より使いやすいシステムに改善するほか、オンライン申請について都道府

県等の意向や実態を把握し、導入を検討する。 

イ 都道府県等の事務負担の軽減を図るため、補償給付費納付金の返還に係る提出書

類等を簡略化する。 

 

【年度計画】 

ア 電子化未導入の都道府県等に対し重点的に導入の促進指導を実施する。 

福祉事業の新規の事業メニューに対応したフロッピーディスクのシステム改修を行

う。 

オンライン申請については、引き続き他の都道府県等についても導入等の意向や実

態把握を行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 

 

ＦＤ申請について、未実施都道府県等に対し導入を促進するために、利用者の意見を

踏まえた新規事業に対応可能なもの及びハード面（ＯＳのバージョンアップ等）等に配

慮した納付システムの改修を行った。 

  また、指導調査の際、オンライン申請の可能性等について意見を聴取した。今後も、

引き続き、指導調査時に意向調査を実施する予定である。 

 

 ① 電子媒体による申請都道府県等（再掲） 

納付金の名称 平成１５年度 平成１７年度 

補償給付費納付金 37/40 37/39 

公害保健福祉事業費納付金 40/45 40/44 

   （前年の楠町と四日市市の市町村合併により、平成 17 年は都道府県等の数が減） 

 

 ② 指導調査時の都道府県等におけるオンライン導入の意向について 

項 目 平成１６年度 平成１７年度     計 

導入意向有り ６ ６ １２ 

検討が必要 ８ ５ １３ 

導入意向無し １ ２ ３ 

計 １５ １３ ２８ 
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自己評価 
 

 補償給付及び公害保健福祉事業の申請手続きについて、納付システムの改修を行ったこ

とにより、次年度に向けて全都道府県等が納付システムの導入促進を図るための整備を行

うことができた。このことにより、さらに、未実施都道府県等に対して導入の検討を促す

ことが可能となった。 
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(3) 公害健康被害予防事業 

① 基金運用と事業の重点化 

 

【中期計画】 

公害健康被害予防基金（以下「予防基金」という。）の運用について、経済変動に

対応して安全かつ有利な運用を図るとともに、予防基金の運用収入の減少見込みに

対応し、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく旧第一種地域等の地域住民

（以下「地域住民」という。）の慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、

肺気腫等（以下「ぜん息等」という。）の発症予防、健康回復に直接つながる事業、

局地的な大気汚染が発生している地域の大気汚染の改善を通じ地域住民の健康確保

につながる高い効果が見込める事業等に重点化し、かつ、効率化を図る。 

 

【年度計画】 

公害健康被害予防基金（以下「予防基金」という。）の運用について、経済変動に

対応して安全かつ有利な運用を図るとともに、予防基金の運用収入の減少見込みに

対応し、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく旧第一種地域等の地域住民

（以下「地域住民」という。）の慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、

肺気腫等（以下「ぜん息等」という。）の発症予防、健康回復に直接つながる事業、

局地的な大気汚染が発生している地域の大気汚染の改善を通じ地域住民の健康確保

につながる高い効果が見込める事業等に重点化し、かつ、効率化を図る。 

 

平成１７年度業務実績 
  

１） 公害健康被害予防基金の運用状況 

「平成１７年度公害健康被害予防基金の運用方針」（以下「運用方針」という。）を

策定し、安全かつ有利な運用を行った。 

 

① 運用方針に基づく運用 

・ 運用利回り及び取得債券の種別バランスを勘案して、国債等の安全確実な債券に

重点をおきつつ、効率的な運用を行った。 

・ 債券市場が金利上昇局面に入ってきたことを考慮して、相対的に短めの５年債な

いし１０年債を選択し、償還額の平準化を図った。 

 

② 平成１７年度運用収入 

区   分 
平成１７年度予算額

（Ａ） 

平成１７年度決算額

（Ｂ） 
（Ｂ）－（Ａ） 

収   入 １，４６７百万円

 

１，４６９百万円

 

２百万円 

利    回  ２．８８％ ２．８８％ ― 
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２） 事業の重点化、効率化 

予防基金の運用収入の減少見込みに対応し、年度計画に定める地域住民の健康確保

につながる次の事業に重点化し、効率化を図った。 

①「助成事業」 

・ 健康相談、健康診査、機能訓練事業（いわゆるソフト３事業）等に重点化した。

ソフト３事業は、前年度とほぼ同額を実施し、予防事業費全体に占める割合が前

年を上回った。（３８％→４４％） 

・ 低公害車普及事業は平成１７年度からの新規採択を凍結し、１８年度から廃止す

ることとした。一方、最新規制適合車等代替促進事業は助成条件の見直しを行い

引き続き実施した。 

  （詳細は、Ｐ５７の⑥「助成事業の効果的・効率的な実施」ア、イを参照） 

 

②「知識普及事業」 

講演会及び電話相談事業は、実施方法を工夫し昨年よりも費用を縮減したにもか

かわらず、昨年と同様の高い評価が得られた。電話相談事業は、講演会場におけ

る積極的なＰＲの効果により前年度実績（1,054 件）を上回り 1,163 件となった。 

（詳細は、資料－１６、Ｐ５１の④「知識の普及及び情報提供の実施」を参照） 

 

 

自己評価 

① 基金運用 

「運用方針」に基づき、取得債券の種別バランスを取りつつ安全で可能な限り有利

な運用を図ることができた。 

② 環境保健分野 

ソフト３事業に重点化するとともに、知識普及事業のうち講演会・電話相談事業は

効率的に事業を実施することができた。 

③ 大気環境の改善分野 

最新規制適合車等代替促進事業は助成条件の見直しを行い実施することができた。

１８年度は必要に応じて見直しを行いその拡充を図っていく。 

 

 

参考データ名 

 
（資料－１５） 公害健康被害予防基金債券運用状況 
（資料－１６） 知識普及事業アンケート結果に基づく事業への反映事例 
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② ニーズの把握と事業の改善 
 

【中期計画】 

効果的かつ効率的に業務を行うため、事業参加者へのアンケート調査等を実施し、

ぜん息等の患者、地域住民の満足度やニーズを的確に把握し、その結果を事業内容に

的確に反映させることにより事業の改善を図る。 

 

【年度計画】 

効果的かつ効率的に業務を行うため、事業参加者へのアンケート調査等を実施し、

ぜん息等の患者、地域住民の満足度やニーズを的確に把握し、その結果を事業内容に

的確に反映させることにより事業の改善を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１） ニーズの把握 

① 環境保健分野 

パンフレットの利用者、講演会（地域住民を対象：５箇所）や講習会（保健師、

養護教諭等を対象：９箇所）及びイベント等（８箇所）の参加者に対して、アン

ケート調査を実施し、満足度やニーズを把握した。 

主な要望としては、下記のものがあった。 

・講演会 

映像・冊子等による講演内容の普及を図る。 

・電話相談事業 

    Q&A 集を作成して普及する。 

・その他 

 機構は、地域住民、関係者とのネットワーク作りのため積極的な役割を果た

し情報の共有化を図ること。また、ぜん息を含むアレルギー疾患の最新の治

療方法などガイドラインに基づく正確な知識、知見の普及に努めること。 

（詳細は資料－１６を参照） 

 

② 大気環境の改善分野 

「くるま・環境・技術２００５」にて行ったアンケート結果の要望を踏まえ、

児童、生徒を対象とした「環境改善教室」を新たに開催していくこととした。 

 また、地方公共団体からのニーズに応え、エコドライブコンテストの募集対象

をこれまでの５地域から全国展開させることを決定した。 

 

 

２） １６年度に把握したニーズの１７年度事業への反映 

①環境保健分野 
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講演内容はぜん息を中心とすること、また、開催個所数を増やし全会場で保育を実施す

ること等を求めるニーズがあった。これらに対しぜん息を中心にアレルギー疾患を補足し

た内容としたほか、会場数を増やし、保育を全会場で実施した。 

（詳細は、資料－１６、Ｐ５１の④「知識の普及及び情報提供の実施」を参照） 

また、担当職員を環境保健分野と環境改善分野毎に編成し、専門性の向上を図るととも

に分野ごとに地域住民のニーズをより詳細に把握し事業の改善を図った。 

 

 

自己評価 

 

対象となる全ての事業で、アンケート調査を行い、事業参加者の満足度及びニーズを把

握することができた。事業参加者の意見や要望は１８年度事業に反映させていく。 

１６年度の事業について把握したニーズは、１７年度事業に反映できた。 

 

参考データ名 
 

（資料－１６）知識普及事業アンケート結果に基づく事業への反映事例 
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③ 調査研究の実施及び評価 

 

【中期計画】 

ア 環境保健分野に係る調査研究については、地域住民のぜん息等の発症予防、健康

回復を図るための事業の根拠となる知見の確立及び事業実施基盤の強化、事業効果

の適切な把握に係る課題に重点化し、また、大気環境の改善分野に係る調査研究に

ついては、局地的な大気汚染地域の大気汚染の改善に係る課題に重点化を図る。 

これにより調査研究費総額を平成１５年度比で２０％以上削減する。 

なお、新規に採択する調査研究課題については、下表に掲げる重点分野とスケジュ

ールにより、公募制を導入し透明性の確保を図る。公募の実施に当たっては、ホー

ムページ等を活用して広範な周知を図る。 

また、課題の採択については、外部の有識者による評価を行い、公募の締切日から

６０日以内に決定する。 

区分 重点分野 公募によるスケジュール 

環境保健

分野 

ぜん息等の発症予防・健康回

復、環境保健事業のﾒﾆｭｰの提

案、効果的な実施方法 

平成 18 年度から実施する新規

調査研究課題について、公募を

17 年度から実施 

大気環境

の改善分

野 

幹線道路の沿道の局地的な大気

汚染の改善に資するための交通

流対策及び浄化手法 

平成 17 年度から実施する新規

調査研究課題について、公募を

16 年度から実施 

イ 各調査研究課題の外部有識者による評価として、各年度毎に年度評価を行うとと

もに、課題の終了後には事後評価を実施する。また、その評価結果については研究

者へフィードバックし、次年度の研究内容（研究資源の配分、研究計画（中止を含

む。））に反映させるほか、各分野における事業の展開にフィードバックさせる。 

また、研究成果については、研究発表会等で公表するほか、機構のホームペー

ジ上で広く公開する。 

 

【年度計画】 

ア 環境保健分野に係る調査研究については、地域住民のぜん息等の発症予防、健康回

復を図るための事業の根拠となる知見の確立及び事業実施基盤の強化、事業効果の適

切な把握に係る課題に重点化し、また、大気環境の改善分野に係る調査研究について

は、局地的な大気汚染地域の大気汚染の改善に係る課題に重点化を図り、環境保健分

野で７課題、大気環境の改善分野で３課題を実施する。 

 なお、調査研究費総額は平成１５年度比で１０％以上削減する。 

環境保健分野及び大気環境の改善分野について平成１８年度から実施する新規調査

研究課題については、それぞれ中期計画に掲げる分野を重点分野として公募を実施し、

透明性の確保を図る。公募の実施に当たっては、ホームページ等を活用して広範な周

知を図る。 
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イ 各調査研究課題の外部有識者による評価として、各年度毎に年度評価を行うととも

各調査研究課題の外部有識者による評価として、各年度毎に年度評価を行うとともに、

課題の終了後には事後評価を実施する。また、その評価結果については研究者へフィ

ードバックし、次年度の研究内容（研究資源の配分、研究計画（中止を含む。））に

反映させるほか、各分野における事業の展開にフィードバックさせる。 

また、研究成果については、研究発表会等で公表するほか、機構のホームページ上

で広く公開する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

 

ア 環境保健分野及び大気環境の改善分野に係る調査研究の実施 

 

１）課題の重点化 

① 環境保健分野 

・ 継続６課題全てを実施した。その成果は、成人等ぜん息等の患者教育ツールとし

てのテキスト及び思春期ぜん息ビデオ（シナリオ）作成に活用された。 

・ １課題（ピークフローメーターを用いた在宅での自己管理支援に関するモデル事

業）は、事業の実施継続に必要な数の地域の参加が得られなかったため中止した。 

（詳細は、資料－１７を参照） 

② 大気環境の改善分野 

 初めての公募により選定した３課題を実施したほか、評価委員の提言を踏まえ、

継続研究１課題（高活性炭素繊維を用いた沿道排ガス削減技術に関する研究）を加

え計４課題の調査研究に重点化した。 

  

（詳細は、資料－１８を参照） 

 

２） 調査研究費の総額は１７６百万円となり、平成１５年度比で３６％減となった。

（モデル事業を除いた額では、平成１５年度比で１４％減） 

 

 

 

３）調査研究の公募 

① 環境保健分野 

調査研究課題の公募は機構のホームページに３月２２日公表し実施した。機構の

ほか日本小児アレルギー学会等ホームページにその内容を公告した。課題の決定は、

募集締切（平成１８年５月８日）後、６０日以内に行う予定である。（詳細は、資

料－１９を参照） 
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② 大気環境の改善分野 

公募による新規課題の採択は、外部有識者による評価を行い、公募締切から４

２日後に決定した。 

 

イ 各調査研究課題の外部有識者による評価等 

１） 平成１６年度に実施した調査研究課題は、外部有識者による委員会で評価を実施し、

全課題とも評価基準５段階（A～E）で C（普通）以上の評価（委員会平均値）を得た。 

① 環境保健分野 

年度評価結果は、各課題ごとの研究班長に伝え平成１７年度の調査研究に反映

させた。（詳細は、資料－２０を参照） 

② 大気環境の改善分野 

事後評価を受け、「高活性炭素繊維を用いた沿道ガス削減技術に関する調査」

は研究を継続した。 

 

２） 調査研究成果について評価・討議するため、各分野別に研究発表会（環境保健分

野５月、大気環境の改善分野６月）を開催した。また、調査研究成果については、

成果集を作成して地方公共団体へ配布したほか、機構のホームページ上で公開した。 

 さらに、調査研究成果は、国内外での学会や、論文発表などを通じ、学問分野の

発展、社会貢献を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価 
 

ア 環境保健分野及び大気環境の改善分野に係る調査研究の実施 

① 環境保健分野 

継続６課題は全て実施できたが、１課題（モデル事業）は、事業の実施継続に必要

な数の地域の参加が得られなかったため中止した。 

 

② 大気環境の改善分野 

平成１７年度から実施する課題は、計画どおり３課題の公募を行い継続１課題を加

え４課題の調査研究を実施できた。 

 

イ 各調査研究課題の外部有識者による評価等 
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評価結果の平成１７年度研究への反映及び研究成果の公表等は計画どおり実施できた。 

 また、大気環境の改善分野の新規課題採択は、外部の有識者による評価を受け実施で

きた。 

（詳細は資料－２１を参照） 

 

 

参考データ名 
 

（資料－１７） 平成１７年度環境保健分野に係る調査研究概要 

（資料－１８） 平成１７年度大気環境の改善分野に係る調査研究概要 

（資料－１９） 環境分野に係る公募内容 

（資料－２０） 調査研究評価の評価項目 

（資料－２１） 調査研究課題に対する具体的な評価例 
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④ 知識の普及及び情報提供の実施 

 

【中期計画】 

ア 地域住民のぜん息等の発症予防、健康回復及び地域の大気環境の改善に係る知識

の普及を行うため、パンフレットの作成やぜん息等講演会の開催などの事業を積極

的に実施する。 

各事業については、それぞれの事業内容についての評価を把握するため、当該事

業が実施された年度の参加者、利用者に対するアンケート調査を実施する。アンケ

ートの調査結果を事業に反映させることにより、回答者のうち８０％以上の者から

５段階評価で上から２段階までの評価を得ることを達成するとともに、質の向上を

図る。 

また、既存のパンフレット等で、作成から５年以上を経過したものについては、

改訂のための参考としてアンケート調査を実施し、必要に応じて内容の見直しを行

っていく。 

イ ホームページ等を活用し、各事業の実施を通じて得られた最新の知見や情報を幅

広く積極的に提供する。 

そのため、最新情報の収集・整理を積極的に進めるほか、ホームページ利用者等

のニーズの把握を行うとともに、ホームページの年間アクセス件数を今後５年間に

２０％以上の増となることを目標とし、その達成に努める。 

 

【年度計画】 

ア 地域住民のぜん息等の発症予防、健康回復及び地域の大気環境の改善に係る知識

の普及を行うため、パンフレットの作成、ぜん息専門医等による講演会の開催やぜ

ん息電話相談などの事業を積極的に実施する。 

各事業については、それぞれの事業内容についての評価を把握するため、当該事

業が実施された年度の参加者、利用者に対するアンケート調査を実施する。アンケ

ートの調査結果を事業に反映させることにより、回答者のうち８０％以上の者から

５段階評価で上から２段階までの評価を得ることを達成するとともに、質の向上を

図る。 

また、既存のパンフレット等で、作成から５年以上を経過したものについては、

改訂のための参考としてアンケート調査を実施し、必要に応じて内容の見直しを行

っていく。 

イ ホームページや予防情報提供誌等を活用し、各事業の実施を通じて得られた最新

の知見や情報を幅広く積極的に提供する。 

そのため、最新情報の収集・整理を積極的に進めるほか、ホームページ利用者等

のニーズの把握を行うとともに、ホームページの年間アクセス件数について前年度

より５％の増を図る。 
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「水泳記録会」 

開催日 平成１７年１０月１５日（土） 

会 場 東京辰己国際水泳場 

・参加者は自治体が開催する「水泳訓練教室」に

通っているぜん息児 

平成１７年度業務実績 
 

ア パンフレットの配布、イベント等の実施による知識普及  

１） 知識普及事業実施状況（括弧書きは平成１６年度実績） 

① 環境保健分野 

すこやかライフ及びパンフレットは約 310 千 (420 千)部を、ぜん息患者へ直接配付され

自己管理に活用されたほか、保健所、医療機関なども配付され保健指導等で活用された。

電話相談事業は、専門医等が症状や治療、薬の服用に対しアドバイスを行っている。

（1,054 件→1,163 件）。講演会は、多くの事前質問が寄せられるなど特に乳幼児から未

就学児の子どもを持つ保護者の高い関心を得ている。本年度は５（４）会場で実施した。

講演会・講習会ともに多くの参加を得た。（講演会 862（693）人、講習会 816（501）

人）また、ぜん息児水泳記録会を２（２）ヵ所で開催し、その内容はマスコミにも取り上

げられ高い評価を得た。 

（詳細は、資料－２２、資料－２３を参照） 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 大気環境の改善分野 

新たに作成したエコドライブ診断装置に係る普及啓発パンフレットも含め、約 57

千（39 千）部を配布した。 

    低公害車フェアを５（６）箇所で開催したほか、 

エコライフフェアにおいて機構ブースを出展。 

また、大気汚染防止推進月間事業としてポスタ 

ーの募集事業やエコドライブコンテストに係る関 

連事業を積極的に展開した。更に、新規事業とし 

て、環境保全のための身近な取組を題材にしたカ 

レンダー28 千部を配布した。 

（詳細は、資料２２を参照） 
 

 

 

「エコカーワールド 2005（6/11～12）」 

横浜みなとみらい 21：赤レンガ倉庫特設会場 



第２章 業 務 実 績 
Ⅱ 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 
 

 
 

53

 

２） 知識普及事業に関するアンケート結果 

全ての事業について回答者のうち８０％以上の者から、５段階評価で上から２段

階までの評価を得ることができた。なお、アンケート結果を踏まえ、下記のとおり

事業内容の改善を行った。 

① 環境保健分野 

       パンフレット：「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン」の変更、薬剤

名等の変更に伴う既存パンフレットの見直し作業に着手。 

       講演会：ぜん息を中心とするアレルギー疾患を講演内容とした。また、ア

ンケートに寄せられた全会場での保育も実施。 

 

② 大気環境の改善分野 

環境改善教室：「くるま・環境・技術２００５」のアンケートに寄せられ

た要望を反映し、児童や生徒を対象とした教室を平成１８

年度から新たに開催。（アンケート結果では、回答者の全

てから５段階評価で上から２段階までの評価を得ている） 

 

３）５年を経過したパンフレットの見直し 

環境保健分野の５年以上前に作成された１８種類のパンフレット改訂に関する意

見はなかったものの内容の見直し作業に着手した。また、アンケート調査項目の見

直しを行い、改訂に関する回答者の意見や要望を的確に把握・反映させることとし

た。 

 

イ ホームページ等による情報提供 
予防事業の実施状況に関する情報を機構ホームページ、予防情報提供誌に提供した。 

 

（単位：件、％） 

区   分 17 年度 

(A) 

16 年度 

(B) 

差引増△減  

(A)-(B) 

前年度比 

(A)/(B) 

ぜん息などの情報館 ４０，９６１ ５４，２４６ △１３，２８５ ７５．５１ 

大気環境の情報館 ７２，７３０ ８５，８６３ △１３，１３３ ８４．７０ 

エコカーワールド ４５，２１６ １２，６０３ ３２，６１３ ３５８．７７ 

地球温暖化 ３６１，５１１ ３１２，０６７ ４９，４４４ １１５．８４ 

合   計 ５２０，４１８ ４６４，７７９ ５５，６３９ １１１．９７ 
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自己評価 
 

ア パンフレットの配布、イベント等の実施による知識普及 

① 環境保健分野 

パンフレット等を地域住民、ぜん息患者、保健所、医療機関等へ配付し幅広く活用

された。講演会・講習会、ぜん息電話相談など重点化した事業については、多くの参

加を得るとともに、高い評価（８９％～９８％）を得た。 

 

②大気環境の改善分野 

エコドライブ診断装置に係るパンフレット（ＰＲ及び機器貸出の募集）の配布は、

直接的な事業効果に繋がった（機器貸出：40 件）。また、大気環境保全カレンダーは、

配布予定数を約 1,500 部上回る追加要望が寄せられるなどの反響を呼び（1,590 の中

学校を中心に地方公共団体やイベント会場で配布）、地域住民に対する知識の普及及

び情報提供という点で貢献することができた。 

  

なお満足度は、双方の分野とも年度計画に定めた目標を達成することができた。 

 

イ ホームページによる情報提供 

平成１７年度のホームページアクセス件数は、前年度比５％増の目標は達成した。 

予防事業の実施により得られた環境保健分野及び大気環境の改善の分野に関する統

計データについては、随時更新を行ってきたところであり、引き続き、最新の情報を

迅速かつ的確に提供するための体制の整備を図った。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－２２） 平成１７年度知識の普及事業実施状況 

（資料－２３） 平成１７年度知識の普及事業に係るアンケート調査結果 
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⑤ 研修の実施 

 

【中期計画】 

地方公共団体が実施する健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業及び大気環境

の改善事業の従事者を対象に、各事業への理解を深めるとともに事業実施に必要な知

識及び技術を理論的・実践的に習得することを目的とした効果的な研修を実施する。 

また、研修ニーズを把握し、その内容を研修のカリキュラム作成（講座内容、講

師）等に反映させることにより、受講者に対するアンケート調査結果が「有意義であ

った」との評価を有効回答者のうち７０％以上から得られるようにするとともに、質

の向上を図る。 

 

【年度計画】 

地方公共団体が実施する健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業及び大気環境の

改善事業の従事者を対象に、各事業への理解を深めるとともに事業実施に必要な知識

及び技術等を理論的・実践的に習得することを目的に、機能訓練研修、保健指導研修

（小児・成人）及び環境改善研修を実施する。 

また、研修ニーズを把握し、その内容を研修のカリキュラム作成（講座内容、講師）

等に反映させることにより、受講者に対するアンケート調査結果が「有意義であっ

た」との評価を有効回答者のうち７０％以上から得られるようにするとともに、質の

向上を図る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

ア）研修事業の効果的実施 

年度計画に記した研修に加え、最新のガイドラインを保健指導に活かすため、新たに

保健指導専門研修を実施し、延べ２９７名の参加を得た。 

（詳細は、資料－２４ １．平成１７年度研修事業実施状況を参照） 

 

イ）研修ニーズの把握とカリキュラムへの反映 

保健指導の場で実際に役立つピークフローメーターの使用法等の実習をテーマに取り

入れるなどの工夫により、研修内容の質の向上を図った。 

（詳細は、資料－２４ ２．研修事業のアンケート結果に基づくカリキュラムへの反

映事項を参照） 

 

ウ）研修事業アンケート調査結果 

回答者から、５段階中上位２段階の評価が９４％と高い評価を得た。アンケートに

おける意見や要望は、平成１８年度事業に反映させ、さらに事業の質の向上を図って

いく。 

（詳細は、資料－２４ ３．研修事業アンケート調査結果を参照） 
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自己評価 
 

年度計画に記した研修に加え新たに保健指導専門研修を実施し約３００名の参加を得た。

アンケート結果をカリキュラムに反映させることができ、多くの受講者より「大変有意義

であった」又は「有意義であった」との高い評価が得られた。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－２４） 平成１７年度研修事業実施状況等 
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⑥ 助成事業の効果的・効率的な実施 

 

【中期計画】 

ア 助成事業の重点化 

i) 環境保健分野に係る助成事業については、健康相談事業、健康診査事業、機能

訓練事業等地域住民の健康回復に直接つながる事業に重点化を図る。 

また、事業内容については、関係地方公共団体や地域住民のニーズを把握し、地

域住民が参加しやすく、より効果的なぜん息等の発症予防及び健康回復を図るもの

とする。 

さらに、調査研究の成果を事業内容に反映させていくこととする。 

ii) 大気環境の改善分野に係る助成事業については、関係地方公共団体等のニーズ

を反映しつつ、高い効果を見込める局地的大気汚染地域の大気汚染の改善を中心と

する事業で、国、地方公共団体の施策を補完して機構が特に取り組む必要性の高い

ものに重点化を図る。 

なお、低公害車普及(助成)事業については、国等の低公害車普及に対する補助制

度が大幅に充実されてきたこと等を踏まえ、平成１６年度に必要な見直しを行うこ

ととする。 

イ 地方公共団体における電子化の進展状況を勘案しつつ、助成金交付申請等手続の

オンラインによる電子化を推進し、地方公共団体の事務負担の軽減を図る。 

また、オンライン申請等システムと内部事務処理システムを連動させることにより、

助成金交付決定等に係る事務処理日数を平成１５年度実績に対し、５年間で２０％

削減する。 

 

【年度計画】 

ア 助成事業の重点化 

i) 環境保健分野に係る助成事業については、健康相談事業、健康診査事業、機能

訓練事業等地域住民のぜん息等の発症予防・健康回復に直接つながる事業に重点

化を図る。 

  また、事業内容については、関係地方公共団体や地域住民のニーズを把握し、

地域住民が参加しやすく、より効果的なぜん息等の発症予防及び健康回復を図る

ものとする。 

ii) 大気環境の改善分野に係る助成事業については、関係地方公共団体等のニーズ

を反映しつつ、最新規制適合車等への代替促進等局地的な大気汚染地域の大気汚

染の改善につながる事業を引き続き実施する。 

なお、国等の低公害車普及に対する補助制度が大幅に充実されてきたこと等を

踏まえ、低公害車普及(助成)事業については、１７年度以降新規事業を凍結する。 

イ 地方公共団体における電子化の進展状況を勘案しつつ、助成金交付申請等手続の

オンラインシステムを活用し、地方公共団体の事務負担の軽減を図る。 

また、内部事務処理の効率化に努め、助成金交付決定等に係る事務処理日数を平

成１６年度実績に対して短縮を図る 
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平成１７年度業務実績 
 

ア 助成事業の重点化 

ⅰ）基金の運用益が減少するなかで、健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業（ソ

フト３事業）等に重点化を図り、これら３事業に対する要望は、優先的に採択し実施

した。     

その結果、ソフト３事業が予防事業全体に占める割合は前年度３８％から４４％に

増加した。 

調査研究の成果として作成された乳幼児の保健指導マニュアルは、来年度の健康相

談事業及び研修内容に反映させていくことが可能となった。 

 

ⅱ）最新規制適合車等代替促進事業は、一層の普及効果を図るため、新長期規制適合車

の購入に対する助成率等助成条件の見直しを行った。 

・公用車(１７年１０月から実施) 購入価格の１％→２％ 

・民間事業者用(１８年４月から実施) 購入価格の１％→３％ 

・代替に係る廃車対象車両の変更（1８年４月から実施） 

平成６年自動車排出ガス規制以前→平成１１年自動車排出ガス規制以前 

・自動車ＮＯｘ・PM 法対象地域における廃車期日の変更 

いわゆる車種規制が適用される日の１年以上前までに抹消登録等をする→車

種規制が適用される日までに抹消登録等を行う。 

 

平成１７年度における公用車への助成台数は、前年度実績の４６台から８７台へ

増加したが、全体では１０７台の減少となった。 

 また、低公害車普及(助成)事業は、継続事業を除き１７年度からの新規採択を凍

結の上、１８年度から事業を廃止することとした。 

 

イ 助成金交付申請等手続きの電子化等 

 助成金交付申請等手続のオンラインシステムを活用し、地方公共団体の事務負担の

軽減を図った。 

情報の安全管理を強化した自治体が一部、書面等による申請に切り換えたことから、

オンライン申請を行う自治体数が前年度より２減少し、１４となった。ただし、オン

ラインで受信したデータを機構の内部事務処理システムへ自動転送することにより、

事務処理日数を、平成１５年度実績（６７日）に対し２０％以上削減した。 

 

① オンライン申請実施状況         （平成 18年 3月） 

項   目 対象自治体数 

実 施 １４ 

未実施 ３６ 

計 ５０ 
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② オンライン申請未実施自治体の意向 

項   目 対象自治体数 

導入の意向あり ６ 

検討中 ７ 

導入の意向なし ２３ 

計 ３６ 

 

 

自己評価 

 

ア 助成事業の重点化 

① 環境保健分野 

ソフト３事業等に重点化するとともに、調査研究の成果としてマニュアル等を作成

し健康相談事業及び研修内容に反映させていくことが可能となった。 

 

② 大気環境の改善分野 

局地的大気汚染地域の大気汚染改善事業として重点化を図った最新規制適合車等代

替促進事業は当初の計画を下回ったが、助成条件をユーザーのニーズに一層適合する

よう内容を見直し、その周知徹底を図り１８年度からの助成に反映させることとした。 

 

イ 助成金交付申請等手続の電子化等 

オンライン申請等システムから内部事務処理システムへのデータの転送が可能となっ

たことにより、事務処理日数が平成１５年度に対し２０％以上削減した。引き続き自治

体の情報安全管理の動向を勘案し、システムの改善を図る。それにより、オンライン申

請を増加させ、地方公共団体の事務負担の軽減及び助成金交付決定等に事務の効率化を

図る。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－２５） 平成１７年度助成事業実施状況 
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２ 地球環境基金業務 

(1) 助成事業に係る事項 

① 助成の固定化の回避 

 

【中期計画】 

一つの事業に対する助成継続年数は、３年間を限度とし、特段の事情がある場合でも５年

を超えないこととすることを募集要領に明記し厳正に履行する。 

 

【年度計画】 

一つの事業に対する助成継続年数は、３年間を限度とし、特段の事情がある場合でも５年

を超えないこととすることを募集要領に明記し厳正に履行する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

地球環境基金助成専門委員会（平成１７年１２月６日開催）において、平成１８年度地球環

境基金助成金交付要望募集要領に係る審議を行い、助成対象活動への助成継続年数の限度とし

て、「一つの活動に対する助成期間は原則として３年間、特段の事情がある場合でも５年間を

限度とする。」旨を同要領に明記するとともに、同委員会における採択案審査において厳正に

履行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成１８年度採択件数１７１件中、同一活動に係る継続３年超の件数０件 

 

（参考） 

平成１７年度採択件数２０２件中、同一活動に係る継続３年超の交付件数０件 

 

 

 

 

平成 18年度地球環境基金助成金募集要領(案)(１２月助成専門委員会審議) 

平成 18年度地球環境基金助成金交付要望書 

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部（締切日：1月 25日 17時まで） 

平成 18 年度地球環境基金助成金交付要望の採択までの流れ図 

地球環境基金助成専門委員会で審議（3月上旬、4月上旬） 

募集期間：1月 4日～25日

452件審査取りまとめ

募集要領公表：12月 27日
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自己評価 
 

平成１８年度地球環境基金助成金交付要望のうち、３年を超えることとなる案件が数件あっ

たが、審査方針に照らし審査を行い不採択とした。その結果、昨年に引き続き３年を超える助

成案件はゼロであり、年度計画を達成することができた。 

今後も、同一活動に係る助成継続年数の取扱いについて引き続き募集要領に明記するととも

に、継続３年超の案件については、内容を厳正に審査していく。 
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② 助成の重点化等 

 

【中期計画】 

助成対象については、環境基本計画の重点分野等国の政策目標や社会情勢等を勘案した分

野に、また海外の助成対象地域については、開発途上地域のうちアセアン地域などのアジア

太平洋地域を中心とする地域に重点化を図り、第三者による委員会の評価等を踏まえて縮減

を図る。 

 

【年度計画】 

助成対象については、環境基本計画の重点分野等国の政策目標や社会情勢等を勘案した分

野に、また海外の助成対象地域については、開発途上地域のうちアセアン地域などのアジア

太平洋地域を中心とする地域に重点化を図る。また、地球環境基金運営委員会の下に設置し

た第三者による評価専門委員会により評価方法の導入に向けた検討を進める。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）助成対象分野及び海外助成対象地域の重点化 

地球環境基金助成専門委員会（平成１７年１２月６日開催）において、平成１８年度地球環

境基金助成金交付要望募集要領に係る審議を行い、助成対象については、環境基本計画の重

点分野等国の政策目標や社会情勢等を勘案した分野に、また海外の助成対象地域については、

開発途上地域のうちアセアン地域などのアジア太平洋地域を中心とする地域に重点化を図る

旨を同要領に明記した。 

その結果、平成１８年４月における採択案決定時において、海外助成案件５５件中アジア太

平洋地域（４５件）の占める割合は 81.8％となった。 

なお、平成１７年４月採択案決定時において、海外助成案件６６件中アジア太平洋地域（５

５件）の占める割合は、83.3％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第三者による委員会の設置及び評価方法の検討等 

第三者による評価専門委員会を設置（平成１６年８月）し、平成１７年度において当委員

会で作成した評価様式をもとに、試行的にプレ評価を国内（５団体）及び海外（２団体）で

平成１７年度 
国別･地域別

アジア大
洋州

アフリカ

ロシア･
東欧

その他

平成１８年度 

 

国別・地域別

アジア大

洋州

その他ロシア・

東欧

アフリカ

中南米
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実施したうえで、地球環境基金助成事業評価要領を策定・公表（平成１８年３月）し、平成

１８年度からの本格実施に備えることとした。 

なお、同委員会において実施したプレ評価結果は、本格実施の参考にするため今後とりま

とめを行うこととしている。 

 

自己評価 
 

採択案審査の過程で、年度計画に沿った助成対象分野及び対象地域の重点化を図ることがで

きた。 

また、評価方法の導入に向けて、評価の方法（活動形態や活動分野が多岐にわたっているた

め評価の切り口の整理）、手順、評価表などを評価専門委員会により検討し、地球環境基金助

成事業評価要領を策定した。 

本要領について、地球環境基金助成事業を効果的かつ効率的に進めるため、また、広く国民

に対する透明性確保の観点からホームページで公表した。 

これにより、今後、同評価要領を用いた第三者評価を実施する運びとなった。 

 

 

参考データ名 
 

（資料－２６） 平成１８年度地球環境基金助成金交付要望審査に当たっての重点配慮事項 

（資料－２７） 海外採択一覧（平成１７年度、平成１８年度） 

（資料－２８） 助成金交付手続きのフロー（平成１７年度） 

（資料－２９） 地球環境基金助成事業評価の流れ図 
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③ 処理期間の短縮 

 

【中期計画】 

助成金の支給に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続きの効率化を図るこ

と、担当者の審査能力向上を図ること等により、支払申請書受付から支払までの１件当たり

の平均処理期間を平成１５年度実績に対し、５年間で１０％短縮する。 

 

【年度計画】 

助成金の支給に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続きの効率化等、支払

申請書受付から支払までの１件当たりの平均処理期間の短縮を図る。 

 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

助成金の支払については、年度当初に年間５回の支払時期（支払い申請書提出締切日及び支

払日）を明示し、毎回、各団体から提出される支払請求書（領収書に基づく部分精算払い）を

精査の上、全ての団体に対し、支払時期ごとに一括して支払いを実施している。 

支払処理期間の短縮のための具体的な解決策として、第２回目の支払いから支払審査完了した

ものを会計機関に回し、５日前倒しで支払うことにより振込日の回数を増やすことが可能とな

ったため、処理期間の短縮を図ることができた。 

 

 

平成１５年度処理期間  

平均日数(a ) 

平成１７年度処理期間

平均日数(b) 

短縮率 

１－（b/a）×100 

31.24 日 28.71 日 8.1％ 

 

 

 

自己評価 
 

昨年度（平成１６年度）に対し６％、平成１５年度実績に対し８.１％縮減を図ることができ

た。 

次年度以降についても、支払審査完了したものを速やかに会計機関に回し、前倒しで支払う

よう努める。 
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④ 第三者機関による評価を踏まえた対応 

 

【中期計画】 

民間団体の代表者等の参加を得た助成専門委員会等により、具体的な助成金交付に係る募

集要領と審査方針を策定のうえ審査を行い、結果を公表する。 

   助成した事業の成果についても評価を行い、評価結果を公表するとともに、募集要領と

審査方針に反映させる。 

【年度計画】 

民間団体の代表者等の参加を得た助成専門委員会等により、具体的な助成金交付に係る募

集要領と審査方針を策定のうえ審査を行い、結果を公表する。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

平成１７年度助成金交付について、地球環境基金助成専門委員会（平成１７年４月６日）にお

いて助成金交付要望に係る審査を行い、２０２件の採択を得て７３０百万円の交付決定を行い、

結果はホームページ等で公表した。 

                        

助成対象 交付額(百万円) 

イ 
国内民間団体による開発途上国の環

境保全活動       ５７件 
２４３．５ 

ロ 
海外民間団体による開発途上国の環

境保全活動        ９件 
３３．６ 

ハ 
国内民間団体による開発途上国の環

境保全活動      １３６件 
４５２．９ 

 

地球環境基金助成専門委員会（平成１７年１２月６日開催）において、平成１８年度地球環

境基金助成金交付に係る具体的な募集要領、審査方針を策定し、募集を行い提出された要望案

件について、同専門委員会（平成１８年３月６日）で審査を行った。 

その結果、平成１８年４月開催の専門委員会及び４月１３日開催の地球環境運営委員会にお

いて採択審査を行い、採択結果はホームページ等で公表した。 

 

 

自己評価 
 

募集要領及び審査方針の策定・審査、採択結果の公表は、計画どおり実施することができた。 

 

参考データ名 
 

（資料－３０） 平成１７年度助成金採択案件の内訳 

（資料－３１） （参考）平成１８年度助成金採択案件の内訳
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⑤ 利用者の利便向上を図る措置 

 

【中期計画】 

ア 募集時期の早期化を図り、年度末助成金支払事務との調整、継続案件の事前審査等を

行うことにより年度の早い時期に助成案件の内定及び交付決定通知を行う。 

イ 募集案内、各種申請書等の様式をホームページからダウンロードできるようにするこ

と、ホームページ上での事業に係るＱ＆Ａを充実すること等により、助成金交付要望団体

や助成先団体への利便性を図る。 

ウ 助成先団体一覧、活動事例及び評価結果をホームページで紹介し、より広範な情報提供

を行う。 

 

【年度計画】 

ア 助成案件の内定及び交付決定の早期化を図るため、募集時期の早期化や年度末助成金支

払事務との調整、継続案件の事前審査等の具体的方策の検討を行う。 

イ 助成金交付要望団体や助成先団体への利便性の向上を図るため、募集案内、各種申請書

等の様式をホームページからダウンロードできるようにすること、ホームページ上での事

業に係るＱ＆Ａの充実等を推進する。 

ウ 助成先団体一覧及び活動事例をホームページで紹介し、より広範な情報提供を行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

ア 平成１７年度の助成採択案は、平成１７年４月２０日に内定を行い、平成１７年７月８日

に交付決定を実施し、平成１８年度事業について、予算内示後、速やかに募集（平成１８年

１月４日～１月２５日）を行った。 

その結果、助成採択案件の内定公表を行い、その後、内定説明会等を経て、早期に交付決

定通知を行うこととしている。 

   

（参考）平成１６年度 内定   平成１６年４月２７日 

             交付決定 平成１６年７月１４日 

  

イ 募集要領等が決定次第、募集案内及び申請様式（ダウンロード可）等の情報についてホー

ムページに掲載した（平成１７年１２月２７日）。 

 

ウ 助成先一覧、活動事例をホームページで提供した。なお、平成１６年度分の活動事例を追

加掲載した（平成１７年１０月）。 

 

自己評価 
 

対応可能な範囲で募集時期、交付内定及び交付決定の早期化を進めることができた。また、

募集案内、申請様式及び助成団体一覧等の公表も計画どおり実施することができた。 
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（２） 振興事業に係る事項 

① 調査事業の重点化 

 

【中期計画】 

調査事業について、重点施策等国の政策目標や民間団体等のニーズに沿った課題に重点化

を図る。 

 

【年度計画】 

調査事業について、重点施策等国の政策目標に沿った調査研究に取り組むとともに民間団

体等のニーズ調査方法等について検討を行う。 

 

 

平成１７年度業務実績  
 

調査事業は、重点施策等国の政策目標に沿って、次の課題を実施した。 

 

１）環境保全に関する協働活動推進モデル事業（環境創造リーグ事業） 

環境保全上の課題を解決し、よりよい環境の創出に向けて効果的な環境保全活動を継続し

ていくためには、その地域の住民、環境ＮＧＯ等の民間団体、企業、行政等が連携・協力体

制を構築していくことが重要とされている。このため、各主体間を啓発し、調整していくた

めのしっかりとした事務局を持ち、協働活動を実施するための枠組み（環境創造リーグ）を

構築して、具体的な事業計画（協働活動計画）を策定して環境保全活動を実施していく組織

（民間団体）の設立と運営をモデル事業として５年を限度として支援を行う。また、組織の

自立過程の課題と解決方策を整理。 

 

① 神奈川地区：（３年目） 

「かながわ地球環境保全推進会議」に専任事務局員を配置し、昨年度設置した実践行動

部会及び新アジェンダの点検・改善委員会の運営を行い提言等を行った。また、本会議の

収支５ヵ年計画を作成。 

構成団体は９４から１１２へ増加 

 

② 三重地区：（３年目） 

昨年度設立した「三重環境県民運動協議会」に専任事務局員を配置し、各専門協議会の

活動の推進、策定している環境県民運動の推進を図った。来年度に向けて広報体制の強化

を図る計画を作成。 

 

③ 愛知・三重・岐阜地区：（２年目） 

昨年度設立した「地域の未来支援センター」に専任事務局員を配置し、モデルとなるパ

ートナーシップ事業の調査と資金調達、ネットワークつくりを行った。また、ホームペー

ジで情報発信を開始した。 
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２）不登校・ひきこもり児童等の環境教育による回復支援調査事業 

「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が成立したことに関

連し、特に社会的な問題である、不登校・ひきこもりの児童生徒に対して自然環境の体験等

環境教育によりこころの回復、社会参加を促すための支援事業をモデル事業として行った。

不登校・ひきこもりの児童等の参加を促す手法の検討し、多くの自然体験プログラムを実施

して、こころの変化等についての評価手法の開発等を行い、事業を終了した（３ヵ年計画の

３年目として取りまとめ）。 

 

３）環境ＮＧＯ総覧作成調査 

平成１８年版環境ＮＧＯ総覧を作成するために、全国１５,０００団体に対してのアンケー

ト調査を実施、約４,４００団体からの回答を得た。 

 

また、民間団体等のニーズを把握するため、環境ＮＧＯと市民の集い等の講座において、ア

ンケート調査を実施した。 

 

自己評価 
 

中央環境審議会中間答申「環境保全活動の活性化方策について」及び「環境の保全のための

意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の成立等を踏まえ、国の重点施策、国の政策目

標に沿う調査研究を平成１５年度から実施して来ている。②は、平成１７年度で終了。この３

ヵ年不登校・引きこもり児童生徒に自然体験等の環境教育を行った結果、参加者には積極性や

社会性の回復が見られたものの、継続的参加には至らない事例があった。なお、観察するため

に作成した評価シートは、個人の変化を見るものとして提案できるものがとりまとめられた。 

また、民間団体等のニーズ把握のためのアンケート調査も実施し、得られたニーズについて

は、次年度の講座及び情報提供に反映していくこととしている。 

 

参考データ名 
 

（資料－３２）  不登校・ひきこもり児童等の環境教育による回復支援調査事業の概要 

（資料－３３）  民間団体等からのニーズ一覧 
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② 研修事業の効果的な実施 

 

【中期計画】 

研修ニーズを把握し、その内容を研修カリキュラム作成（講座内容、講師）等に反映させ

ることにより、受講者に対するアンケート調査結果が「有意義であった」との評価を有効回

答者のうち７０％以上から得られるようにするとともに、質の向上を図る。 

 

【年度計画】 

研修ニーズを把握し、その内容を研修カリキュラム作成（講座内容、講師）等に反映させ、

質の向上を図るため、受講者に対するアンケート調査を行い、有効回答者のうち７０％以上

から「有意義であった」との評価を得られなかったものについては、次年度に向けた改善を

検討する。 

 

 

平成１７年度業務実績  
 

研修事業は、９種２８講座（集いを含む。）を開催し、講座受講者等に対し、カリキュラム

等の評価及びニーズの把握のためのアンケート調査を実施した。 

アンケート回答者のうち、全ての講座において有効回答者の７０％以上から「有意義であっ

た」との評価を得た。 

 
 

 

 

② 研修事業の効果的な実施 

 

【中期計画】 

研修ニーズを把握し、その内容を研修カリキュラム作成（講座内容、講師）等に反映させ

ることにより、受講者に対するアンケート調査結果が「有意義であった」との評価を有効回

答者のうち７０％以上から得られるようにするとともに、質の向上を図る。 

 

【年度計画】 

ついては、次年度に向けた改善を検討する。 

 

 
 

研修名 開催場所 有意義回答 
率（％）

研修名 開催場所
有意義回答
率（％）

研修名 開催場所
有意義回答 
率（％） 研修名 開催場所 有意義

回答率（％）

北海道・東北 
ブロック 

(97)
96

北海道・東北
ブロック

 (100)
100

北海道・東北
ブロック

(94)
100

関東ブロック 
part-1 100 関東ブロック

 (100)
92

関東ブロック
(94)
100

関東ブロック 
part-2 99

中部・北陸ブ
ロック 

(78)
100

中部・北陸
ブロック

(88)
100

東京 
（初級）

(97)
96

関東ブロック 
part-3 73 近畿ブロック

 (100)
100

近畿ブロック
(100)
100

東京 
（中級）

(96)
90

中部・北陸ブ 
ロック 

(94)
90

中国・四国ブ
ロック 

 (100)
100

中国・四国
ブロック

(100)
100

大阪 
（初級）

(100)
100

近畿ブロック (91)
98

九州ブロック
(95)
100

九州ブロック
(100)
100

中国・四国ブ 
ロック 

(81)
95

海外派遣 
研修 ミャンマー・タイ

 (100)
100

自然保護
戦略講座

大阪
(88)
100

九州ブロック (98)
96

国際協力 
講座 東京

(87)
100

環境ｱｾｽﾒ
ﾝﾄ講座

愛知
(89)
100

環境ＮＧＯ 
と 

市民の集 
い 

組織 
マネジメン 
ト講座 

環境保全
協働
コーディ
ネーター
養成講座

有意義回答数（人） 
集い ・ シンポジウム 

研修講座 

参加者数（人） 
1,047 
509 

アンケート回収数 回収率（%）

460 44 84
355 70 99

387 
350 

52 90全体 1,556 815 737 

有意義回答率（％）

 注） （   ）書きは、前年度の有
意義回答率である。 

国内 (100)
100

会計講座 

インターン 
シップ研 
修 
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自己評価 

 

今年度は、環境ＮＧＯと市民の集いに関して「国連持続可能な開発のための教育の１０年」

のスタートを踏まえての「環境教育」と「企業とのパートナーシップ」を２大テーマとして内

容を見直し３ブロックごとで実施した。また、組織マネジメント講座及び環境保全協働コーデ

ィネーター養成講座等については、前年度の内容や場所の重複を避けることにより、有意義回

答率が前年度より１０講座アップし、６講座が若干低下したものの、全ての講座で高い評価を

得ることができた。今後、研修受講者に対しアンケート調査を行い、有意義回答率を得るよう

努めて行きたい。 

 

参考データ名 
 

（資料－３４）平成１７年度地球環境基金市民大学校開催一覧 

 

環境ＮＧＯと市民の集い（関東 part-2） 環境保全協働コーディネーター養成講座（九州ブロック）
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(３) 地球環境基金の運用等について 

 

【中期計画】 

民間出えん金の受入状況や基金の造成状況を掲載する等ホームページや広報誌の充実を図

り、地球環境基金事業の役割に対する国民・事業者等の理解を得て、中期目標期間中の募金

等の総額が平成１５年度末までの５カ年間の出えん金の総額を上回るよう募金等の活動を行

う。 

また、地球環境基金の運用につき、安全かつ有利な運用に努める。 

 

【年度計画】 

民間出えん金の受入状況や基金の造成状況を掲載する等ホームページや広報誌の充実を図

り、地球環境基金事業の役割に対する国民・事業者等の理解が得られるように努め、中期計

画に基づき、積極的に募金等の活動を行う。 

また、地球環境基金の運用につき、安全かつ有利な運用に努める。 

 

平成１７年度業務実績  
 

１）募金活動等 

地球環境基金事業の役割に対する理解が得られるようホームページで寄付の方法や基金の

造成状況、助成件数や助成金の推移を掲載し、募金活動を行ったほか、引き続き募金箱を設

置するとともに、愛知万博会場や機構が行う研修講座等の場を活用し、寄付を募った。 

なお、ご寄付をいただいた方々の名称・氏名等をホームページ等に記載している。 

また、今後の募金活動を効果的に推進していくために環境関連団体等の募金状況調査を実

施した。 

さらに、募金活動に結びつけるべく、民間企業からの寄付金受入れに関し PR を行った結果、

大手コンビニエンスストアから、平成１８年度よりまとまった寄付金を受けられる運びとな

った。 

 

平成１７年度寄付金受入実績：約１，４００万円（平成１５年度末までの５カ年間の出えん

金の平均額比１０９．９％） 
 

地球環境基金造成状況 
 (単位：件、百万円) 

5～7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 累 計

政府 件数 3 1 3 2 2 3 2 0 0 0 0 16

出資金 金額 3,000 1,000 1,000 900 500 2,500 500 0 0 0 0 9,400

民間等 件数 944 273 238 464 994 883 690 475 392 877 372 6,602

出えん金 金額 2,623 634 431 482 11 8 18 13 13 15 14 4,263

件数 947 274 241 466 996 886 692 475 392 877 372 6,618

金額 5,623 1,634 1,431 1,382 511 2,508 518 13 13 15 14 13,663

区 分

合 計

（注）累計金額と各年度における金額の積算値とは、四捨五入の関係で一致しないことが

ある。 
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２）基金運用状況 

平成１７年度中に満期を迎える財政融資資金預託金について、安全かつ有利な運用を図る

ため、地球環境基金の運用方針を策定し、運用した。 

 

 

自己評価 
 

前年度に引き続き着実な募金活動を行い、中期計画に定められた平成１５年度末までの５カ年

間の出えん金の平均額（約１，３００万円）を上回る寄付を得ることができた。 

加えて、次年度よりまとまった寄付金を受けられる運びとなった。 

また、地球環境基金の運用については、策定した運用方針に従い、満期を迎えた財政融資資金

預託金について安全かつ有利な運用を行うことができた。 

 

 

 
（参考）地球環境基金運用状況（平成１８年３月３１日現在） 

（単位：百万円、％） 

 
期末残高 構成割合 利子 利率 

新生銀行（長期信用債券） ７５０ ５．５ ３ 0.35

財政融資資金預託金 １２，９０５ ９４．５ １８７ 1.45

計 １３，６５５ １００．０ １９０ 1.39
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３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成業務 

 

【中期計画】 

助成金交付の透明性・公平性を確保するため、審査基準及びこれに基づく事業の採

択、並びに助成対象事業の実施状況等をホームページ等において公表する。 

 

【年度計画】 

助成金交付の透明性・公平性を確保するため、事業の採択、並びに助成対象事業の

実施状況等をホームページ等において公表する。 

 

 

平成１７年度業務実績 

 

指定事業者から助成金交付申請のあった軽減事業（中小企業者等の保管するポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の処理費用の軽減）について、審査の上採択し、処理実績報告に基づき助

成金を交付した。実施状況についてはホームページで公表（平成１７年１０月３１日、平

成１８年２月１３日、平成１８年３月３１日）した。 

 

 

 

 

自己評価 
 

助成金交付要綱に基づいて事業を採択し、助成対象事業の実施状況についてホームペー

ジで公表することができた。 

 

 補助金

＊環境大臣が指定する処理事業者

軽減事業のスキーム

する中小企業者等

　　　   処理委託 　　   処理費用請求（軽減後）

　　　   交付申請 　　 助成金

国・都道府県

ＰＣＢ廃棄物処理基金

指定事業者　＊

ＰＣＢ廃棄物を保管

環境再生保全機構

軽減事業実施状況 
 
交付先     日本環境安全事業㈱ 
 
処理実施場所  福岡県、東京都 
 
交付対象    ＰＣＢ廃棄物保管者 ８１件 
        処理台数１９５台 
 
交付金額    ３６，６４３千円 

 
年度助成金支払申請及び交付の時期 
３月～ ５月処理分 支払申請及び交付 ６月 
６月～ ８月処理分 支払申請及び交付 ９月 
９月～１１月処理分 支払申請及び交付１２月 
１２月～ ２月処理分 支払申請及び交付 ３月 
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参考データ名 

（資料－３５） ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物基金業務について 
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４ 維持管理積立金の管理業務 

 

【中期計画】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理積立金の積立者に対し運用状

況等の情報提供を行う等、透明性を確保し、運用利息額等を定期的に通知する。 

 

【年度計画】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理積立金の積立者に対し運用状

況等の情報提供を行う等、透明性を確保し、運用利息額等を定期的に通知する。 

 

 

平成１７年度業務実績  
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づく維持管理積

立金の積立者に対し、運用利息額等について通知（平成１８年２月２８日）した（８０

件）。また、当該積立者を管理する都道府県に対し、維持管理積立金の積立状況を通知

（平成１７年６月１７日）した。 

なお、平成１７年度末における積立金残高は６，７１２，０５５千円となっている。 

 

 

自己評価 

 

維持管理積立金の管理業務について、積立者に対する運用利息額等の通知を適切に行う

ことができた。 

 

 

参考データ名 

（資料－３６） 維持管理積立金業務について 
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５ 石綿健康被害救済業務 

(1) 制度に関する情報提供 

 

【中期計画】 

① 救済制度について、広報実施計画を定め、ポスター、パンフレットの作成・配

布及び専門誌、広報誌など多様な媒体を活用し、確実かつ広範な広報を実施する。 

② 石綿健康被害者及びその遺族等が速やかに手続きが行えるよう、申請書類等を

都道府県等、地方環境事務所に備え置くほか、機構ホームページに申請手続き、

記載例等を掲載する。 

③ 制度に関する相談、質問事項に対応するため、無料電話相談や機構内に相談窓

口を設け、来訪者に対し、制度及び申請手続きの説明を行う。 

また、申請等の受付業務の委託を受ける保健所等の担当者が適切に業務を処理

できるようにマニュアルの整備を図ることにより、申請書類等の不備により処理

に時間を要する事案を減らし、業務の効率化を図る。 

④ 無料電話相談、相談窓口、ホームページを通じて、利用者の意見・要望を聴取

し、情報内容の改善を図るとともに、制度運営状況について公表する。 

 

【年度計画】 

① 救済制度について、広報実施計画を定め、対象者に応じたポスター、パンフレッ

トの作成・配布及び専門誌、広報誌など多様な媒体を活用し、確実かつ広範な広報を

実施する。 

② 石綿健康被害者及びその遺族等が速やかに手続きが行えるよう、申請書類等を都

道府県等、地方環境事務所に備え置くほか、機構ホームページに申請手続き、記載例

等を掲載する。 

③ 制度に関する相談、質問事項に対応するため、無料電話相談や、機構内に相談窓

口を設け来訪者に対し、制度及び申請手続きの説明を行う。 

また、マニュアルの作成に先立ち、申請等の受付業務の委託を受ける保健所等の担

当者が適切に業務を処理できるように制度や事務手続きについて説明を行い、受付業

務の円滑な実施に向けた準備を行う。 

④ 無料電話相談、相談窓口、ホームページを通じて、利用者の意見・要望を聴取す

る。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

① 石綿健康被害救済制度に係る広報実施計画を定め、環境省、
厚生労働省及び環境再生保全機構が共同し、それぞれが広報

を行う対象や実施方法を協議し、役割分担を行って周知・広

報を実施した。 

 

＜両省及び機構の役割と広報の実施＞ 

ア） 環境省：厚生労働省と機構との連絡・調整を図るとと

もに、法施行日後の政府広報による広報を実施 

      （次葉の＜参照＞を参考） 
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イ） 厚生労働省：労災補償の時効により権利が消滅した労働者等の遺族を対象と

し、都道府県労働局、都道府県・市町村への広報及び政省令の交

付後の新聞広報、主要駅での広報を実施 

        （下記の＜参照＞を参考） 

 

ウ） 機構：療養中の者を対象とした医療機関への広報、受付機関となる保健所へ

の広報及び療養中の者や遺族が多く在住していると考えられる石綿関連

事業所等のあった地域への重点的広報の実施 

 

＜制度対象者に対する事前広報＞ 

本制度に関わる対象者は、①医師等医療機関関係者、②療養中の者及び遺族は石

綿を取り扱った工場周辺に居住する者が多い。 

このため、医療機関及び重点地域への広報を機構が担当し、以下のとおり制度開

始に係る周知・広報を行った。 

 

項目 内容、配布数等 

ポスター 医療機関、介護施設、自治体・保健所、都道府県労働局等への配布

配布枚数： 170,487 枚 

チラシ 医療機関、介護施設、自治体・保健所、都道府県労働局等への配布

配布枚数： 831,825 枚 

がん専門誌 がんサポート（3/16 発行：発行数 70,000 部） 

重点地域広報 

※計 16 地域 

リビング誌全 5段（3/9、11、17、18） 配布部数：1,109,948 部

新聞折込広告（3/8、9、13、14）    折込部数：592,970 部 

  

※重点地域：石綿被害者が多い石綿取扱工場等のあった石岡市、秩父市、さいたま

市、足立区、横浜市、厚木市、長野市、羽島市、袋井市、泉南市、尼

崎市、王子町、斑鳩町、高松市、北九州市、鳥栖市  

 

＜参照＞ 環境省及び厚生労働省による広報 

石綿による健康被害者及びそれら疾患により死亡した者の遺族に対し、広範にか

つ繰り返し広報を行い、早急な申請等を促す必要がある。 

このため、厚生労働省と環境省が新聞、テレビ、雑誌及びラジオ等の媒体を通じ

制度発足に係る周知を実施した。 

 

項目 掲載日・放送日数等 

新聞（全国紙、地方紙） 

（全国紙、地方紙） 

（主要各紙） 

全五段 3/8 から 3/18 事前告知 延 91回 

政府広報突出し 3/20 から 3/26 受付開始後 

政府広報記事下 3/27（施行日） 

テレビ 「そこが聞きたい！構造改革」（放送日：4/2、9、16） 

CS ニューススター政策対談（放送日：3/25） 

「ご存じですか」（放送日：4/7）       

ラジオ 「TBS ラジオ・グッドモーニングジャパン」 

（放送日：3月 26日） 

刊行物 「Cabi ネット」（発行日：3月 15日） 

「雑誌かんきょう」（発効日：3月 26日） 

   

 



第２章 業 務 実 績 
Ⅱ 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 
 

 78

② 制度に関するパンフレット、申請の手引き及び申請書類等を作成し、都道府県及
び保健所設置政令市（127箇所）、地方環境事務所（11箇所）及び都道府県労働局

（47箇所）へ申請受付日（3/20）に間に合うよう発送した。 

ア） パンフレット3種 

・ 救済給付のしくみ（8万部） 

・ アスベストとわたしたちのくらし（11.5万部） 

・ 石綿による健康被害と救済ってなに？（2千部） 

イ） 申請の手引き3種（全体版：8万部、療養者向け：10万部、遺族向け：10

万部） 

ウ） 申請・請求様式及び記載例 全３５種（各4万部～13万部） 

 

    また、機構ホームページにアスベストサイト

を新たに追加し、制度の概要、申請手続き、記

載例、各種様式及び石綿と健康被害などに関す

る情報を掲載し、周知を図るとともに、申請書

類のダウンロードを行えるようにした。  

 

③ 制度に関する相談や問合せに対応するため、
フリーダイヤル（６回線）を３月６日より開設

し、制度の概要や申請等の相談に応じた。また、

機構本部及び大阪支部内に相談コーナーを設け、

来訪者への相談に応じるほか、申請等の説明を

行った。 

 

項目 件数 

窓口相談数（３月２０日～３１日） 80 件（本支部合計） 

電話相談数（３月２０日～３１日） 2,523 件（本支部合計） 

 

主な相談・問合せ・対応状況 

現在指定疾病で療養中の者又は指定疾病に起因して亡くなった者の遺族より、

申請等の手続き方法、申請書類等の入手方法に関する問合せに対応した。 

（重篤な者が多いため、即日機構より郵送で申請等関係書類を送付し、早期に

手続きを行うよう説明） 

職歴のある者の相談に対し、労働基準監督署を紹介し相談するよう勧めた。 

多くの相談者や照会者に対応するため、機構本部では３月中は休日も相談・問

合せに対応した。 

 

 

また、多くの申請者等が見込まれる尼崎保健所、泉佐野保健所に職員を３月２０日

から３月３１日までの間派遣し、申請等の相談、申請書類等の受付等を実施した。 

 

都道府県、保健所設置政令市の担当者を対象に、法・制度、申請の手続き及び委託

業務に関する説明会を環境省と合同で全国７箇所で開催するとともに、申請・給付

受付窓口担当者用の Q＆A集を作成・配布し、３月２０日から開始された受付業務の

円滑な実施に向けた準備を行った。 
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なお、都道府県、保健所設置政令市における保健所等受付事務を担当する者を対象

に、受付事務に係る留意点等を中心とした説明会を全国７箇所で４月にも行った。 

 

都道府県・保健所設置政令市説明会開催状況 

日時 開催地域 参加人数 

３月６日 中部地区（名古屋市で開催） 約 ６０人 

３月７日 関東地区（さいたま市で開催） 約１２０人 

３月９日 中国・四国地区（岡山市で開催） 約１６０人 

３月１０日 近畿地区（大阪市で開催） 約 ９０人 

３月１３日 九州地区（熊本市で開催） 約 ９０人 

３月１５日 東北地区（仙台市で開催） 約 ２０人 

３月１６日 北海道地区（札幌市で開催） ※１２人  

※ 当該数値は説明会場への参加人数である。また、北海道地区では、上記以外に

テレビ電話（１４支庁）による説明会を開催した。 

 

④ フリーダイヤル、相談窓口、機構ホームページ・アスベストサイトを通じて、意

見・要望を聴取し、今後の資料の改善の基礎データとするほか、法・制度に係る要望

等については、環境省に報告した。 

 

主な意見等 

死亡後５年を経過した場合、医療機関に診療録（カルテ）が保存さていない場合が

ある。 

特別遺族弔慰金等の請求において、同居していない場合の生計同一の証明をどうし

たらよいか。 

指定疾病以外のアスベストを原因とする疾病を理由とした申請・請求をしたい。 

健康不安者に対する健康相談や検診を行ってほしい。 

給付金の額の設定方法や増額の要望。 

労災補償と救済給付との関係について（労災補償を受けることとなった場合の救 

済給付の取扱など）。 

他の公費負担等制度との関係や生活保護法による扶助等との関係に関する事項。 

 

 

自己評価 

 
   制度に関する情報提供については、法の公布（２月１０日）、政令及び省令の公布
（３月１０日）後、申請書等受付開始（３月２０日）までの期間が極めて短い中で、ま

た大部分が既存の職員の兼務（併任）という限られた人員の中で、最大限実施できた。 

今後は、地道な広報活動を繰り返し実施することで、本制度の対象となる者が的確に

申請等が行えるよう努めていく予定である。 

  また、パンフレット、申請の手引きなどの資料や機構ホームページ・アスベストサイ

トについて、意見や要望を踏まえ、見直しを図っていく予定である。 

 

 

参考データ名 

 
（資料－３７） 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
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(2) 石綿健康被害者の認定 

 

【中期計画】 
認定申請書等の受付後、環境大臣に医学的判定を要する事項に関する判定を申

し出るに当たり、執務マニュアルの作成により手続きの標準化を図り、迅速な処理

を行う。 

また、実施状況を踏まえつつ、適宜、執務マニュアルの見直しを行う。 

 

【年度計画】 
認定申請書等の受付後、環境大臣に医学的判定を要する事項に関する判定を申し

出るに当たり、手続きの標準化を図るため、執務マニュアルの作成に向けて必要な

検討を行う。 

 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

認定申請書等の受付・点検を迅速・確実に行うため、受付・点検作業手順を定めた。 

この手順に従い、３月３１日までに機構本部及び大阪支部並びに職員を派遣した保健

所（尼崎及び泉佐野）で受け付けた認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書（604 件）

につき、順次必要記載事項、添付書類の確認作業を行った。 

 

また、以後の作業のため、申請書類等の文書の保管、整理方法の検討を行った。 

執務マニュアルについては、これら受付・点検作業と平行して検討した。 

 

受付機関 件数 受付機関 件数 

機構本部 372 件 尼崎保健所 113 件 

機構支部 92 件 泉佐野保健所 27 件 

合 計 604 件 

 

 

自己評価 
 

平成１７年度は、３月２０日に受付を開始し、３月末までに 604 件に及ぶ申請書・請

求書の受付を行った。また、環境大臣への判定の申出を行うため、提出書類の確認・整

理を迅速に行うよう努めた。 

 

今後は、環境省が行う医学的判定のための中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会

の意見をもとに、判定の申出に必要な資料、委員会等の運営上必要な資料の提示などを

協議し、判定の申出を行っていく予定である。また、あわせて判定の申出を行う事務処

理を手順化した執務マニュアルの作成を行っていくこととしている。 

 

なお、環境省は、医学的判定を行う石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会

を平成１８年度（４月１１日）に設置したところである。 
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参考データ名 
 

 

（資料－３８） 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行について 

（資料－３９） 認定申請・特別遺族弔慰金等請求書受付状況 

（資料－４０） 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求に係る認定状況 

（資料－４１） 医学的判定の状況 

（資料－４２） 石綿救済給付申請受付保健所等一覧 
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(3) 救済給付の支給 

 

【中期計画】 

① 救済給付の支給の請求について、執務マニュアルの作成により手続きの標準化

を図り、迅速かつ適正な審査、支給を行う。 

 

② 救済給付の支給を受けた石綿健康被害者及びその遺族等を対象に、救済給付の

支給に係る手続きや申請書類等の提出に係る意見等を把握するための調査を行い、

ニーズを把握するとともに、手続きの改善等を行うことにより、利便性の向上を

図る。 

 

【年度計画】 

救済給付の支給の請求について、手続きの標準化を図るため、執務マニュアルの

作成に向けて必要な検討を行う。 

 

 

 

平成１７年度業務実績 
  

平成１７年度は、３月２０日から申請等の受付を開始し、多数の申請書類等の提出が

あったことから、受付業務と書類の確認業務を行った。 

 

給付については、 

ア） 認定申請等の書類の受付・点検後、医学的判定を要するものは、環境大臣の医

学的判定結果をもとにした認定等の決定後の支給となる。 

 

イ） 特別遺族弔慰金等の請求（中皮腫）については、医学的判定を要しないが死亡

原因の確認が必要となる。 

個人情報の管理が厳しくなったことから、死亡診断書等を遺族が交付請求しても

公布されない。このため、遺族からの同意書を受け、機構が請求の対象となる者

（死亡した者）について法務局に死亡診断書等の提出を求め、指定疾病に起因した

死亡であることを確認し、給付決定した後の支給となる。 

 

このため、環境大臣への判定の申出及び法務局に対する死亡診断書の照会に向け

た準備を行うとともに、請求者の確認、請求内容の確認及び口座の確認等支給のた

めの準備を鋭意行った。 

 

 

自己評価 

 
  平成１７年度は、申請・請求された多数の申請等書類の受付を確実に行うとともに、

多数の電話相談や窓口相談に適正に対応した。 
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給付については、上記のとおり、医学的判定や死亡原因に係る法務局への照会後とな

るため、判定の申出や法務局への照会の準備を進めるとともに、支給に向けた手続きの

準備を着々と進めた。 

今後は、執務マニュアルの作成を行っていくとともに、同マニュアルに従い迅速かつ

適正な審査、支給を行っていく予定である。 
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(4) 申請者、請求者情報の管理 

 

【中期計画】 

申請者、請求者等の個人情報の保護を図るため、申請書類等の管理を厳重に行

うとともに、認定申請から給付に至る情報を管理するための情報処理システムを

構築する。 

 

【年度計画】 

申請者・請求者等の個人情報の保護を図るため、申請書類等の管理を厳重に行う

とともに、認定申請の情報を管理するための情報処理システムを構築する。 

 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

認定申請等書類は、鍵のかかる書庫に厳重に保管し、管理を行っている。 

また、認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書に係る情報を管理するための、第一段

階の情報処理システムの構築を進めたところである。 

 

＜第一段階の情報システムの開発・検討事項＞ 

項目 内容 

① 認定申請書及び特別遺族弔慰金等請

求書登録システムの開発 

認定申請書等に記載された情報の登録、受

付・点検等結果の登録 

② 医学的事項登録、判定申出一覧出力

に係るシステム化の検討 

診断書等記載事項の登録及び判定申出一覧

の出力等の検討 

③ 給付に係るシステム化の検討 給付の種類に応じた請求書等の記載事項の

登録内容及び個人口座の確認方法の検討 

 

なお、上記②医学的判定及び③給付に係るシステム化は、平成１８年度早期に実施

できるよう内容を検討し、判定の申出や給付の時期に稼動できるよう作業を進めた。 

 

 

自己評価 
 

個人情報を扱うことから、申請書等関係書類の管理・保管は厳重に行っている。また、

第一段階の情報処理システムの構築を進め、精力的に登録業務等を行い、情報の管理を

図っている。 

 

なお、情報システムについては、第一段階の情報システムの開発、運用と平行して詳

細設計を行い、平成１８年度中に本システムを稼動させる予定である。 
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Ⅲ 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画   
 
（１）  予算（人件費の見積含む。）  
（２）  収支計画 
（３）  資金計画 

 
【年度計画】 

(1) 予算  
① 総計 別表－１ 
② 公害健康被害補償予防業務勘定 別表－２ 
③ 石綿健康被害救済業務勘定            別表－３ 
④ 基金勘定 別表－４ 
⑤ 承継勘定 別表－５ 

(2) 収支計画 
① 総計 別表－６ 
② 公害健康被害補償予防業務勘定 別表－７ 
③ 石綿健康被害救済業務勘定            別表－８ 
④ 基金勘定 別表－９ 
⑤ 承継勘定 別表－１０ 

(3) 資金計画 
① 総計 別表－１１ 
② 公害健康被害補償予防業務勘定 別表－１２ 
③ 石綿健康被害救済業務勘定            別表－１３ 
④ 基金勘定 別表－１４ 
⑤ 承継勘定 別表－１５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



別表-1

（単位：百万円）

計画額 実績額 差額

[収入]

運営費交付金 2,668 2,668 0

国庫補助金 6,465 6,270 △194

その他の政府交付金 50,668 50,659 △9

都道府県補助金 2,000 2,131 131

長期借入金 14,500 500 △14,000

環境再生保全機構債券 5,000 4,998 △2

業務収入 80,630 92,303 11,673

受託収入 71 88 17

運用収入 1,701 1,660 △41

その他の収入 1,054 783 △270

前年度からの繰越金 320 923 603

計 165,076 162,982 △2,094

[支出]

業務経費 68,821 63,316 △5,506

公害健康被害補償予防業務経費 64,427 61,429 △2,998

　うち人件費 187 185 △2

石綿健康被害救済業務経費 154 150 △4

　うち人件費 4 3 0

基金業務経費 2,785 842 △1,943

承継業務経費 1,455 894 △561

　うち人件費 36 15 △21

受託経費 71 87 16

借入金償還 45,993 45,993 0

支払利息 6,003 5,608 △394

一般管理費 717 604 △113

人件費 1,339 1,218 △121

翌年度への繰越金 272 1,758 1,486

計 123,215 118,584 △4,632

平成17年度計画予算（総計）

区分
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別表-2

(公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

[収入]

運営費交付金 582 582 0

国庫補助金 57 34 △22

その他の政府交付金 11,905 11,896 △9

業務収入 51,438 48,342 △3,096

受託収入 71 88 17

運用収入 1,467 1,470 2

その他の収入 9 166 157

前年度からの繰越金 53 72 20

計 65,582 62,649 △2,932

[支出]

業務経費

公害健康被害補償予防業務経費 64,427 61,429 △2,998

　うち人件費 187 185 △2

承継勘定へ繰入 10 10 0

受託経費 71 87 16

一般管理費 306 258 △49

人件費 677 648 △30

翌年度への繰越金 87 96 9

計 65,579 62,528 △3,050

別表-3

(石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

[収入]

政府交付金 38,763 38,763 0

その他の収入 0 0 0

計 38,763 38,763 0

[支出]

業務経費 154 150 △4

石綿健康被害救済業務経費 154 150 △4

　　うち人件費 4 3 0

計 154 150 △4

区分

区分
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別表-4

(基金勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

[収入]

運営費交付金 1,023 1,023 0

国庫補助金 2,000 2,000 0

都道府県補助金 2,000 2,131 131

運用収入 233 190 △43

その他の収入 1,015 54 △961

前年度からの繰越金 126 206 80

計 6,398 5,604 △794

[支出]

業務経費

基金業務経費 2,785 842 △1,943

一般管理費 120 121 0

人件費 198 176 △22

翌年度への繰越金 44 322 278

計 3,147 1,460 △1,687

別表-5

(承継勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

[収入]

運営費交付金 1,063 1,063 0

国庫補助金 4,408 4,236 △172

長期借入金 14,500 500 △14,000

環境再生保全機構債券 5,000 4,998 △3

業務収入 29,192 43,961 14,769

公害健康被害補償予防業務勘定より受入 10 10 0

その他の収入 29 564 534

前年度からの繰越金 141 645 504

計 54,344 55,976 1,632

[支出]

業務経費

承継業務経費 1,455 894 △561

　うち人件費 36 15 △21

借入金償還 45,993 45,993 0

支払利息 6,003 5,608 △394

一般管理費 290 225 △64

人件費 464 395 △69

翌年度への繰越金 141 1,339 1,198

計 54,345 54,455 110

（注）総計および各勘定における各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

区分
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別表-6

（単位：百万円）

計画額 実績額 差額

費用の部 89,753 94,109 4,356

経常費用 83,975 88,481 4,506

公害健康被害補償予防業務経費 64,310 60,857 △3,453

石綿健康被害救済業務費 86 105 19

基金業務経費 2,782 740 △2,041

承継業務経費 14,202 21,400 7,197

一般管理費 2,552 5,338 2,786

減価償却費 43 41 △2

雑損 - 0 0

財務費用 5,777 5,627 △150

臨時損失 1 1 1

収益の部 89,905 95,361 5,456

経常収益 89,904 94,734 4,830

運営費交付金収益 2,768 1,801 △966

国庫補助金収益 57 34 △22

その他の政府交付金収益 12,030 12,001 △29

PCB基金預り金取崩し益 1,761 37 △1,724

受託収入 71 83 12

業務収入 64,630 68,820 4,190

運用収入 1,701 1,664 △36

その他の収益 1,039 4,313 3,274

財務収益 5,848 5,980 132

臨時利益 1 627 626

純利益 152 1,253 1,100

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 152 1,253 1,100

平成17年度収支計画（総計）

区分
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別表-7

(公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

費用の部 65,522 62,445 △3,077

経常費用 65,521 62,444 △3,077

補償業務経費 63,102 59,884 △3,218

予防業務経費 1,208 1,053 △154

一般管理費 1,172 1,474 302

減価償却費 39 32 △7

雑損 - 0 0

臨時損失 1 1 △1

収益の部 65,557 62,526 △3,031

経常収益 65,556 61,899 △3,657

運営費交付金収益 599 531 △68

国庫補助金収益 57 34 △22

その他の政府交付金収益 11,905 11,896 △9

業務収入 51,438 47,715 △3,723

受託収入 71 83 12

運用収入 1,467 1,470 2

その他収入 16 10 △6

財務収益 3 3 0

雑益 - 157 157

臨時利益 1 627 626

純利益 35 82 47

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 35 82 47

別表-8

(石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

費用の部 86 105 19

経常費用 86 105 19

石綿健康被害救済業務費 86 105 19

減価償却費 0 0 0

収益の部 126 105 △21

経常収益 126 105 △21

補助金等収益 125 105 △20

その他の収益 0 0 0

純利益 39 0 △39

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 39 0 △39

区分

区分
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別表-9

(基金勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

費用の部 3,105 1,138 △1,967

経常費用 3,105 1,138 △1,967

基金業務経費 2,782 740 △2,041

　  地球環境基金業務費 982 704 △278

　  ポリ塩化ビフェニル廃棄処理業務費 1,761 37 △1,724

　  維持管理積立金業務費 39 0 △39

一般管理費 322 396 75

減価償却費 1 1 0

雑損 - 0 0

臨時損失 - 0 0

収益の部 3,113 1,138 △1,975

経常収益 3,113 1,138 △1,975

運営費交付金収益 1,105 905 △200
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預り金取崩益 1,761 37 △1,724

地球環境基金運用収入 194 195 0

維持管理積立金運用収入 39 0 △39

寄付金収益 10 0 △10

資産見返負債戻入 1 1 0

雑益 2 0 △2

純利益 8 0 △8

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 8 0 △8

別表-10

(承継勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

費用の部 21,040 30,502 9,462

経常費用 15,263 24,875 9,612

承継業務費 14,202 21,400 7,197

一般管理費 1,058 3,467 2,409

減価償却費 3 8 5

財務費用 5,777 5,627 △150

雑損 - 0 0

収益の部 21,110 31,673 10,563

経常収益 21,110 31,673 10,563

運営費交付金収益 1,063 365 △698

割賦譲渡元金収入 13,191 21,115 7,924

資産見返負債戻入 981 72 △908

財務収益 5,845 5,977 132

雑益 29 4,143 4,113

純利益 70 1,171 1,101

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 70 1,171 1,101

（注）総計および各勘定における各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

区分
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別表-11

（単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 214,811 246,503 31,691

業務活動による支出 78,419 71,126 △7,293

投資活動による支出 2,710 67,525 64,815

財務活動による支出 61,593 46,012 △15,580

翌年度への繰越金 72,089 61,839 △10,250

資金収入 214,811 246,503 31,691

業務活動による収入 142,937 159,631 16,694

運営費交付金収入 2,668 2,668 0

国庫補助金収入 6,465 4,272 △2,192

その他の政府交付金収入 50,668 50,660 △8

都道府県補助金収入 2,000 6,131 4,131

業務収入 76,774 91,361 14,587

受託収入 71 182 111

運用収入 1,707 1,704 △3

その他の収入 2,584 2,652 68

投資活動による収入 2,642 51,079 48,437

財務活動による収入 35,100 5,512 △29,588

前年度よりの繰越金 34,132 30,281 △3,851

平成17年度資金計画（総計）

区分
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別表-12

(公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 80,693 128,255 47,561

業務活動による支出 65,542 62,592 △2,950

投資活動による支出 2,642 62,309 59,667

財務活動による支出 0 0 0

翌年度への繰越金 12,509 3,354 △9,155

資金収入 80,693 128,255 47,561

業務活動による収入 61,679 62,017 338

運営費交付金収入 582 582 0

国庫補助金収入 57 36 △20

その他の政府交付金収入 11,905 11,897 △8

業務収入 47,582 47,661 79

受託収入 71 182 111

運用収入 1,474 1,476 2

その他の収入 9 183 174

投資活動による収入 2,642 49,655 47,013

財務活動による収入 0 0 0

前年度よりの繰越金 16,372 16,583 211

別表-13

(石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 38,763 38,814 51

業務活動による支出 85 48 △38

投資活動による支出 68 39 △29

翌年度への繰越金 38,609 38,727 118

資金収入 38,763 38,814 51

業務活動による収入 38,763 38,814 51

政府交付金収入 38,763 38,763 0

その他の収入 0 51 51

区分

区分
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別表-14

(基金勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 24,254 17,906 △6,349

業務活動による支出 4,590 1,147 △3,443

投資活動による支出 0 5,171 5,171

財務活動による支出 0 0 0

翌年度への繰越金 19,664 11,587 △8,077

資金収入 24,254 17,906 △6,349

業務活動による収入 7,802 9,248 1,445

運営費交付金収入 1,023 1,023 0

国庫補助金収入 2,000 0 △2,000

都道府県補助金収入 2,000 6,131 4,131

運用収入 233 228 △5

その他の収入 2,546 1,865 △680

投資活動による収入 0 1,400 1,400

財務活動による収入 0 14 14

前年度よりの繰越金 16,452 7,244 △9,208

別表-15

(承継勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 71,111 61,614 △9,497

業務活動による支出 8,212 7,425 △786

投資活動による支出 0 5 5

財務活動による支出 61,593 46,012 △15,581

次年度への繰越金 1,306 8,171 6,865

資金収入 71,111 61,614 △9,497

業務活動による収入 34,702 49,638 14,935

運営費交付金収入 1,063 1,063 0

国庫補助金収入 4,408 4,236 △172

債権回収からの収入 29,192 43,700 14,508

その他の収入 29 629 599
公害健康被害補償予防業務勘定からの受入 10 10 0

投資活動による収入 0 24 24

財務活動による収入 35,100 5,498 △29,603

前年度よりの繰越金 1,308 6,454 5,146

（注）総計および各勘定における各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分
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（４） 承継業務に係る債権・債務の適切な処理  
 

【中期計画】 

破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権のうち、会社更生法・民事再

生法に基づく計画認可の決定、商法に基づく整理計画の決定、銀行取引停止処分、解

散・清算・事業閉鎖に至ったものその他財務状況からみて返済確実性の認められない債

権について迅速に償却処理を行う。 

また、以下のとおり債権管理回収業務を積極的に推進する。 

① 返済慫慂 

財務状況から見て返済確実性があると認められるにもかかわらず、返済に問題があ

るものに対しては、債権回収専門会社（サービサー）への外部委託も含め厳正に返済

を慫慂し、回収を強力に促進する。 

② 法的処理 

破産更生債権及びこれに準ずる債権について法的処理を厳正に進めるとともに、貸

倒懸念債権については、引き続き返済猶予の認定を厳格に行い、その上で法的処理が

適当と認められるものについては、期限の利益を喪失させ、実態に応じて担保処分等

を積極的に推進する。 

③ 債権分割 

特定の組合員企業の破綻などにより組合全体として債務返済に困難をきたしている

中小企業組合について、健全な組合員からの回収を早期に行う等により、回収額を最

大化できると認められる場合には、債権分割により回収を行う。 

 

上記①～③の方法等により、中期目標期間中に正常債権以外の債権（平成１６年度期

首見込約９００億円）から２００億円を上回る回収を見込む。 

上記の処理に加え、経費削減、債券発行による資金調達及び回収努力等の最大限の自助

努力を行うことを前提として、繰越欠損金のうち承継業務に係る元本債権の貸倒引当金

相当額（１６年度期首見込約３６０億円）の解消に必要な補助金が、中期目標期間、次

期中期目標期間の１０年間で、できる限り平準的な額として、予算の定めるところによ

り交付されることを見込んでいる。 

また、未収利息のうち回収不能額の償却処理に伴い発生する繰越欠損金（１６年度期首

見込約３４億円）については、中期目標期間中に解消を図ることとして上記補助金と合

わせ、予算の定めるところにより交付されることを見込んでいる。 

 

【年度計画】 

破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権のうち、会社更生法・民事再

生法に基づく計画認可の決定、商法に基づく整理計画の決定、銀行取引停止処分、解

散・清算・事業閉鎖に至ったものその他財務状況からみて返済確実性の認められない債

権について迅速に償却処理を行う。 

また、以下のとおり債権管理回収業務を積極的に推進する。 

① 返済慫慂 

財務状況から見て返済確実性があると認められるにもかかわらず、返済に問題があ

るものに対しては、債権回収専門会社（サービサー）への外部委託も含め厳正に返済

を慫慂し、回収を強力に促進する。 
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② 法的処理 

破産更生債権及びこれに準ずる債権について法的処理を厳正に進めるとともに、

貸倒懸念債権については、引き続き返済猶予の認定を厳格に行い、その上で法的処

理が適当と認められるものについては、期限の利益を喪失させ、実態に応じて担保

処分等を積極的に推進する。 

③ 債権分割 

特定の組合員企業の破綻などにより組合全体として債務返済に困難をきたしている

中小企業組合について、健全な組合員からの回収を早期に行う等により、回収額を

最大化できると認められる場合には、債権分割により回収を行う。 

 

上記①～③の方法等により、平成１７年度中に正常債権以外の債権から４０億円を

上回る回収を見込む。 

上記の処理に加え、経費削減、債券発行による資金調達及び回収努力等の最大限の

自助努力を行うことを前提として、承継業務に係る元本債権の貸倒引当金相当額等の補

てんに必要な補助金が、４０億円交付されることを予定している。 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）償却処理状況 

破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権のうち返済確実性の認められ

ない債権に係る償却処理状況 

 

平成１７年度貸倒償却額   約３２億円（平成１６年度約４７億円） 

 

破産更生債権に準ずる債権及び貸倒懸念債権のうち、返済確実性の認められない債権

（実質破綻先債権）について、より迅速な償却処理を実施するために、貸倒償却基準の

運用を見直した。 

具体的には、倒産等の形式破綻には至っていないものの、以下の基準に該当し、保証

人弁済も見込めない債権を返済確実性のない債権として直接償却を行った。 

この結果、実質破綻先の直接償却１０億円を行った。 

＜基準＞ 

期限の利益を喪失しており、今後、合理的な経営改善計画等の提出が見込めない等の

理由から期限の利益を再付与する見込みがない債権であり、①から④のいずれかに該当

する債権 

 ① 債務超過が２年以上続いている 

 ② 経常損益で赤字が２年以上続いている 

③ 弁済額が機構債権の発生利息にも満たない 

④   弁済額を全額元金充当したとしても、機構債権の当初の返済期間（１５年若し

くは２０年）を超える 

 

２）正常債権以外の債権からの回収状況 

① 返済慫慂による回収状況（法的処理、債権分割によるものを除く） 
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債務者の財政収支状況等を詳細に分析し、実行可能な再建計画に基づきねばり強く

返済額の増額交渉を行った。 

 

＜具体例１＞ 

経営状況の悪化から資金不足に陥ったため、償還猶予を継続して認めてきた債務者

（廃棄物処理業者）から、償還猶予した元金の償還期限を延長して欲しいという要望

があった。 

しかし、内容を検討したところ、経営状況も好転してきたこともあり、安易な期限

延長を認めず取引先金融機関に対し借換を積極的に働きかけるとともに、債務者へも

強く返済慫慂を行った結果、残債権の一括返済により約５１億円を回収した。 

 

＜具体例２＞ 

長期間延滞している協同組合の組合員企業（自動車整備業）に対し、親会社である

大企業の支援による一括返済を強く慫慂した結果、約６億円を回収した。 

 

返済慫慂による回収額   約８２億円㋐ （平成１６年度約５０億円） 

 

② 法的処理の進捗状況及び回収状況 

債権の保全を図るとともに、回収の極大化のために、迅速かつ毅然とした態度で法

的処理を行った。 

 

＜具体例１＞ 

長期間延滞している債務者（配管業）が、建設譲渡事業の譲渡施設である自社工場を

賃貸して賃料収入を得ていた。しかし、延滞解消のための機構への返済に充てず、再三

にわたる当方の働きかけに誠意を見せないだけでなく、自己破産を申し立てる準備に入

った。この債務者に対し、賃料収入を差押えることにより債権保全を図るとともに回収

した（賃料収入１．５百万円／月）。 

 

＜具体例２＞ 

長期間延滞しているにもかかわらず、返済に誠意をみせない協同組合に対して支払履

行を求める訴訟を提起し係争中である。そのうちの組合員企業１社（自動車整備業）と

部分和解が成立し、約１億円を回収した。 

 

法的処理による回収額    約２億円㋑ （平成１６年度約５億円） 

 

（参考）法的処理状況 

 

 

 

平成１７年度

期首係属案件 

 

平成１７年度

新規案件 

 

平成１７年度

処分終了案件 

 

平成１７年度末 

係属案件 

 

法的処理 

 

１８件 

 

１０件 

 

１２件 

 

１６件 

 

③ 債権分割の進捗状況及び回収状況（法的処理によるものを除く） 
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債権分割とは、協同組合債務の連帯保証人である組合員企業の連帯保証を免除する

一方で組合員企業ごとに自社持分に応じた債務を引き受けさせるものである。 

特定の組合員企業が破綻等に至った場合、他の組合員企業の連鎖倒産やモラルハザ

ードのおそれが生じる。これを回避し機構に回収上有利と認められる場合に行ってい

る。 

債務者との間で、債権分割後の返済計画等の協議がまとまらず、機構発足以前から債

権分割を検討していたものの債権分割が実現しなかった事案について、何回もねばり強

く交渉した結果、平成１７年度で４組合（平成１６年度５組合）の分割を実施すること

ができた。（平成１７年度末債権分割先累計は２７組合） 

 

債権分割先からの回収額   約６６億円㋒ （平成１６年度約５６億円） 

 

以上の３項目による正常債権以外の債権の回収状況（回収努力） 

 

合計（㋐＋㋑＋㋒）     約１５０億円 （平成１６年度約１１１億円） 

 

（参考）正常債権以外の債権からの回収額の要因分析 

（単位：億円） 

 平成１６年度 平成１７年度 

回収努力額      a １１１ １５０ 

繰上償還額    b（注

１） 
２７ ３６ 

計画後発生分 c （注２） １５ ８ 

償還猶予分 d （注３） ０ ５１ 

 

 

 

 上記特殊要因を除いた 

実回収額 a―b―c―d 
６９ ５５ 

 

（注１）中期計画策定時には将来にわたって返済を見込んでいた債権の前倒し返済額 

（注２）中期計画策定時には「正常債権」であったが、その後、新たに「正常債権以外の

債権」となった債権からの回収額 

(注３) 償還猶予を継続して認めてきた債務者から、償還猶予した元金の一括返済は困

難なため償還期限を延長して欲しいという要望があったが、経営状況も好転してき

たこともあり、安易な期限延長を認めず取引先金融機関に対し借換を積極的に働き

かけるとともに、債務者へも強く返済慫慂を行った結果、残債権の一括返済により

残債権を一括回収した回収額 

 

３）補助金交付状況 

 平成１７年度において債権管理回収業務補助金４０億円が予定どおり交付された。 

 

自己評価 
 

貸倒償却額は、実質破綻先の直接償却を加え、約３２億円の償却処理を行った。 

正常債権以外の回収額は年度計画４０億円に対して約１５０億円の回収を達成した。 

ただし、この中には以下のような特殊要因がある。 



第２章 業 務 実 績 
Ⅲ 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画 

 99

① 中期計画策定時には将来にわたって返済を見込んでいた債権の前倒し返済額 

② 中期計画策定時には「正常債権」であったが、その後、新たに「正常債権以外の

債権」となった債権からの回収額 

③ 経営状況の悪化から資金不足に陥ったため、償還猶予を継続して認めてきた債務

者から、償還猶予した元金の一括返済は困難なため償還期限を延長して欲しいとい

う要望があった。 

しかし、内容を検討したところ、経営状況も好転してきたこともあり、安易な期

限延長を認めず取引先金融機関に対し借換を積極的に働きかけるとともに、債務者

へも強く返済慫慂を行った結果、残債権を一括回収した回収額 

 

なお、中期目標期間の５年間の後ろの年になるほど回収困難な事案が残ることから、

今後とも中期計画の達成に向け回収努力を続けることが肝要と考えている。 
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Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

【中期計画】 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、単年度

26,000 百万円とする。 

 

【年度計画】 

平成１７年度において、一時的な資金不足等が発生した場合、その対応のための短期

借入金の限度額は、単年度 26,000 百万円とする。 
 

 

平成１７年度業務実績 

 

・短期借入金の借入状況 

平成１７年度における短期借入金については、平成１７年５月２４日から平成

１７年１２月２２日までの間に最大 4,800 百万円を借入した。 
 

（ 参 考 ） 

借  入  期  間 借入金額（百万円） 

平成１７年 ５月２４日～平成１７年 ６月２３日 ４，８００ 

平成１７年 ６月２３日～平成１７年 ７月２２日 ４，６００ 

平成１７年 ７月２２日～平成１７年 ８月２２日 ３，２００ 

平成１７年 ８月２２日～平成１７年 ９月２１日 ２，７００ 

平成１７年１１月２４日～平成１７年１２月２２日 ４，０００ 

 

自己評価 

 

資金の計画的、機動的な管理に努め、最大限 4,800 百万円の短期借入を行うことに

より、年４回の財投借入金等の償還を円滑に実施した。 

その結果、単年度 26,000 百万円の限度額に対し、借入実績は最大 4,800 百万円であ

り、限度額の範囲内の執行となった。 



第２章 業 務 実 績 
Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

 101

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 
 
【中期計画】 
重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 
【年度計画】 
重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 
 
 

平成１７年度業務実績 
 
平成１７年度は、該当なし。 

 
 
 
 
 
 
自己評価 
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Ⅵ 剰余金の使途 
 
【中期計画】 
・ 公害健康被害予防事業の充実及びその推進に係る電子化、機器整備 
・ 地球環境基金業務における助成事業・振興事業の充実、資料の電子化等業務の改善 
・ 債権管理回収業務に係る経費 
・ 人材育成及び広報の充実 

 
【年度計画】 
・ 公害健康被害予防事業の充実及びその推進に係る電子化、機器整備 
・ 地球環境基金業務における助成事業・振興事業の充実、資料の電子化等業務の改善 
・ 債権管理回収業務に係る経費 
・ 人材育成及び広報の充実 

 
 

平成１７年度業務実績 
 
平成１７年度において剰余金の執行はなかった。 
 
なお、公害健康被害予防事業費（知識普及費、研修費及び予防情報提供事業費）

について競争契約の実施により約２５百万円の業務の効率化が図られた。 
（Ⅰ（２）参照） 

 
 

 
 
自己評価 
 
（公害健康被害予防事業費の効率化により約２５百万円を剰余金とし、平成１８年

度以降、同事業の充実等に使用していくこととしたい。） 
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Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する計画 

（１） 施設及び設備に関する計画 

 

【中期計画】 

 なし 

 

【年度計画】 

 なし 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

 なし 

 

 

 

 

自己評価 
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（２） 人事に関する計画 

① 人員配置、職員の業績評価及び人材育成 

 

【中期計画】 

職員の適性を的確に把握し、適材適所に応じた人員配置を行う。また、各業務、事業

毎に定める目標を達成するために職員一人ひとりの意識の向上を図るとともに成果に応

じた業績を適正に評価する。 

また、業務上必要な研修を積極的に行うとともに、外部で行われる各種の研修にも積

極的に参加させ、職員の能力開発を図るなど、業務上必要な知識・技術の向上を支援す

る。 

 

【年度計画】 

職員の適性を的確に把握し、適材適所に応じた人員配置を行う。また、各業務、事業

毎に定める目標を達成するために職員一人ひとりの意識の向上を図るとともに成果に応

じた業績を適正に評価する。 

また、業務上必要な研修を積極的に行うとともに、外部で行われる各種の研修にも積

極的に参加させ、職員の能力開発を図るなど、業務上必要な知識・技術の向上を支援す

る。 

 

平成１７年度業務実績 

 

１）適材適所に応じた人員配置 

ア）①職員に対する人事関係意向等調査、②新人事評価制度による業務計画表、業績評

価、発揮能力評価及び能力開発計画書、③各部管理職へのヒアリング、④個々の職員

の人事データを基に、職員の適性や勤務状況を把握した。 

 

イ）これらを総合的に勘案し、適材適所に応じた人員配置に努めた（異動者数４２名 う

ち石綿健康被害救済部発足に伴い１４名異動）。 

   特に、新たに実施することとなった石綿健康被害救済業務については、機構の限ら

れた人員の中、極めて短期間に大部分の職員が既存業務と兼務（併任）により、制度

発足のための準備を可能な限り実施した。 

 

２）新たな人事評価制度の導入 

ア）平成１６年度に基本設計を行った新たな人事評価制度について、平成１７年度より、

試験運用を実施した。 

 

イ）制度の趣旨、内容を周知徹底し、評価基準の統一を図るため、全ての職員に対して

研修を実施した。 

 

ウ）新制度では、各部門の目標と個々の職員の業務計画を作成することとし、職員一人

ひとりの意識の向上を図った。 
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エ）上司と部下の間で面談を行った上で、業績評価（業務計画に対する達成度を評価）

及び発揮能力評価（職務遂行上必要とされる能力の発揮度を評価）を行い、その結果

を賞与に反映させた。 

 

３）研修の実施 

職員研修計画に基づき、人事評価制度等の内部研修のほか、各種外部研修に職員を積

極的に参加させた。《研修実績：２５講座４０８人》 

 

外部研修    ２２講座  ４３人 

（前年度     １８講座  ３３人）  

内部研修    ３講座   ３６５人 

（前年度    １講座   ４０人） 

 

 

自己評価 

 

１) 職員に対する調査、人事評価、管理職へのヒアリング等により、職員の適性や勤務状

況を把握の上、できる限り適材適所に応じた人員配置を行った。 

 

２）新人事評価制度の試験運用の実施により、職員一人ひとりの意識の向上を図るととも

に、評価結果を賞与に反映し、平成１８年度からの本格運用につなげることができた。 

 

３）研修に職員を積極的に参加させ、業務上必要な知識・技術の向上を支援することがで

きた。 

 

 

 

参考データ名 
 

（資料－４３） 業務計画表及び発揮能力評価表 

（資料－４４） 平成１７年度職員研修実績 
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② 人事に関する指標 
 

【中期計画】 

業務運営の効率化を図るとともに、機構が十分な役割を果たすことができるよう業務

の改善・見直しを進めることにより、石綿健康被害救済業務に従事する職員を除き、期

末の常勤職員数を期初の８割以下とする。 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）に基づき、石綿健

康被害の迅速な救済を図るため、組織体制を整備し業務を推進する。 

なお、石綿健康被害救済業務の制度発足時において必要な４９人のうち５人について

既存業務の合理化による削減をもって充てるとともに、平成１９年度以降見込まれる拠

出金の徴収に係る業務に必要な人員については、内部管理業務も含めた業務の合理化に

よる削減をもって充てるものとする。  

また、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定を踏まえ、平成１

８年度以降の５年間における人員の５％以上の削減については、今中期計画期間中にお

いて達成する。 

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る。 

 

（参考１） 

期初の常勤職員数１３１人（内運営費交付金職員数１０４人） 

石綿健康被害救済業務の追加に伴い増員した常勤職員数４４人 

期末の常勤職員数の見込み１４６人（内運営費交付金職員数８６人） 

 

（参考２） 

中期目標期間中の人件費総額見込み ７，０２０百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相

当する範囲の費用である。 

 

【年度計画】 

期初の常勤職員数 １１４人 

石綿健康被害救済業務の追加に伴い増員した常勤職員数 ４人 

平成１７年度中に２人削減予定 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）平成１７年度中に１１４人であった常勤職員数を、平成１８年４月１日に１１２人と

し、２人削減（石綿健康被害救済業務を除く。）した。 

 

２）石綿健康被害救済業務の実施のため、平成１８年３月に石綿健康被害救済部を設置し

た。 

また、平成１８年４月以降に必要となる要員の確保のため、職員の新規採用の手続き

を実施した。 
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３）国家公務員の給与構造改革を踏まえた俸給表の改定等給与体系の見直しについて検討

を進めた。 

 

 

自己評価 
 

年度計画における平成１７年度中に２人の常勤職員を削減するとしていたところを、達

成することができた。 

また、石綿健康被害救済業務の実施のため、部を設置し体制を整備することができた。 
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（３）積立金の処分に関する事項 

 

【中期計画】 

 なし 

 

【年度計画】 

 なし 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

 なし 

 

 

 

 

自己評価 
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（４） その他中期目標を達成するために必要な事項 

 

【中期計画】 

緑地整備関係建設譲渡事業については、大気汚染対策や地球温暖化対策などの環境保

全効果の高い緑地、施設の整備を適切に実施していくとともに、進行を適切に管理し、

譲渡契約に基づき、終了予定年度（平成１７年度）内に現在実施中の事業の施設整備を

終了させる。 

 

【年度計画】 

緑地整備関係建設譲渡事業については、環境保全効果の高い緑地、施設の整備を適切

に実施するとともに、静岡（富士）地区大気汚染対策緑地について、譲渡契約に基づ

き、施設整備を終了させるよう適切に進行管理を行う。 

 

 

平成１７年度業務実績 
 

１）建設譲渡事業実施状況 

緑地整備関係建設譲渡事業については、平成１７年度計画のとおり、環境保全効果の

高い緑地、施設の整備を適切に実施するとともに、静岡（富士）地区大気汚染対策緑地

について、譲渡契約に基づき、施設整備を終了させるよう適切に進行管理を行ったが、

第２東名自動車道の工事の遅れにより、その高架下に相当する部分の公園整備を一部繰

越して行うことになった。なお、完成部分は、随時、富士市へ譲渡しており、平成１７

年度末現在、約４.１haを完成させた。詳細は、以下のとおり。 

 

                             注）平成１６年度繰越額２７１百万円を含む 

 

２）静岡（富士）地区大気汚染対策緑地の特徴 

・第２東名自動車道等による大気汚染に対処する緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業区分 事業名 譲渡先
事業
面積
（ha）

事業年度
  譲渡
契約額
(百万円)

平成17年
度事業費
（百万円）

事業の
進捗

大気汚染対策緑地
静岡(富士)
地区

富士市 6.8
H10～
H18

8,864 668注） 継続

① 多目的広場より富士山を望む ② 第２東名自動車道 
  高架下緑地整備（繰越工事）区
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自己評価 
 

完成した部分では、富士建設事務所主催の地域住民参加による植樹祭が開催され、約１

００名の参加があった。この植樹祭は、平成１４年度に「どんぐりの里親募集」というこ

とで、公園近くの雑木林でどんぐり拾いを行い各自育てた苗木約２５０本を持ち寄り植樹

したもので、新聞等でも大きく報道された。 

また、工事途中で発生した富士山の噴火に由来する溶岩（入山瀬溶岩流）を撤去せずに

環境教育用として見本展示するなど、施工上の工夫を行った。 

なお、当公園では、地域の団体の長（区長会、生涯学習推進会、花の会、ＰＴＡ会等）

及び事業者からなる事業懇話会を設置して、ワークショップ方式により地域住民の意見を

反映させながら事業を進めてきており、利用者も年々増加し、地元からも平成１８年度の

完成に大きな期待が寄せられている。 

 

 

参考データ名  
 

（資料－４５） 静岡（富士）地区大気汚染対策緑地建設事業の概要 

③ 利用風景（多目的広場） ④ 植樹祭 

⑤ 出土した溶岩の展示 




