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平成２２年８月 

国土交通省独立行政法人評価委員会 

 



 

平成２１年度業務実績評価調書：日本高速道路保有・債務返済機構 
 

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２１年度計画   

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 

・業務や組織の在り方について継続的に点検

を行い、機動的に見直しを行う 

①法人の権限及び責任の明確化、透明性及び

自主性の向上等に対応した組織の整備 

②社会経済情勢の変化に対し機動的に対応で

きる組織の整備 

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 

・必要最小限の組織として設置した総務部、

経理部、企画部、関西業務部の４部により、

組織運営の効率化に努める。 

・独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年

12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、経過的

に東京都に置かれている主たる事務所の神

奈川県への早期移転について、経済合理性

等の観点から総合的に勘案し、検討を進め

る。 

 

Ａ 

 

 

 

 

・組織及び人員のスリム化が高いレベルで

達成されつつある。 

 

・管理職の一部見直しは評価できるが、主

たる事務所の移転について次年度への

課題とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務リスクの管理 

①� 社との協定の締結に当たっては、金利、

交通量、経済動向等の見通しについて最

新の知見に基づき検討し、適正な品質や

管理水準の確保を前提に、高速道路の新

設等の内容、貸付料の額及び貸付期間、

会社が徴収する料金の額及びその徴収期

間、会社から引き受けることとなる債務

の限度額等を定める。 
 

２ 業務リスクの管理 

 

 

 

 

 

─ 

 

 

 

 

 

 

 

─ 

  

②債務返済の見通しについて定量的に把握す

ることを通じて適切な債務の残高の管理に

努める。社会経済情勢の変化に対応して協

定を変更する必要があるとき又は業務等の

適正かつ円滑な実施に支障が生ずるおそれ

がある場合、必要に応じて協定を変更。 

①� 左 

 

Ａ 

・金利、交通量等の変動を常時注視すると

ともに計画実績対比により、債務返済の

見通しを把握するよう努めている。 

 

・協定の変更等について検討に着手したこ

とは評価。検討結果については、来年度

以降とされている。 

 

 

 経済危機や高速道路制度の

変革など変動要因が多数存在

する中で、また協定締結時の高

い透明性が要請される中で、よ

りきめ細かいモニタリングと

機敏な対応が従来にもまして

必要とされている。 

 

 １



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

③債務返済に係る借換資金の安定的確保や金

利コストの低減のため、調達の多様化など、

適切な措置を講ずる。 

 

②同左 

 

Ｓ 

・低金利という時代の追い風を受けてでは

あるが、高いレベルでの金利費用削減が

達成されていて評価できる。 

 

・今年度も、金利コストの低減に取り組む

と共に、市況の悪い中で、借換資金を安

定的に確保している。 

 

・資金調達の多様化に著しく努力されて多

大な成果を上げられたことは、高く評価

すべきと考える。 

  

 

 

３ 業務コストの縮減 

・外部委託の活用等により業務運営全体の効

率化を推進するとともに、安定的に低利で

の資金調達を行うことにより業務コストを

可能な限り縮減。 

 

・一般管理費については、平成 21 年度に平

成 17 年度年間換算額と比較して４％を上

回る削減。 

３ 業務コストの縮減 

・同左 

 

 

 

 

 

・同左 

 Ｓ 

 

・ともするとルーズになりがちな一般管理

費を大幅にコスト縮減されたことは評

価に値する。 

 

・一般管理費の削減は評価できる。 

賢い選択と重点化のために

は、正確な状況把握が必要であ

り、そのための調査研究の重要

性は論を待たない。短期的には

削減しやすい費目であるが、中

長期的にも効果的効率的な業

務遂行に支障とならないよう

に配慮していただきたい。 

 

一般管理費よりも調査研究

費が大きく削減されているこ

とが気になる。 

   

 一般管理費の前年度対比が

不明であるが、今年度に画期的

な削減率を達成したとは考え

られない。 

４ 積極的な情報公開 

①財務内容の公開 

・財務諸表等を積極的に公開。 セグメント

情報について可能な限り詳細に示す。 

 

・債券説明書をホームページに掲載。 

 

４ 積極的な情報公開 

①財務内容の公開 

・財務諸表等を公開。セグメント情報もホー

ムページに掲載。 

 

・同左 
Ａ 

 

 

・透明性確保のために重要な事項である。

財務諸表などをはじめ、多種のデータが

分かりやすく公開されていて、高く評価

できる。 

 

・開示のやり方や内容についてわかりやす

さの観点から工夫に努めていることは

評価できる。 

 

 

投資家から見て、セグメント

別に出すことはよい。特に投資

家に向けて、セグメント別に出

すことは有用な情報であり、ひ

いては有利な資金調達にもつ

ながる。 

 ２



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

②資産の保有及び貸付状況の公開 

・道路資産の内容について、国民に提供でき

る環境を整備。 

②資産の保有及び貸付状況の公開 

・ホームページで公開している「道路資産の

保有及び貸付状況」を更新。 

 
Ａ 

 

 

・ＨＰにより随時更新されたデータが公表

されている。 

 

・開示のやり方や内容についてわかりやす

さの観点から工夫に努めていることは

評価できる。 

 

 

 

③債務の返済状況の公開 

・債務返済の計画と実績の対比等の情報を分

析等を含め公表。 

③債務の返済状況の公開 

・同左 

 

Ａ 

 

・必要データが路線毎に公表され、目的を

高いレベルで達成している。 

             

・開示のやり方や内容についてわかりやす

さの観点から工夫に努めていることは

評価できる。 

 

 

 

④債務返済の見通しの根拠の公開 

・債務返済の見通し（金利、交通量、収入、

経済動向等）を公表。 

 

 

－ ─  

 

⑤費用の縮減状況等の公開 

・新設等に関する債務引受額、コスト縮減額、

助成額等を公表。 

・会社が行う管理費用の縮減の内容、利便性

の向上の指標を公表。 

④費用の縮減状況等の公開 

・同左 

 

 

・同左 

Ａ 

・平成２０年度に完了した事業は、コスト

縮減額と理由、継続中事業は、債務引受

限度額と債務引受額の差額の理由を公

表している。 

  また、助成金の交付額と共に、ホーム

ページにて公表している。 

 

・経営努力の有り様やインセンティブなど

について、必要データが事業毎に公表さ

れ、目的を高いレベルで達成している。

 

・アウトカム指標の実績等の公表は評価で

きる。 

 

 

 

 ３



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

⑥評価及び監査に関する事項 

・年度業務実績評価、政策評価等について情

報提供 

 

⑤評価及び監査に関する事項 

・同左 

Ａ 

 

・外債発行に対応するものであるが、英語

版の計算書類のＨＰでの公表等は評価

できる。 

 

・必要データが公表され、目的を高いレベ

ルで達成している。 

 

 

⑦ホームページ等の充実 

・内容を充実し、価値のある情報の提供を行

う。英語版を公開し、迅速な更新に努める。 

・平成 21 年度のアクセス件数を設立後１年

間の件数と比較し 10％以上増加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ホームページ等の充実 

・同左 

 

 

・同左 

Ｓ 

 

・法令等で開示が義務付けられている情報

に加え、機構の検討会等の資料、海外調

査報告書や高速道路の開通情報及び開

通後の整備効果等の会社情報を掲載し

内容の充実に努めると共に、英語版ホー

ムページにおいても更新している。 

 

・ＨＰは分かりやすく構築されている。 

整備効果や渋滞状況など国民的関心

の高いテーマについての情報提供が充

実し、多数のアクセスと意見が寄せられ

たことは特に評価できる。 

 

・アクセス数の増加は、ＨＰが見やすくわ

かりやすくなっていることも理由の一

つではないかと推測されるた。 

 

 

 アクセス件数が大幅の伸び、

情報伝達が促進されているこ

とは好ましいことである。 

 情報公開におけるＨＰの重

要性を考えた場合に、より高い

レベルを目指されたい。 

⑧業務パンフレット等による広報 

・パンフレット等による情報提供。 

 

⑦業務パンフレット等による広報 

・同左 

Ａ 

・お盆及び年末年始時期の料金割引の変更

に関する案内パンフレットを作成する

とともに、高速道路料金引き下げの案内

ページを改善した。 

 

・ファクトブックや精力的な欧米の有料道

路制度の調査研究報告書は価値が高い。

 

・パンフレット（英語版を含む）の作成、

ファクトブックの作成は、情報提供の手

段として評価できる。 

 

一部の機関や有識者だけで

なく、そのままの形では効果は

小さいと思われるので、一般向

けの解説版の提供なども検討

してはどうだろうか。 

 ４



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

 ５

５ 業務評価の実施 

・業務全体について定期的に自己評価を行い、

公表。 

 

５ 業務評価の実施 

・同左 

Ａ 

   

・内部統制委員会において、監事出席の下、

平成２１年度業務の自己評価を実施し、

結果を公表している。 

 

 

 

Ⅱ 国民に提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け 

①道路資産台帳の作成、更新により道路資産

の内容を把握。 

 

Ⅱ 国民に提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け

①同左 

Ａ 

 

 

  

・路線毎に延長、敷地面積等を記載した道

路資産台帳・原簿等について、新設等に

よる内容の変更が生じた場合に、高速道

路会社と連携して内容を確認した上で

更新しており、道路資産の内容を把握し

ている。 

 

 

 

②道路資産の貸付けに当たって、会社が適切

に良好な状態に保つよう維持、修繕するこ

とを確認。会社と、管理の実施状況につい

て連絡、確認を行うとともに、情報公開に

努める。 

 

 

②管理の実施状況について会社から報告を受

ける。高速道路の管理に関する客観的な指

標（アウトカム指標）、管理に要する費用の

計画実績対比等を記載された報告書を公表

する。 

 

 

Ａ 

・管理の実施状況について、会社から報告

を受けるとともに、高速道路の現場の実

地確認を行った。 

 

・アウトカム指標を使っての管理及びその

公表は評価できる。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

 

２ 承継債務及び会社からの引き受けた債務

の早期の確実な返済 

①貸付料は、占用料等と併せて、債務返済費

用等を 45 年以内に償うものとなるよう定

める。毎年度の貸付料は、会社の料金収入

から管理費を控除した額とし、将来の料金

収入や管理費を見通してその計画値で算

出。 

 

 

 

２ 承継債務及び会社からの引き受けた債務

の早期の確実な返済 

 

 

－ 

― 

   



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

②債務の管理を適切に実施し、機構の有利子

債務残高 37.4 兆円を 31.3 兆円に減少。 

１）高速自動車国道及び本州四国連絡高速道

路に係るそれぞれの有利子債務残高は、民

営化時の承継債務の総額を上回らない。 

２）首都高速道路、阪神高速道路及びその他

の高速道路に係るそれぞれの有利子債務残

高は、民営化時の承継債務の総額を上回ら

ないよう努める。 

３）新設、改築等に要する費用に充てるため

の債務で機構が各会社から引き受ける額

は、各会社から徴収する貸付料を充てて返

済できる範囲内。 

４）全国路線網に属する高速道路にあっては、

３会社から徴収する貸付料を充てて返済を

行う債務の額を試算し、それぞれの返済の

達成状況を公表。 

５）全国路線網以外の高速道路にあっては、

業務実施計画の対象ごとの債務について、

各会社から徴収する貸付料による返済の達

成状況を公表。 

 

 

 

 

 

 

①債務の管理を適切に実施し、有利子債務残

高を 31.3 兆円に減少。 

１）同左 

 

 

 

 

２）同左 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

3）業務実施計画の対象となる高速道路ごと

の債務（全国路線網に属する高速道路は３

会社から徴収する貸付料を充てて返済を行

う債務の額を試算した額）について、それ

ぞれの返済の達成状況を公表 

 

Ａ 

・結果的に有利子負債額が計画を０.６兆

円下回る結果となったことは、評価でき

る。 

 

・平成２１年度末における業務実施計画の

対象となる高速道路毎の債務について、

計画実績対比に差異の理由を付して公

表した。 

 

・計画に従って、着実に減少している。 

 

③貸付料、占用料等の確保及び低利での資金

調達等の業務コスト縮減による債務の早期

の確実な返済。 

 

②同左 

Ａ 

・収入面での低下は主として外部要因のよ

うに思われるが、業務コストの低減は評

価できる。 

 

・政策決定や景気動向による貸付料の減少

という厳しい状況にも関わらず、その他

の収入源の確保や、業務コストの削減な

どにより着実に返済が進んでいること

は評価できる。 

 

 ６



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

④金利、交通量等の変動を注視し、債務返済

の見通しについて定量的に把握することを

通じて適切な債務の残高の管理に努める。 

 

③同左 

Ａ 

・金利・交通量等の変動を常時注視すると

ともに計画実績対比により、債務返済の

見通しを把握するように努めている。 

 

・モニタリングは営業データ等により着実

に行われている。 

社会経済状況の変化とそれ

による交通需要の変化が激し

くなっており、このことを反映

できるシステムの構築と結果

の公表が重要。 

 

平成２０年１１月の交通需

要推計等による債務返済計画

の見直しなどが将来の課題と

されている。  

 

３ 会社が高速道路の新設、改築、修繕又は

災害復旧に要する費用に充てるために負担

した債務の引受け 

①協定における新設及び改築の債務引受限度

額は、供用予定区間を単位として適正額を

設定。 

②修繕の債務引受限度額は、修繕時期等を考

慮して単位を定め、その単位ごとに適正額

を設定。 

 

 

３ 会社が高速道路の新設、改築、修繕又は

災害復旧に要する費用に充てるために負担

した債務の引受け 

 

 

─ 

 

 

 

 

 

 

－ 

  

③債務引受限度額を見直す場合は、見直し前

の額を基準に、算出の基礎となった工事の

内容等を考慮し適正額を設定。 

 

 

①� 左 

 

 

 

 

Ａ 

・関西国際空港連絡橋等の追加に伴い、協

定を変更して債務引受限度額の見直し

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

④会社から債務を引き受ける際は、対象道路

資産に対し、引受額が適正であることを確

認。 

②同左 

 

 
Ａ 

・引受額が適正であることの確認が書面で

なされている。 

 

 

 

 

⑤道路資産が機構に帰属する場合は、道路資

産の内容の確認を適正に実施。 

 

③同左 

  また、会社と取り交わした確認書に基づき、

厳正な資産管理を実施。 

 

 

Ａ 

・棚卸し等がマニュアルに従い適正になさ

れている。 

 

 ７



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

４ 会社に対する首都高速道路又は阪神高速

道路の新設、改築又は修繕のための無利子

貸付け 

・国等と連携した適切な貸付計画の策定。 

・財源となる出資金等が交付された場合、遅

滞なく会社に対する無利子貸付けを実施。 

 

４ 会社に対する首都高速道路又は阪神高速

道路の新設、改築又は修繕のための無利子

貸付け 

・同左 

Ａ 

 

 

 

・無利子貸付の事務が遅滞なくなされてい

ることは評価できる。 

 

5 会社に対する災害復旧のための無利子貸

付け 

・財源となる補助金が交付された場合、遅滞

なく会社に対する無利子貸付けを実施。 

 

 

 

 

5 会社に対する災害復旧のための無利子貸

付け 

・同左 

 
－ 

 

 

 （災害の発生なし） 

 

6 高速道路の新設、改築、維持、修繕その

他の管理に要する費用の縮減を助長するた

めの仕組み 

・協定において、新設、改築及び修繕に係る

費用の会社の経営努力による縮減額の一部

を助成する仕組みを定め、適正に運用。 

・貸付料の額の固定により、維持、修繕その

他の管理に要する費用の縮減が会社業績に

反映される仕組みとし、協定の見直しを通

じて成果を国民に還元。 

６ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その

他の管理に要する費用の縮減を助長するた

めの仕組み 

・協定に基づき、新設、改築及び修繕に係る

費用の会社の経営努力による縮減額の一部

を助成する仕組みを適正に運用。 

・平成 19 年度に定めた「工事の途中段階で

の認定方法」のもと、より積極的に運用。

Ｓ 

 

 

 

・インセンティブ助成は順調に進展してい

て、効果を上げつつある。また、会社の

業績に反映させる仕組みとの併存によ

り相乗効果も期待できる。 

 

・費用の縮減に係る助成制度をより使いや

すくするために工夫を重ねており、その

結果、申請件数が大幅に増加した。 

 

・コスト縮減を促進する仕組みを積極的に

活用されている。制度が実際に利用され

ることが大切で、そのための努力を工夫

されたことは高く評価できる。 

 

 

 

このような広範な、そしてう

まく構成されたインセンティ

ブ機能はさらに工夫・拡大され

たい。 

 

 

 

 ８



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

７ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者

の権限の代行その他の業務 

・会社等と連携を図り、通行止め等の行政措

置を遅滞なく実施。手続きを適正かつ効率

的に行うため、会社と協力して情報連絡体

制を構築。 

 

・道路占用等の許可に当たり、制度の適切な

運用に努め、事務手続きを継続的に点検し

必要に応じ見直し。 

７ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者

の権限の代行その他の業務 

・同左。 

 

 

 

 

 

・同左 

 
Ａ 

 

 

・２４時間常駐の道路監理役による情報連

絡体制の下、通行止め等の行政措置を実

施している。 

 

・高架下利用計画等検討会において、高架

下利用計画のマスタープランを審議し

ている。 

 

・検討会における危険物積載車両の通行規

制に係る審議の結果を踏まえ、規制実施

に向けて関係機関と協議している。 

 

・会計検査院から評価を受けた点はマイナ

スだが、これについて、抜本的な対策が

なされていることは、評価できる。 

 

 

８ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定

期航路事業等に関する特別措置法に規定す

る業務 

・業務の実施に当たり本四会社と連携し、一

般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減。 

 

－ －  

 

9 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

①鉄道事業者からの利用料の確実な徴収及び

本四会社の協力を得た当該施設の管理。 

 

8 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

①同左 

 

Ａ 

 

・ＪＲ西日本及びＪＲ四国と「本四備讃線

の鉄道施設の利用料の額に関する協定」

を締結し、利用料を確実に徴収してい

る。 

 

・本四会社と「本州と四国を連絡する鉄道

施設の管理に係る委託料の額に関する

平成２１事業年度協定」を締結し、鉄道

施設の管理を実施している。 

 

・業務が適切に実施されている。 

 

 

 ９



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

②災害発生時には本四会社の協力を得て速や

かな復旧を行う。 

 

②同左 

－ 

 

（災害の発生なし） 

 

１０ 業務遂行に当たっての取組 

①国及び出資地方公共団体並びに会社との緊

密な連携の推進 

・積極的な情報及び意見の交換 

9 業務遂行に当たっての取組 

 

①国及び出資地方公共団体並びに会社との緊

密な連携の推進 

・同左 

Ａ 

 

 

・会議等には積極的に出席者を派遣してい

る。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

 

実績の記載が抽象的である。 

 

②高速道路事業の総合的なコストの縮減 

・協定の締結又は見直しに際し、新設、改築、

維持、修繕、災害復旧その他の管理に係る

コスト縮減努力が図られるよう工夫。 
－ ― 

  

③高速道路の利用促進 

・多様で弾力的な料金施策やインターチェン

ジの拡充等の利用促進施策の推進を会社に

促す。 

・高速道路利便増進事業について、会社と協

力して、効果的に運用する。 

②高速道路の利用促進 

・同左 

 

 

 

・同左 Ａ 

  

・第二京阪道路、首都高速中央環状線等１

２区間 126ｋｍの新規供用、地域活性

化ＩＣの供用を行った。 

 

・社会情勢や需要に応じた変更が速やかに

なされた。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

④高速道路事業に関する新技術の開発等の促

進 

・費用の縮減を助長するための仕組みを通じ

て、会社に新技術の開発等を促す。 

③高速道路事業に関する新技術の開発等の促

進 

・同左 

 

Ｓ 

 

 

・新技術の開発等の認定または助成金の実

績が８件というのは、高く評価できる。

 

・着実に実施されている。 

 

 

 

新技術の会社間で情報を 

共有できるような仕組みを促

進してほしい。 

 技術開発は非常に重要であ

り、さらに加速させることが期

待される。 

総合評価を行うに際して、考

慮の必要あり。 

 

 １０



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

⑤環境への配慮 

・特定調達物品等の 100%調達。 

・会社に対し、高速道路の整備や料金施策等

の実施の際、環境に配慮するよう促す。 

 

④環境への配慮 

・同左 

・同左 

Ａ 

 

・地球温暖化抑制に果たす高速道路の役割

などをとりまとめた環境報告書等を機

構ホームページに掲載している。 

・法令その他のルールに従い適正に行われ

ている。 

 

 

 

 

 今後、会社が環境に配慮する

インセンティブとなるような

仕組みを工夫してほしい。 

⑥危機管理 

・高速道路の供用に重大な影響を与える事態

の発生時、会社及び関係行政機関と協力し

て迅速かつ的確な情報収集等を行う。 

・会社等と連携し、当該事態を想定した訓練

を年１回以上実施、機構独自の非常時参集

訓練等を適宜実施。 

 

 

⑤危機管理 

・同左 

 

 

 

 

・同左 

Ａ 

  

・災害時において会社と連携して情報を収

集している。 

 

・災害を想定し、会社と連携した訓練を実

施している。 

 

・防災業務要領及び新たに策定した防災業

務の手引きについて、内容を周知すると

共に、職員移動時には防災業務要領等の

概要を説明している。 

 

・東名高速の被災と復旧は記憶に新しい

が、迅速な対応は高く評価できる。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

 

 

大規模災害が発生した場合

においても業務に支障が生じ

ることのないよう会社と連携

を図る必要がある。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支

計画及び資金計画 

１ 財務体質の強化 

①協定の締結又は見直しに当たっては、金利、

交通量等の見通しを最新のデータ及び手法

を用いて適切に把握し社会経済情勢の変化

等に適切に対応。 

 

 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支

計画及び資金計画 

１ 財務体質の強化  

 

─ 

 

 

 

 

― 

 １１

  



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

②貸付料について、協定締結時及び業務実施

計画認可時に適正性の審査を厳格に行う。

業務活動による収入の確保を図る。 

 

 

 

①確実に貸付料を収受するなど、業務活動に

よる収入の確保を図る。 

 
Ａ 

・収入確保の手段・手続き等については適

正に実施されている。 

 

 占用料などについて、資産の

有効活用の点から、改善する方

法等はないのか。 

③調達資金に係る金利コストの低減及び徹底

した業務コストの縮減により債務返済以外

の支出を抑制。 

 

 

 

 

②同左 

Ｓ 

・金利コストの低減については、金利市場

の低金利模様を考えても、なお評価でき

る。 

 

 

 

２ 予算 

・中期計画参照 

３ 収支計画 

・中期計画参照 

４ 資金計画 

・中期計画参照 

２ 予算 

・年度計画参照 

３ 収支計画 

・年度計画参照 

４ 資金計画 

・年度計画参照 

 
Ａ 

 

・随意契約の見直しについては評価でき

る。また、収入減の中、例年と同程度の

当期利益を確保したことも評価できる。

 

・契約見直しの実績が今後大きく出ること

を期待する。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

 

 

 企画競争等による契約額が

一般競争入札による契約額を

上回っているが、企画競争等に

よる契約の中身を精査するこ

とも必要ではないか。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

・単年度９，６００億円 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

・9，６００億円 

 

 

 

― 

 

 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ

うとするときは、その計画 

・該当なし 

 

 

 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ

うとするときは、その計画 

・該当なし 

― 

  

 １２



 

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

Ⅵ 剰余金の使途 

・剰余金は予定していない。 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

・同左 
― 

 １３

  

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

・該当なし 

 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

・該当なし 

 

 

― 

 

   

 

２ 人事に関する計画 

①方針 

１）職員の勤務成績及び法人の業務成績の処

遇への反映。職員に必要な業務リスク管理

等の知識及び能力の養成に努める。 

 

２）定員の抑制及び人員の適正な配置による

業務運営の効率化。 

２ 人事に関する計画 

①方針 

１）同左 

 

 

 

 

 

２）同左 

 

 

 

Ａ 

 

 

・外部機関主催の研修、外部講師を招いて

の講習会の開催したほか、役職員の研修

の一環として、欧米の有料道路制度等に

ついて、国・会社職員を含めた講習会を

開催した。 

 

・着実に実施されている。 

 

 

組織の在り方については、引

き続きの検討課題とされてい

る。管理職の一部見直しは評価

されるが、別の項目での評価対

象としたので、この項目の評価

としては斟酌しなかった。   

 

②人員に関する指標 

・発足時の常勤職員数を９０人とし、人員を

抑制。 

 

 

 

②人員に関する指標 

・常勤職員数は 85 人を上回らない。 

 
Ａ 

 

・計画通りに実施されている。  

 

③人件費に関する指標 

・平成 21 年度に平成 17 年度年間換算額と

比較して概ね４％削減。 

 

③人件費に関する指標 

・平成 17 年度年間換算額と比較して概ね

５％削減。 

 

Ｓ 

 

・効率的な組織運営や業務運営を図ること

により、平成１７年度換算額（実績ベー

ス）に比べ、15.9%の削減を行ってい

る。 

 

・目標・計画を大幅に越える削減が達成さ

れている。 

 

 

 

 



 

 １４

項 目 評定 

結果 

評定理由 意見 

中期計画 平成２１年度計画   

④給与体系の見直し 

・給与体系の見直し 

 

④給与体系の見直し 

・同左 

 

Ａ 

  

・本給表及び地域手当率の改定を行ってい

る。 

 

・人事院勧告を考慮し、夏季特別手当及び

年末特別手当の引下げ、役職員の本給改

定及び住居手当の廃止を行っている。 

・経費削減という観点からは評価できる実

績である。 

 

・着実に実施している。 

 

 

 

 

＜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。 



 

 １５

平成２１年度業務実績評価調書：日本高速道路保有・債務返済機構 
 

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：Ｘ項目）                （Ｘ項目） 

ＳＳ ０項目  
Ｓ ７項目  
Ａ ２９項目  
Ｂ ０項目  
Ｃ ０項目  

 
 

総 合 評 価 
 

（法人の業務の実績） 

中期計画の達成に向けた平成２１年度計画の実施状況に係る総合評価は順調と考えられる。 
 
平成２１年度における、機構の主な業務実績は以下のとおり。 
・政府保証債及び財投機関債の超長期債の発行に努め、独立行政法人として初めて海外市場で財投機関

債（３０年債）を発行したほか、期間４０年の政府保証債を初めて発行する等、調達の多様化に一層

取り組んだ。また、平成２１年度の調達資金の平均コストは 1.65%となり、計画で設定している調達

コスト 4.0%を下回り、将来の借換えに伴う金利上昇リスクを軽減して債務返済の確実性を高めた。 
・適正かつ効率的な業務運営を図るため、管理職配置の見直し、人件費を含む一般管理費の削減等によ

る業務コストの縮減に努め、一般管理費は平成１７年度年間換算額と比較して１６.５％（調査研究費

を除く。）削減した。 
・一般管理費や調達コストが計画を下回ったことなどから、平成２１年度末時点における有利子債務残

高を３０.４兆円に減少させた（計画３１.０兆円）。 
・会社間共通の客観的指標（アウトカム指標：本線渋滞損失時間、道路構造物保全率など）を設け、会

社間で対比するとともに目標の達成状況の確認を行った。 
・「高架下利用計画等検討会」において、高架下利用計画のマスタープランを審議し、適切な運用に努め

た。 
・「水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止又は制限に関する検討会」の審議結果を踏まえ、

規制実施に向けて関係機関と協議を行った。 
・お盆期間及び年末年始の渋滞対策のため、高速道路会社とともに意見募集を行い、交通分散を目的に

休日特別割引等の割引適用日を変更した。 
・債務返済の計画と対比及び分析、セグメント情報を公開するとともに、これまで開示してきた情報を

一冊にまとめた「高速道路機構ファクトブック」を引き続き発行する等、情報開示に積極的に取り組

んだ。さらに、お盆時期や年末年始における特別割引についての情報や、大型連休における渋滞情報

の入手方法等をわかりやすく適宜、提供したこともあり、ホームページのアクセス数が大幅に増加し

た。 
すべての目標に関して大きな努力が払われていて、計画・目標を着実に達成している。中には、目標を

大幅に超えて優れた業績を達成している項目も少なからずあり、高く評価できる。また、業績の達成状

況の進展や単年度計画のあり方など、業務評価のプロセスが本格的に稼働しているという印象である。

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・経済危機や高速道路制度の変革など変動要因が多数存在する中で、また協定締結時の高い透明性が要

請される中で、よりきめ細かいモニタリングと機敏な対応が従来にもまして必要とされている。 

・欧米の有料道路制度に関する調査研究結果の報告書を一部の機関や有識者だけでなく、そのままの形

では効果は小さいと思われるので、一般向けの解説版の提供なども検討してはどうだろうか。 
・技術開発は非常に重要であり、さらに加速させることが期待される。 

（その他） 

 

特になし 

 



 

 １６

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ 

 

（評定理由） 

 

 評点の分布状況からして、ほとんどの項目において、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ため。 

 



ⅱ）事務

総務省政独委「平成20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
別紙

応の実績

※表中、「報告書」とは平成21年度業務実績報告書をいう。

評価の視点 実績 評価
○政府方針等
①これまでに実施された事業仕分け（２１年１１月及び２２年
に係る事項が対象となっている場合には、事業仕分けの評
対応
②業務・事業は、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも
れがあるもの等に限定されているか。
③研究開発関係の事業をはじめとする他の独立行政法人
行っている事業について、重複排除、事業主体の一元化や
図られているか。

①
　該当なし４月）で当該法人

価結果を踏まえた

該当なし

②
　機構の業務は、高速道路に係る資産の保有・貸付
行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を
円滑な実施を支援するという公共的な業務に限定さ

実施されないおそ

等で類似の取組を
効率的な連携が

け、債務の早期の確実な返済等の業務を
図るとともに、会社が行う高速道路事業の
れている。

適切に対応している。

③
　他の独立行政法人等で、当機構と類似の取組みを行っているものはない。

適切に対応している。

○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
している場合、その規模の適切性（当該利益剰余金が事務
比し過大なものとなっていないか）
②事業の受益者の負担、民間からの寄付・協賛等の自己収
た取組

①
　高速道路事業における利益剰余金については、全
規模の議論はあたらない。

　（参考：報告書
※

参考資料３）

益剰余金を計上
・事業の内容等に

入の拡大に向け

て債務返済の原資として充てられており、
適切に対応している。

②
　会社との協定に基づき、４５年以内に高速道路に
付料を定めているほか、占用料や連結料等につい
　（参考：報告書Ｐ２９等）

係る債務を返済し得るよう、道路資産の貸
ても法令等に基づき確実に徴収している。

債務を４５年以内に返済するため、収入確保の手段・手
続き等について適正に実施されている。

○保有資産全般の見直し
（実物資産）
①保有する建物、構築物、土地等について、
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合性、任務を遂行する手
有効性等、
ⅱ）事務 事業の目的及び内容に照らした資産規模の適切性・事業の目的及び内容に照らした資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の必要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った保有の必要性についての検証（財源
的なコストを勘案し、それに見合う便益が得られるかどうか
②賃貸により使用する建物、構築物、土地等について、
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合性、任務を遂行する手
有効性等、
ⅱ）事務・事業の目的及び内容に照らした資産規模の適切
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の必要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った賃借の必要性についての検証（財源
的なコストを勘案し、それに見合う便益が得られるかどうか
③上記の検証結果及び財務諸表における減損又はその兆
等の状況等を踏まえ、
ⅰ）本来業務に支障のない範囲での有効活用可能性の多
ⅱ）政策的必要性や効果に応じた必要 小限の保有・賃借
ⅲ）効果的な処分
といった観点に沿った処分等の検討及び検討結果を踏まえ
④特に、東京事務所、海外事務所、研修施設等について、
ける必要があるか、効率化を図ることができないか等（廃止
を超えた共用化等ができないか）

①
　機構は、法令に基づき、高速道路に係る道路資産
務の早期・確実な返済を行っている。

段としての有用性・

を保有し、各高速道路会社に貸付け、債
適切に対応している。

②
　機構がオフィスとして賃借している建物については

小限のものとなっている。
　なお、主たる事務所（東京）の神奈川への早期移転
を踏まえた機構の組織・業務に関する検討の進捗状
いる。
　（参考：報告書Ｐ７）

調達の際の実質
を慎重に検証）

段としての有用性・

性

、機構の業務体制等を踏まえ、必要かつ

については、高速道路の原則無料化等
況に応じて引き続き検討を行うこととして

賃借により使用している建物等については、必要かつ
小限のものとしており、主たる事務所の移転についても
高速道路の原則無料化等を踏まえた組織・業務に関す
る検討の進捗状況に応じ検討を行うこととしており、適切
に対応している。

③
　当機構が保有する高速道路において減損の兆候
される道路ネットワークにより収入の改善を想定し
い。調達の際の実質

を慎重に検証）
候、「遊休資産」

寡、

が認められる路線が存するが、今後構築
ているため、減損の認識には至っていな

減損の兆候が認められる路線もあるが、今後構築される
道路ネットワークにより収入の改善が想定されている。

④
　機構がオフィスとして賃借している建物については

小限のものとなっている。

となっているか、

た取組
引き続き設置し続
、統合、組織の枠

、機構の業務体制等を踏まえ、必要かつ
高速道路の原則無料化等を踏まえた組織・業務に関す
る検討の進捗状況に応じ検討を行うこととしており、適切
に対応している。



（金融資産）
①個別法に基づく事業において運用する資産（以下「事業用
ついて、任務を遂行する手段としての有用性・有効性、事務
内容等に照らした資産規模の適切性の観点からの見直し
実質的なコストを勘案し、それに見合う便益が得られるかど
証）及び見直し結果を踏まえた取組
②事業用資産以外も含め、保有する現金・預金、有価証券
て、負債や年度を通じた資金繰りの状況等を考慮した上で
性、保有目的に照らした規模の適切性の観点からの見直し
実質的なコストを勘案し、それに見合う便益が得られるかど
証）及び見直し結果を踏まえた取組
③融資等業務以外の債権のうち貸付金について、当該貸付
④積立金の規模

①
　事業として運用することを目的とする金融資産は保資産」という。）に

・事業の目的及び
（財源調達の際の

有していない。
該当なし

②
　債務の確実な返済という観点から、債務返済時期
要 小限の現預金等について適切に短期の運用を

うかを慎重に検

等の資産につい
の、保有の必要

が到来するまで一時的に保有している必
行い、債務返済に充当しているところ。

必要 小限の現預金等を債務返済時期が到達するまで
の一時期保有をしているが、適切に債務返済に充当して
いる。

③
　国又は出資地方公共団体から、道路の新設、改築
復旧に要する費用に係る補助金の交付があった場
ては、法令等の定めに基づき実施しているところ。
　（参考：報告書Ｐ３３）

（財源調達の際の
うかを慎重に検

の必要性の検討

、修繕のための出資金・補助金又は災害
合会社に対して行う無利子貸付けについ

法令の定めるところにより適切に実施している。

④
　高速道路事業における積立金（利益剰余金）につ
れており、規模の議論はあたらない。
　（参考：報告書参考資料３）

いては、全て債務返済の原資として充てら
債務返済に原資として充当する等適切に処理している。

（知的財産等）
実施許諾等に至っていない知的財産について、その原因・
可能性、維持経費等を踏まえた保有の必要性の観点からの
し結果を踏まえた取組

理由、実施許諾の
見直し及び見直 　該当なし 該当なし

○資産の運用・管理
（実物資産）
①保有する建物、構築物、土地等について、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の明確化及びその妥当
ⅲ）維持管理経費、施設利用収入等の把握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業務の効率化及び利用
収入の向上に係る取組
②賃貸により使用する建物、構築物、土地等について、②賃貸により使用する建物、構築物、土地等に いて、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の明確化及びその妥当
ⅲ）維持管理経費、施設利用収入等の把握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業務の効率化及び利用
収入の向上に係る取組
③宿舎（借上物件を含む）について入居率が低い、空き部屋
独法の役職員以外の者の入居部屋数が多いものはないか
④宿泊施設及び教育・研修施設・ホール・会議所（借上物件
が低いものはないか。
⑤展示施設（借上物件を含む）の利用者数と経費は適切か
⑥高額（取得価格５０００万円以上）な設備・機器、車両・船
費は適切か。

①
　会社との協定に基づき、保有する道路資産につい
を行うとともに、必要に応じて適宜適切に協定を見直
　（参考：報告書Ｐ９等）

性の検証

て各高速道路会社と協力して適切な管理
している。

各高速道路会社協力して、適切に管理を行っている。ま
た、必要に応じて協定の見直しも行っている。

②
　機構がオフィスとして賃借している建物については

小限のものとなっている。

拡大等による自己 、機構の業務体制等を踏まえ、必要かつ
必要かつ 小限のものとしている。

③
　該当なし性の検証

拡大等による自己

該当なし

④
　該当なし数が多い、当該

。
を含む）で稼働率

該当なし

⑤
　該当なし。

舶の稼働状況と経

該当なし

⑥
　該当なし

該当なし

（金融資産）
①個別法に基づく事業において運用する資金について、運
化及び運用体制の確立
②融資等業務による債権で貸借対照表計上額が100億円以
て、貸付・回収の実績のほか、貸付の審査及び回収率の向

①
　事業として運用することを目的とする金融資産は保用方針等の明確 有していない。

該当なし

②
　該当なし

上のものについ
上に向けた取組

該当なし

（知的財産等）
特許権等の知的財産について、出願・活用の実績及びそれ
組
ⅰ）出願に関する方針の策定
ⅱ）出願の是非を審査する体制の整備
ⅲ）知的財産の活用に関する方針の策定・組織的な活動
ⅳ）知的財産の活用目標の設定
ⅴ）知的財産の活用・管理のための組織体制の整備 等

に向けた次の取

　該当なし 該当なし



沿ったミッションを達
べく適切に対応しており、　理事長を委員長とする

、理事長がリーダー
る環境が整備されているほか、監事の定

よる指摘や意見等に対して適切な措置を講
とにより、業務の信頼性及び効率性を向上させて

○人件費管理
①諸手当及び法定外福利費についての昨年度政独委から
対応（建研、奄美基金を除く）
②「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて
日総務省行政管理局長通知）の内容（ⅰ）法人の互助組織
ⅱ）食事補助の支出の廃止、ⅲ）国や他法人で支出されて
の支出の原則廃止）が守られているか。
③保険料の法人負担割合が２１年度末時点で５０％を超え
④出張の際の支度料が２１年度末時点で存在していないか
⑤法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものと
⑥国家公務員と比べて給与水準が高い場合、その理由及
人の設定する目標水準を含む）についての法人の説明が、
の得られるものとなっているか。
⑦国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損のある法
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
人の検証状況
⑧総人件費改革についての取組の状況と平成１８年度から
上の削減を確実に達成するための展望（併せて、給与水準
指数が上昇している場合には、その理由）

①
　・役職手当の定率制の見直しについては、国等の
　・勤勉手当の勤務成績の見直しについては、平成

の指摘事項への

」（平成22年５月６

例を参考にしながら検討中。
21年度に実施済。

役職手当については、現在、国家公務員における俸給
の特別調整額のように定額ではないが、国等の例を参
考に検討をしている。

②
　食事補助については、平成21年度に廃止済。

への支出の廃止、
いないものと同様

適切に対応している。

③
　保険料の労使負担割合は、国の取扱いと同様に

ていないか。
。

なっているか。
労使折半としている。

適切に対応している。

④
　支度料については、平成21年度に廃止済。

び講ずる措置（法
国民に対して納得

適切に対応している。

⑤
　機構の給与については、国家公務員の給与構造
めた。
　（参考：報告書Ｐ４９）

人について、国の
切性に関する法

の５年間で５％以

改革を踏まえた、給与体系の見直し等を進
国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直
し等を進めており、適切に対応している。

⑥
　勤務地が東京、大阪に限定され役職員全員が地域
の高い業務に従事し大卒割合が高いこと等から給与
は、国民に理解の得られる給与水準とするため、平
し（経理部調査役（課長級）を経理課課長代理に振
や適材適所の人材配置に努めた。
　（参考：参考資料６）

又はラスパイレス
手当支給対象であること、職員は専門性
水準が高いものとなっている。機構として

成21年度においては、管理職の一部見直
替え）を実施するなど、効率的な組織運営

勤務地が東京と大阪のみであることに加え、専門性の高
い総括的業務に特化した組織であり、しかも時限的な組
織であることから、プロパー職員を採用せず、高度な専
門性・ノウハウを有する者の出向を得て業務運営を行っ
ていることが、給与水準を高める要因となっているが、組
織及び人員のスリム化を行う等適切に対応している。

⑦
　該当なし

該当なし

⑧
　「行政改革の重要方針」（H17.12.24閣議決定）を踏
の当該経費相当額を標準的な年間当たりに換算し
績を達成（15.9%）することができた。（平成22年度ま
　（参考：報告書Ｐ４９）

まえ、平成21年度においては平成17年度
た額と比較して、目標の5%を上回る削減実
での目標を平成21年度で達成）

効率的な組織運営や業務陰影を図ることにより、平成１
７年度換算額に比べ、計画を大幅に上回る１５.９％の削
減を行っている。

○契約
①契約についての昨年度政独委からの指摘事項への対応
②随意契約見直し計画における競争性のない随意契約の
の達成状況
③随意契約による契約において再委託割合（金額）が５０％
いか。
④１者応札の割合（件数）が５０％以上又は前年度より増加
か。

①
　平成21年11月閣議決定「独立行政法人の契約状
有識者及び監事による「契約監視委員会」を設置し
て、競争性のない随意契約、1者応札・応募の契約
を受けて参加者確認公募で行っていた業務用ファイ
ム用サーバ保守契約について、平成22年度より一般
保等の観点から更なる見直しを行った。
　（参考：報告書Ｐ４５、参考資料４）

削減目標（件数）

以上の案件がな

となっていない

況の点検・見直しについて」を受けて、外部
た。平成22年1月に開催した委員会におい
案件等の点検を行い、委員会からの指摘
ルサーバ保守契約及び財務・会計システ
競争入札へ移行するなど、競争性の確

外部有識者及び監事による契約監視委員会を設置し、
委員会の指摘により参加者確認公募で行っていた契約
を平成２２年度より一般競争入札へ移行するなど、競争
性の確保等の観点から更なる見直しを行った。

②
　平成19年12月に策定した「随意契約見直し計画」の
し、事務所の賃借など随意契約によることが真にや
札等の競争性のある契約形態に移行した。
　（参考：報告書Ｐ４５、参考資料４）

趣旨を踏まえ、契約手続を適切に実施
むを得ないものを除き、全て一般競争入

真にやむを得ないものを除き、全て一般競争入札等の
競争性の契約形態に移行している。

③
　該当なし

該当なし

④
　該当なし

該当なし

○法人の長のマネジメント
①法人の長がリーダーシップを発揮できる環境は整備され
②法人のミッションを役職員に対し、具体的に周知徹底して
③法人のミッション達成を阻害する課題（リスク）のうち、組
組むべき重要なものについて把握し、対応しているか。また
るための仕組みを適切に構築しているか。
④法人の長は、内部統制の現状を適切に把握しているか
充実・強化に関する課題がある場合には、当該課題に対応
が適切に作成されているか。

①～④
　理事長を委員長とする内部統制委員会を４回、役
議したほか、定期的な業務の評価・点検を通じ、独法
よる指摘や意見等に対して適切な措置を講じること
せるとともに、当該点検結果を「自己評価」としてとり
　（参考：報告書Ｐ２１）

ているか。
いるか。

織全体として取り
、それを可能とす

。また、内部統制の
するための計画

員会を１０回開催し、重要事案について審
評価委員会や機構監事の定期監査等に

により、業務の信頼性及び効率性を向上さ
まとめ、ホームページで公表している。

　理事長は、国土交通省の方針に
成す
内部統制委員会や役員会を開催し
シップを発揮す
期監査等に
じるこ
いる。



する内部統制委員会及び役員会を開
ダーシップの元、重要案件について

た他、監事等による点検結果をホームページで
ている。

○法人の長のマネジメントに係る推奨的な取組
①マネジメントの単位ごとのアクションプランを設定している
定を含む）。
②アクションプランの実施に係るプロセス及び結果につい
ングを行い、その結果を次のアクションプランや予算等に反

か（評価指標の設

て、適切にモニタリ
映させているか。

①～②
　具体のアクションプランは存しないが、理事長を委
会を１０回開催し、重要事案について審議したほか
評価委員会や機構監事の定期監査等による指摘や
により、業務の信頼性及び効率性を向上させるとと
りまとめ、ホームページで公表している。
　（参考：報告書Ｐ２１）

員長とする内部統制委員会を４回、役員
、定期的な業務の評価・点検を通じ、独法

意見等に対して適切な措置を講じること
もに、当該点検結果を「自己評価」としてと

理事長を委員長と
催し、理事長のリー
審議をし
公表し

○その他内部統制
① 監事監査において法人の長のマネジメントについて留意
②監事監査において把握した改善点等については、必要に
関係役員に対し報告されているか。
③各法人における事業の内部審査や自己評価について、
結させず対外的な透明性が確保されているか、事業の実効
なっているか。

①
　監事による定期監査において、法人の長のマネジ
の適確な運営を行うべき旨の記述があるなど、留意

されているか。
応じ、法人の長、

メントに関し、今後とも「内部統制委員会」
されている。

適切に対応している。

②
　監事による定期監査については、それへの対応状
役員が出席する内部統制委員会で報告が行われて

法人内部限りで完
性が上がるものと 況を取りまとめ、理事長をはじめとする全

いる。

全役員に対して報告がなされている。

③
　理事長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し
点検を通じ、独法評価委員会や機構監事の定期監
措置を講じることにより、業務の信頼性及び効率性
己評価」としてとりまとめ、ホームページで公表してい
　（参考：報告書Ｐ２１）

、同委員会による定期的な業務の評価・
査等による指摘や意見等に対して適切な
を向上させるとともに、当該点検結果を「自

る。

理事長を委員長とする内部統制委員会による評価・点
検結果を自己評価としてとりまめ、ホームページに掲載
している。

○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
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
必要性
③関係法人に利益剰余金がある場合の国庫等への返納の
④競争性を高めたコスト縮減、情報公開の徹底等が行われ

①
　該当なし必要性、契約金額

該当なし

②
　該当なし

の出資を継続する
該当なし

③
　該当なし

必要性
ているか。

該当なし

④
　該当なし該当なし

該当なし

○中期目標期間終了時の見直し
①中期目標において、目標期間中に取り組むこととされてい
組時期等が明記されていないものについて、目標達成に向
ける具体的な取組状況
②業務実績の評価にとどまらず、業務の必要性や新たな業
察

①
　該当なしる事項のうち、取

けた各年度にお

該当なし

②
　該当なし務運営体制の考

該当なし

○業務改善のための役職員のイニシアティブ等
①法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を
アプローチ
② 法人における職員の積極的な貢献を促すための取組（
勢やミッションを職員に徹底する取組や能力開発のための
プローチ

①
　機構のホームページに設置している「お問い合せ
よるお問い合わせ等について、電子メール、電話、
ているところ。

図る取組を促す

例えば、法人の姿

」コーナーに寄せられたご質問や、電話に
郵便等の方法により適宜お客様に回答し

ホームページに設置している「お問い合せ」コーナーに
寄せられる質問及び電話等による問い合せに適切に対
応している。

②
　・役職員研修方針に基づき年度計画を策定し、外
ビジネススキル研修に職員を参加させた。
　・欧米の有料道路制度等について簡潔に紹介した
配信するとともに、国・会社職員を含めた講演会を実
　（参考：報告書Ｐ４７）

取組等）を促すア

部機関主催の階層別研修、専門研修及び

「海外調査シリーズ連続講座」を役職員に
施した。

年度計画を策定し、外部機関主催の様々な研修に参加
させることにより。積極的な貢献も促している。

○個別法人
政独委からの平成２０年度業務実績評価における指摘事項
見があった事項（４法人６事項）への対応状況（当該法人の

において個別意
み）

　該当なし 該当なし


	19高速評価調書【年度計画：確定版】.pdf
	19高速政独委対応
	Sheet1




