
                     （資料２－１） 

２．（１） 令和２年度 改善意見への対応状況（案） 

 

 

令和２年度改善意見（令和２年７月２日） 対応状況（最終報告） 

 

（１）鉄道助成関係職員の一層のスキルアップ 

 鉄道助成関係職員の人材育成については、過年度に試

行したＯＪＴの効果を検証したうえで、「ＯＪＴ実施基

準」を策定して見直しを図ったが、これは大きな前進で

ある。さらなる育成効果の発揮に向けて、この実施基準

に照らし、関係職員の一層のスキルアップに取り組むこ

と。 

 

  

（２）鉄道助成業務の独立性・透明性の周知 

 これまで鉄道助成業務が適正に行われてきたことを

当委員会も確認しているが、鉄道助成業務には、助成勘

定から建設勘定に繰り入れる補助金の取扱いがあるこ

とから、鉄道助成業務における独立性・透明性の確保に

ついて広く一般に周知し、公正な業務の遂行に一層留意

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 策定した「ＯＪＴ実施基準」に基づき対象者３名に対してＯＪＴを実施した。 

ＯＪＴ実施後は、対象者及び講師へヒアリングを行い、ＯＪＴが効果的に実施

できていることを確認した。 
今年度については、既存の研修とも連携させ、相乗効果を高めていくよう改

善を図って継続実施する予定としている。 

 

 

 

 

○ 鉄道・運輸機構内に補助金等の交付業務を担当する助成勘定から鉄道建設を

担当する建設勘定に補助金等を繰り入れる取扱いがあるが、法令により、助成

勘定と建設勘定は厳格に区分され、安易な資金の流用が行えない仕組みとなっ

ている。また、補助金等に係る審査等は、補助金等を建設勘定に繰り入れる場

合も、鉄道事業者等に補助金を交付する場合と同様としている。 

上記の取組内容が適切に行われていることを第三者委員会において客観的

に確認していただき、その結果を発信することが重要と考えており、具体的な

事例をもって、独立性・透明性を確保して業務を遂行している状況を第三者委

員会に確認・評価いただくようにした。 

第三者委員会の資料は、鉄道・運輸機構ウェブサイトで公表しており、鉄道・

運輸機構の取組みに対するわかりやすさ等に留意し、一般にも一層、鉄道・運

輸機構の取組みが広く理解され得るものとなるよう努めた。 

また、鉄道・運輸機構ウェブサイトにおいて、鉄道助成業務に係る情報を充

実させ、鉄道助成業務の独立性・透明性の周知に努めた。 



 

 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた補助金審査

の適切な対応 

 令和２年度の補助金審査は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止対策を講じたうえで、適確な審査を実

施する必要がある。このため、補助金審査の実施にあた

っては、情報通信技術の活用等も含め、状況に応じて取

り得る最善策を検討し、適切に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の動向の不確かさを考慮し、可能な限り早期に現

地審査を実施するよう計画し、令和２年１２月末までに現地審査対象案件の全

てについて審査を実施した。 

審査の実施にあたっては、「現地審査計画の最短化」「現地審査人数の最小化」

「現地審査中の感染防止対策」の観点からの下記対策を講じるとともに、情報

通信技術を活用する等、状況に応じた対応を行った。 
 

 「現地審査期間の最短化」 

  ・可能な範囲で審査資料の事前送付を受け、現地審査前に確認した。 

  ・予め、審査の主な着眼点を連絡し、審査を効率的に実施できるようにした。 

  等 

 「現地審査人数の最小化」 

  ・審査員は、必要最小限の人数とした。 

  ・補助事業者の説明者は、必要最小限の人数とした。等 

 「現地審査中の感染防止対策」 

  ・書類等の閲覧時間と質疑応答時間を分離した。 

  ・マスク着用・定期的な換気・手指消毒を徹底した。等 

 



                                 （資料２－２） 
 

（２）審査等業務の令和３年度の主な取組み（案）について 
 
１．審査業務の適正・効率的な執行                                            

（１）補助事業者の法令遵守体制の確保 

  ①補助事業者の不正受給・不正使用を防止するため、以下の事項を周知する。 
・関係法令の遵守 
・交付決定の取消し等の制度 
・不正受給・不正使用があった場合における機構ウェブサイトでの公表等 

②現地審査の際、補助事業者の法令遵守の状況及び補助事業への責任者の関与な

ど、法令遵守体制を確認する。 
 

（２）適正かつ効率的な現地審査の実施 
     現地審査の実施にあたっては、以下の事項を踏まえ補助金審査計画を作成する。 

① 「重点審査項目選定の基準」を基に、補助金担当者による意見交換等の検討を

行った上で重点審査項目を策定する。 
② 抽出審査については、第三者委員会での議論を踏まえ、１事業者当たり２０件

程度以上の抽出件数とし、また金額についても補助対象事業費の１/４程度を

上回るよう抽出する。 
③ 可能な範囲で前倒し審査を実施するとともに、必要に応じ鉄道助成部内の職員

を臨機応変に融通し、現地審査集中期間の負担軽減を図る。 

 

２．適正・円滑な補助事業実施のための補助事業者への周知 

①補助事業者に対して、助成制度の社会的意義を周知するとともに、補助事業の

実施に係る基本的な考え方や留意事項について周知するため、事務連絡を発出

する。 

②事例を追加した「都市・幹線鉄道関係補助金執行事務手続事例集」を補助事業

者に配布し、補助金交付に係る注意喚起を行う。 

③ 補助金実務説明会について、参加者の意見・要望を踏まえ、説明する内容を一

部見直したうえで、今年度はリモート形式で実施する。 

④ 鉄道助成制度に対する理解促進を図るため、鉄道助成ガイドブックの内容を更

新し、配布先を精査したうえで配布するとともに、機構ウェブサイトにおい

て情報提供を行う。 

 

 



３．鉄道助成部内職員の能力向上 

審査ノウハウの承継等のため、補助金審査における基本的事項から専門性の高

い知識まで、職員のレベルに応じた研修（全１０回）を実施する。 

また、「ＯＪＴ実施基準」に基づきＯＪＴを実施する。 

 

４．新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた対応 
  令和３年度の補助金審査業務は、令和２年度に実施した新型コロナウイルス感染

症対策の結果も踏まえつつ、必要な審査時間及び審査員を確保したうえで、補助対

象事業者と綿密な調整を図り計画的に審査を実施すること等により、適確に審査を

実施する。 

  また、令和３年度の取組み全般にわたり、今後の新型コロナウイルス感染症対策

の動向等を踏まえたうえで、必要な場合には適宜計画の見直しを行うこととする。 

 

 

 



２．（３）令和３年度 補助金審査計画（案）

▽ 額の確定を行うすべての補助事業を対象に原則として現地審査を実施する。

（ただし、業務の効率化の観点から、事業内容が簡易なもの（設計契約のみ等）である場合などは、

書面審査のみで実施）

▽ 客観的な判断による審査を行うため、複数の審査員で審査を行う。

▽ 適正な審査及び審査業務のノウハウ承継のため、審査経験が少ない者と豊富な者を考慮した体制とし、

実際の補助金審査業務を通じて審査員のスキルアップを図る。

▽ 新型コロナウイルス感染症対策について、現地審査の実施時期など感染状況等を踏まえ適切に判断する。

▽ 審査業務を効率的、重点的に行うため、重点審査項目を踏まえて現地審査を実施する。

▽ 契約件数が一定程度を超える事業等については、抽出方針により抽出審査を行うことができる

ものとする。

▽ 現地審査時に支払証拠書類の確認が出来なかった契約や未竣功の事業の竣功確認等について、

事後確認を徹底する。

▽ 当該年度の事業が未完了であっても、補助事業者との調整が整った案件から順次計画

▽ 近傍地域にある複数の対象事業者については、同一週に組み込む等の調整を行い計画

▽ 事務所と実施現場間等を効率的に移動できるような行程を計画

○基本方針

○審査行程

（資料２－３）



１．仕様書等の条件と実績

仕様書等で指定した条件が適切か、また、指定した条件と実績に乖離がないかの
確認を徹底する。

２．各種基準適合

移動等円滑化整備ガイドラインの他、適用される基準等に準じた施工となっているかの
確認を徹底する。

３．現地審査後に進捗した工事に係る施工、支払等

現地審査後に進捗した工事に対し、施工、支払等に係る書類等の確認を徹底する。

○令和３年度重点審査項目



○抽出方針

〈抽出する際の配慮事項〉

①「工事」、「調査・設計・測量」、「機械器具・設備」、「用地の取得等」、「建物移転等の補償」、
「物品・材料購入等」の各契約種別から一件以上抽出する。
②抽出審査件数は、過去の実績も踏まえ決定する。（１事業者当たり２０件程度以上）
なお、抽出審査においても審査の過程において、疑義が認められた場合には、追加の抽出審査を
行うことがあり得る。

③事業内容を勘案しつつ、抽出審査金額/全審査対象金額の割合を可能な範囲で高める。
（１／４程度以上）

〈抽出審査を行う基準〉

契約件数が一定程度を超える事業等については、抽出審査を行うことができるものとする。



 

（４） 第４期中期目標、第４期中期計画及び令和３年度計画 

第４期中期目標（抜粋） 第４期中期計画（抜粋） 令和３年度計画（抜粋） 
国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０

３号）第２９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務

運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

我が国が直面する人口急減、少子化、超高齢化という大

きな課題に対し、国内の地域間、国内と海外との間における

ヒト、モノ等の「対流」の促進により次世代へと豊かな暮らし

をつないでいくことは極めて重要である。 

機構は、特殊法人等改革の一環として、前身の日本鉄道

建設公団と運輸施設整備事業団の統合により、平成１５年

１０月に新たに独立行政法人として発足した機関であり、鉄

道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業

者等による運輸施設の整 備を促進するための助成 その他

の支援に関する業務を行っている。 

これらの業務の実施においては、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針｣（平成２５年１２月２４日閣議決定）

等を踏まえ、中期目標管理法人として国民に対する説明責

任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとと

もに、「交 通 政 策 基 本 計 画 」（平 成 ２７年 ２月 １３日 閣 議 決

定）、「総合物流施策大綱」（平成２９年７月２８日閣議決定）

等における公共交通に関する政府方針及び「未来投資戦略

２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）等におけるインフラ

システム輸出の拡大に関する政府方針を実現すべく、適切

に遂行しているところである。 

機構の担う役割は、上記の政府方針の実現に向けて、機

構の有する高度な技術力 や専門性を活かし、独立 行政法

人通則法第２条の趣旨も踏まえ、民間企業等との適切な役

割 分 担 に留 意 しながら、輸 送 に対 する国 民 の需 要 の高 度

化、多様化に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸

送体系の確立等を図り、国民経済の健全な発展と国民生

活の向上に寄与することである。 

 

 

 

 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

我が国は、人口急減、少子化、超高齢化という大きな課題

に直面しており、このような社会的な制約を解決するため、

運輸分野において公共交通の果たす役割は大きい。 

そのため、国においては「交通政策基本計画」（平成２７年

２月１３日閣議決定）等を定め、我が国社会の持続的発展の

ため、様々な政策を実現しようとしている。 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）

は、このような政策を実現するため、確かな技術力、豊富な

経験、高度な専門知識を最大限に発揮し、持続可能で活力

ある国土・地域づくりの実現に貢献するという役割を果たす

必要がある。 

 その際留意すべきは、これら政策のすべてを機構が実施

するのではなく、民間企業等のみで実施できることはそれら

に任せ、民間企業等のみでは実現できない役割を果たすこ

とが重要である。 

特に、整備新幹線整備や都市鉄道利便向上施策、我が

国鉄道技術の海外展開に向けた取組みなどは、機構が有す

る高速鉄道その他の鉄道建設に関する技術や知見を十分

に活用するものである。また、船舶共有建造事業などは、民

間に任せるだけでは課題の解決が進まない状況であること

から、国内海運政策を実現するために必要不可欠な業務に

ついて、民業補完する形で実施するものである。 

 これらの役割を果たし、国土交通大臣が定めた機構の中

期目標（平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５

年間の目標。以下「中期目標」という。）を達成するため、独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条第１

項の規定に基づきとるべき措置等を以下のとおり定める。 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」とい

う。）は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第３１条の規定に基づき、令和３年度における業務運営に

関する計画を以下のとおり定める。 

（資料２－４） 



 

第４期中期目標（抜粋） 第４期中期計画（抜粋） 令和３年度計画（抜粋） 
 

 

 

２．中期目標の期間 

 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とす

る。 

 

２．中期計画の期間 

 

 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間と

する。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

 

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成２７年５月２

５日改定）における「一定の事業等のまとまり」は、本章中の(1)鉄

道建設等業務、(2)鉄道助成業務等、(3)船舶共有建造等業務、

(4)地域公共交通出資業務等、(5)特例業務（国鉄清算業務）とす

る。各業務については、関係機関と十分な連携を図りながら、以

下の通り各業務を遂行する。 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１） 鉄道建設等業務・・・省略 

 

 

 

（１）鉄道建設等業務・・・省略 

（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み・・・省略 

（３）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等・・・省略 

 

（１）鉄道建設等業務・・・省略 

（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み・・・省略 

（３）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等・・・省略 

 

   

（２） 鉄道助成業務等 （４）鉄道助成業務等 （４）鉄道助成業務等 

① 鉄道助成 

 

機構では、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資する

ため、整備新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安

全・防災対策に対する補助等による支援及び新幹線譲渡代金、

無利子貸付資金の回収を適正かつ効率的に実施する。 

① 鉄道助成 

 

 機構は、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に

資するため、整備新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発

及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等による支援

及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正か

つ効率的に実施していく。 

 

 

 

 

 

① 鉄道助成 

 

  機構は、交通インフラ・ネットワークの機能充実・強化に

資するため、整備新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発及

び鉄道の安全・防災対策に対する補助等による支援及び

新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正かつ効

率的に実施していく。 



 

第４期中期目標（抜粋） 第４期中期計画（抜粋） 令和３年度計画（抜粋） 
(a) 確実な処理・適正かつ効率的な執行 

 

鉄道関係業務の資金の移動（勘定間繰入・繰戻）及び補助

金交付について、第三者委員会の助言の必要部分を審査業

務の改善に反映させること、審査ノウハウの承継やスキルア

ップのための機構職員向け研修の実施等により、法令その

他による基準に基づき確実に処理するとともに、標準処理期

間内に適正かつ効率的に執行する。 

 

＜指標＞ 

・補助金審査に係る機構職員向け研修の受講率(前中期目

標期間実績：平成２５年度から平成２９年度までの平均

受講率・８１％） 

 

 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、

法令その他による基準に基づき確実に処理するととも

に、標準処理期間内（補助金等支払請求から支払まで３

０日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日以

内）に執行できるよう適正かつ効率的に処理する。また、

「鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会」からの

改善意見の必要部分を審査業務の改善に反映させるこ

と、及び審査ノウハウの承継、スキルアップのための職

員研修を実施すること等により、業務遂行に係る効率性

の向上等、鉄道助成業務の更なる充実強化を図る。 

 

 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、

法令その他による基準に基づき確実に処理するととも

に、標準処理期間内（補助金等支払請求から支払まで

３０日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日

以内）に執行できるよう適正かつ効率的に処理する。ま

た、「鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会」

に助成業務の実施状況等を報告し、得られた改善意見

の必要部分を審査業務の改善に反映させること、及び

審査ノウハウの承継、スキルアップのための職員研修

等を必要に応じて一部見直し実施すること等により、業

務遂行に係る効率性の向上等、鉄道助成業務の更な

る充実強化を図る。 

(b) 助成制度に関する情報提供等の推進 

 

鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援

するため、鉄道助成制度に関するガイドブックの配布等によ

る情報提供や周知活動を積極的に推進する。 

 

＜指標＞ 

・鉄道 助 成 制度 に関するガイドブックの地 方公 共 団

体・鉄道事業者等への配布部数（前中期目標期間

実績：平成２７年度から平成２９年度の平均配布部

数・８０９部） 

 

 

また、鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な

活用を支援するため、鉄道助成ガイドブックの配布等に

よる情報提供や周知活動を積極的に推進する。 

    

 

また、鉄道事業者等による各種助成制度の効果的

な活用を支援するため、最新の助成事例を盛り込ん

だ鉄道助成ガイドブック及びパンフレットの作成配布、

ホームページでの公表を行うとともに、助成対象事業

の適正な執行のために、執行に係る基本的な考え方

を助成対象事業者に対して周知する。 

(c) 債権の確実な回収等 

 

既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金について、約

定等に沿った確実な回収を図るとともに、これらに係る債務

を確実に償還する。 

 

＜指標＞ 

・譲渡代金及び無利子貸付資金について、約定等に沿っ

た回収を行った件数（前中期目標期間実績：平成２５年

度から平成２９年度（見込み）までの回収件数・譲渡代

金：年間６件、無利子貸付資金：年間６件） 

 

 

さらに、既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金

について約定等に沿った確実な回収を図るとともに、こ

れらに係る債務を確実に償還する。 

 

 

 

 

さらに、既設四新幹線の譲渡代金（令和３年度回収

見込額７２４億円）、無利子貸付資金（令和３年度回収

見込額２０４億円）について約定等に沿った確実な回

収を図るとともに、これらに係る債務を確実に償還す

る。 

 




