国立研究開発法人国立環境研究所に係る評価軸及び評価指標等
評価軸
指標
第３ 研究開発の成果
の最大化その他
の業務の質の向
上に関する事項
１．環境研究に関する
業務
（１）重点的に取り組
むべき課題への
統合的な研究の
推進
①課題解決型研究プ ○統合的な取り組みにより環境問題の課題 【評価指標】
ログラム
の解決に繋がる成果が得られているか
・具体的な研究開発成果
・課題解決に向けた取組の進捗・貢献状況
・環境政策への貢献状況
・外部研究評価委員会からの主要意見
・外部研究評価における評点 等
【モニタリング指標】
・誌上・口頭発表、研究データ報告件数

等

②災害環境研究プロ ○災害環境研究における総合的な取り組み 【評価指標】
グラム
により環境行政や社会へ貢献をしている
・被災地や関係主体等と連携した取組の実
か
施状況
・研究成果の国や地方自治体による政策へ
の貢献状況
・外部研究評価委員会からの主要意見
・外部研究評価における評点 等
【モニタリング指標】
・各種審議会等の委員数
・一般向けの講演・ワークショップ等の数
・誌上・口頭発表、研究データ報告件数 等
○環境創造センターに入居する他機関との 【評価指標】
適切な役割分担の下での連携をはじめ、
・他機関との連携状況 等
他の関係機関等と適切に連携しつつ取り
組んでいるか
【モニタリング指標】
・連携ワークショップ等の開催数 等
（２）環境の保全に関
する科学的知見
の創出等の推進
①基盤的調査・研究の ○環境問題の解明・解決に資する科学的、 【評価指標】
推進
学術的な貢献が大きいか
・具体的な研究開発成果
・外部研究評価委員会からの主要意見
・外部研究評価における評点 等
【モニタリング指標】
・誌上・口頭発表、研究データ報告件数
・受賞数
・一論文あたりの平均被引用数
・全論文の被引用数

・研究系職員一人あたりの論文・研究デー
タ報告件数 等
○環境政策への貢献、またはその源泉とな 【評価指標】
る成果が得られているか
・環境政策への貢献状況
等
②環境研究の基盤整 ○研究事業については計画に沿って主導的 【評価指標】
備等
に実施されているか
・実施の状況
・外部研究評価委員会からの主要意見
・外部研究評価における評点 等
【モニタリング指標】
・データプロダクト等の件数
・環境標準物質等の外部研究機関等への提
供件数 等
○実施事項は十分な独自性を有し、高い水 【評価指標】
準で実施されたといえるか
・実施内容の学術的水準・規模
・実施内容の希少性
・成果の活用状況 等
（３）国内外機関との
ネットワーク・
橋渡しの拠点と
してのハブ機能
強化
①中核的研究機関と ○中核的研究機関としての役割を発揮して 【評価指標】
しての研究連携の
いるか
・大学、企業、他研究機関との共同研究の
強化
実施状況
・外部機関との共著率（国内・国際）
・国際機関等の活動への参加・協力
・学術的な会議の主催・共催の状況（国内・
国外）
・学会等における活動状況（国内・国際）
等
【モニタリング指標】
・共同研究契約数
・共同研究の機関数
・協力協定数（国内・国際）
・地方環境研究所等との共同研究数
・大学との交流協定数
・大学の非常勤講師等委嘱数
・客員研究員等の受入数
・二国間協定等の枠組み下での共同研究数
・海外からの研究者・研修生の受入数 等
②プラットフォーム ○国内外との連携促進により、研究事業の 【評価指標】
の形成による国内
成果の最大化に貢献したか
・キャパシティビルディングの場の提供状
外機関との連携
況
・成果の集積、情報基盤の構築状況
・国内外機関と人材・施設・情報・データ・
知見等の連携状況 等

（４）研究成果の積極
的な発信と政策
貢献・社会貢献
の推進
①研究成果の発信・ ○研究成果を論文、インターネット、マス 【評価指標】
提供
メディア等を通じて適切に発信している
・誌上・口頭発表件数
か
・情報発信の取組状況 等
【モニタリング指標】
・招待講演数
・プレスリリース件数
・HP のアクセス数
・HP から新たに提供したコンテンツの件数
・マスメディア等への当研究所関連の掲
載・放映数 等
②研究成果の政策貢 ○成果普及による社会貢献に向け、環境政 【評価指標】
献と活用促進等
策への貢献、成果の外部機関への提供、
・環境政策への主な貢献事例の状況
知的財産の精選・活用など、研究成果の
・データベース・保存試料等の提供状況
活用促進等に適切に取り組んでいるか
・特許取得を含む知的財産の活用等の取組
状況 等
【モニタリング指標】
・環境政策や総合的な地域政策についての
国のガイドライン・指針・要領策定等や
地方自治体による条例・計画・指針・手
法策定等への研究成果の貢献状況
・各種審議会等の委員数
・環境標準物質等の外部研究機関等への提
供件数
・職務発明の認定件数
・知的財産の保有状況 等
③社会貢献活動の推 ○公開シンポジウム、見学受入れ、講師派 【評価指標】
進
遣等のアウトリーチ活動に適切に取り組
・アウトリーチ活動への取組状況 等
んでいるか
【モニタリング指標】
・公開シンポジウム等の開催状況・参加者
数
・研究所の施設公開など主催イベントの開
催状況・参加者数
・見学受け入れや講師派遣等のアウトリー
チ活動の状況
・その他イベントへの参画状況・参画件数
・研究所視察・見学受け入れ数 等
２．環境情報の収集、 ○環境の状況等に関する情報や環境研究・ 【評価指標】
整理及び提供に関
技術等に関する情報は、適切に収集、整
・地理情報システム（GIS）等を活用する
する業務
理され、わかりやすく提供されているか
などした、わかりやすい方法での提供状
況
・新たに収集、整理した情報源情報の件数
等

評価の視点
第４ 業務運営の効率
化に関する事項
１．業務改善の取組に
関する事項
（１）経費の合理化・
効率化

○経費節減に適切に取り組んでいるか

主な指標

・業務経費及び一般管理費の削減状況

等

（２）人件費管理の適
正化

○給与水準の適正化等は適切に実施されて ・給与水準の適正化のための取組状況
いるか
・国家公務員と比べた給与水準の状況（ラス
パイレス指数） 等

（３）調達等の合理化

○調達等の合理化は適切に実施されている ・内部監査・契約監視委員会等の点検・見直
か
しの状況
・関連公益法人等との契約状況（件数・金額）
等
○情報技術等を活用した各種業務（研究業 ・イントラネット等、所内ネットワークシス
務除く）の効率化は適切に実施されてい
テムの管理・運用状況
るか
・人事・給与システム、会計システム等の業
務システムの管理・運用状況 等

２．業務の電子化に関
する事項

○情報技術等を活用した研究業務の効率化 ・研究関連データベースの運用状況
は適切に実施されているか
・電子ジャーナルシステムの利用促進状況
等
○WEB 会議システム導入により業務の効率 ・WEB 会議システムの導入・運用状況 等
化は図れたか
第５ 財務内容の改善
に関する事項
（１）バランスの取れ
た収入の確保

（２）保有財産の処分
等

第６ その他の業務運
営に関する事項
１．内部統制の推進
（１）内部統制に係る
体制の整備

（２）コンプライアン
スの推進

○自己収入は質も考慮した適切なバランス ・自己収入全体の獲得額
で確保されているか
・競争的外部資金等の獲得額
・受託収入の獲得額
・競争的外部資金、受託収入の運営費交付金
に対する割合 等
○保有資産について継続的に自主的な見直 ・研究所における大型研究施設や高額な研究
しを行っているか
機器に係る現状把握及び見直し等の状況
・奥日光フィールド研究ステーションの撤
去、林野庁への返地
・生態系研究フィールドⅡの国庫納付 等

○内部統制システムは適切に整備・運用さ ・内部統制委員会の設置等内部統制システム
れているか
の整備・運用状況
・内部統制に関する研修等の実施状況（受講
率） 等
○コンプライアンスは確実に実施されてい ・コンプライアンス委員会の取組状況
るか
・研究不正・研究費不正使用防止のための取
組状況（研修受講率） 等

（３）PDCA サイクルの ○PDCA サイクルを徹底し、業務の進行管理 ・階層的な所内会議等を活用した進行管理や
徹底
を適切に実施しているか
評価、フォローアップ等の実施状況
・研究業務に対する研究責任者の研究内容の
調整・進行管理の実施状況
・研究評価や助言会合の実施状況
・外部の専門家による研究評価・助言を受け
た対応状況 等
（４）リスク対応の為
の体制整備
２．人事の最適化
（１）優れた人材の確
保

○業務実施の障害となる要因の把握と対応 ・リスク管理体制の整備・運用状況 等
体制等の整備は適切に実施されているか
○クロスアポイントメント制度や年俸制の ・クロスアポイントメント制度の導入・運用
導入への取組が適切に実施されているか
状況
・年俸制の導入・運用状況 等
○研究実施部門における人材の採用・活用 ・研究系常勤職員の採用・活用状況
は適切に実施されているか
・研究系契約職員の採用・活用状況
・客員研究員等、外部の研究者の活用状況
等

（２）若手研究者等の
能力の活用

○所内人材の職場環境整備は適切に実施さ ・外国人研究者に係る職場環境整備の状況
れているか
・男女共同参画等に係る職場環境整備の状況
等
○所内人材の研究能力開発は適切に実施さ ・人材活用方針に基づく取組の実施状況
れているか

等

（３）管理部門の能力
向上

○管理部門における事務処理能力の向上等 ・研修等の実施状況（受講率）
は適切に実施されているか
・管理部門における高度技能専門員等の活用
状況（人数） 等

（４）適切な職務業績
評価の実施
３．情報セキュリティ
対策等の推進
（１）情報セキュリテ
ィ対策の推進

○職務業績評価等能力向上のための取組は ・職務業績評価の実施状況 等
適切に実施されているか

（２）個人情報等の管
理体制の整備
４．施設・設備の整備
及び管理運用

○個人番号及び特定個人情報を含む保有個 ・個人番号及び特定個人情報を含む保有個人
人情報等を安全で適切に管理しているか
情報等管理の取組状況 等
○施設・設備の整備及び維持管理は適切に ・施設・設備の維持管理の状況
実施されているのか
・施設・設備に関する計画的な整備・改修・
保守管理状況
・中長期計画の施設・設備に関する計画とお
りに進捗しているか 等

５．安全衛生管理の充
実

○情報セキュリティ対策は適切に実施され ・情報システム脆弱性診断及び情報セキュリ
ているのか
ティ監査実施状況
・情報セキュリティ研修、自己点検の実施状
況 等

○研究施設の効率的な利用の推進等は適切 ・スペースの効率的な利用に向けた取組状況
に実施されているか
等
○健康管理は適切に実施されているのか
・カウンセリングの実施状況
・保健指導の実施状況
・健康診断の実施状況（受診率） 等

○作業環境は適切に確保されているか

○所内教育は適切に実施されているか

・労働安全衛生法に基づく作業環境測定の実
施状況
・作業環境における放射線量の測定状況 等

・健康管理に関するセミナーの実施状況（参
加率）
・実験に伴う事故・災害の発生を予防する教
育訓練等の実施状況（参加率） 等
６．業務における環境 ○業務における環境配慮の徹底・環境負荷 ・環境配慮の徹底による環境負荷の低減等の
配慮等
の低減は適切に実施されているか
状況（環境報告書の作成・公表、環境マネ
ジメントシステムの運用状況、環境負荷の
低減状況） 等
※ひとつの項目に複数の「評価軸」がある場合は重要な順に記載。
※上記に加え、必要な詳細事項については中長期計画等において定めるものとする。

