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独立行政法人制度の見直しに係る最近の動向
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○ 地域医療機能推進機構（機構）への改組時期は、公布の日（平成23年6月24日）から３年以内の政令で
定める日。※政令で平成26年4月1日と規定。

３．その他

※緊急の必要がある場合を除き、業務の財源に充てるための交付金は交付されない。

(1)目的
救急医療等の５事業、リハビリ等地域医療・介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛
生の向上、住民福祉の増進に寄与すること。
(2)業務
病院、介護老人保健施設及び看護師養成施設の設置及び運営の業務を行う。
(3)病院等の譲渡
病院等のうち、譲渡後も地域において必要とされる医療機能が確保されるものについては、譲
渡することができる（この場合においては、地元地方自治体の意見を聴取）。

２．改組法人の概要

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（RFO）を年金福祉施設等の整理合理化を目的とした
組織から、独立行政法人地域医療機能推進機構に改組して、地域医療に貢献しつつ安定的な病院運営
を行う組織とする。

１．法律の趣旨

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の概要
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→成立

法律の公布（平成２３年法律第７３号）、法律の一部施行

平成２３年６月２４日

参議院本会議で賛成多数で可決

平成２３年６月１７日

参議院厚生労働委員会で賛成多数で可決

平成２３年６月１６日

衆議院本会議で賛成多数で可決

平成２３年６月１０日

衆議院厚生労働委員長提出の法案として起草

平成２３年６月１０日

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案

国会審議の状況
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１３名(理事長１人、監事２人、常勤理事５人、非常勤理事５人)
約２万人

６．その他特記事項
・平成２３年６月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平
成２３年法律第７３号）において、年金福祉施設等の整理合理化を目的としたＲＦＯから、病院等の運営等
を目的とした地域医療機構に改組されることとされた。
・政府は、地域医療機構に対し、緊急の必要がある場合における厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をと
る場合を除き、業務の財源に充てるための交付金を交付しない。
・ＪＣＨＯは、病院等のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保さ
れるものについては、譲渡することができる。

５．組織の規模（平成２６年４月１日（予定）） 病院数：57病院 老健施設：26施設

４．業務概要
上記１の目的を達成するため、病院等の設置及び運営並びにこれに附帯する業務を行うこと

３．役職員数
役
員
職
員

２．改組時期 平成２６年４月１日
※独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（以下「ＲＦＯ」という。）を改組して設置。

１．設立目的
独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「地域医療機構」という。）は、病院、介護老人保健施設等の運
営を行い、救急医療・災害時における医療・へき地医療・周産期医療・小児医療、リハビリテーションその他
地域において必要とされる医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

独立行政法人地域医療機能推進機構の概要
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＜役職員＞
理事長、監事２名（非常勤）、理事１名
（非常勤）、職員２３名（Ｈ２５．７時点）

＜業務＞
年金福祉施設等の譲渡、それまでの間の施
設の管理・運営
病院等の運営は特例民法法人等に委託（病
院職員は特例民法法人等の職員）

＜目的＞
年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生
年金保険事業、健康保険事業等の適切な財政
運営に資すること

年金・健康保険福祉施設整理機構

改
組

＜役職員＞
理事長、監事２名、常勤理事５名、非常勤
理事５名、職員は約２万人前後（推計）

＜業務＞
病院、介護老人保健施設、看護師養成施設
の設置及び運営等
病院等の運営は直営（病院職員は独立行政
法人の職員）

＜目的＞
救急医療等の５事業、リハビリ等地域医療
を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛
生の向上、住民福祉の増進等に寄与すること

地域医療機能推進機構

年金・健康保険福祉施設整理機構を地域医療機能推進機構に改組するときのイメージ

独立行政法人

国立健康・栄養研究所の概要

１．設立目的
国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国
民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増
進を図ることを目的とする。
２．設立時期

平成１３年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
４名（理事長１名、理事１名、監事２名（非常勤））
職
員
３８名
４．業務概要
○ 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。
○ 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。
○ 食品について栄養生理学上の試験を行うこと。
○ 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
○ 健康増進法第１０条第２項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施
に関する事務を行うこと。
○ 健康増進法第２６条第３項（同法第２９条第２項において準用する場合
を含む 。）の規定に基づき、同法第２６条第１項の規定による許可又は同
法第２９条第１項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこ
と。
○ 健康増進法第２７条第５項（同法第２９条第２項、第３２条第３項及び
第３２条の３第３項において準用する場合を含む 。）の規定により収去さ
れた食品の試験を行うこと。
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・「健康食品」の有効性・安全性評価、
国内外の情報収集及び発信

③「健康食品」を対象とした食品成分
の有効性評価及び健康影響評価
に関する研究

② 産学連携

① 国際協力

３．国際協力、産学連携等対外的な業務

② 特別用途食品等の表示許可等に
係る試験業務(消費者庁所管）

① 国民健康・栄養調査の集計業務

・関連団体・研究機関との共同・受託
研究を推進。

・アジアの国際栄養ネットワーク構築。
・WHO指定研究協力センター申請。
・若手外国人研究者招へい事業。

・特別用途食品の表示許可における
成分分析。
・収去した特別用途食品、栄養表示
がなされた食品の成分分析。

・迅速かつ効率的な集計。
・都道府県等が行う健康・栄養調査に
対する技術支援。

・地域住民等を対象とした疫学調査、
国民健康・栄養調査の 関連研究

②日本人の食生活の多様化と健康
への影響に関する栄養疫学的研究

２．健康増進法に基づく業務

・遺伝子、細胞、動物モデル、ヒトを対
象とした実験、介入研究

①生活習慣病予防のための運動と
食事の併用効果に関する研究

主な取り組み

健康・栄養分野での研究協力など、公正・中立な立
場での社会還元を推進

・アジア地域等における栄養研究基盤の強化など
の国際貢献

・食の安心・安全、消費者保護の観点から、これら
業務の的確かつ効率的な推進

・国や地域の望ましい健康施策の展開

・健康食品の安全性確保、国民への正確な情報提
供

・「食事摂取基準」、「食生活指針」の策定、「健康日
本２１」（第２次）の推進

・糖尿病､メタボリックシンドロームの一次予防
・｢運動基準｣の策定､｢特定保健指導｣の推進と評価

効 果

○国民の健康の保持及び増進に関する調査・研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査・研究等を行うことにより、公衆
衛生の向上及び増進を図る。
○主務官庁は、厚生労働省及び内閣府（消費者庁）

１．調査研究

概要

国立健康・栄養研究所の概要

独立行政法人

労働安全衛生総合研究所の概要

１．設立目的
事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病
の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及
び研究を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保に資す
ることを目的とする。
２．設立時期

平成１８年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役

員

５名（理事長１名、理事２名、監事２名（うち非常勤１名））

職

員

１００名

４．業務概要
職場における労働者の安全及び健康の確保に資することを目的として、以
下の研究を重点的に実施。また、厚生労働大臣の指示を受けて、労働災害の
原因の調査及び立入検査を行う。
（１）産業社会の変化により生じる労働安全衛生の課題に関する研究
労働者の働き方等が変化することに伴い、職場のストレス、長時間労働
及び交替制勤務等がメンタルヘルスなどの健康に及ぼす影響について分析
し、その予防に関する研究を実施する。また、技術革新等により新たに産
業現場で取り扱われる新材料や新技術に起因する労働災害に対する予防的
対応に関する研究を実施する。
（２）産業現場における危険・有害性に関する研究
労働災害の多発している作業、起因物質等に着目し、墜落、爆発、化学
物質、物理的因子等現場における危険・有害性について分析し、講ずべき
対策に関する研究を実施する。
（３）職場のリスク評価とリスク管理に関する研究
職場における危険・有害因子へのばく露評価手法、リスク評価法等の確
立や、リスク管理を効果的に実施していくための支援ツールの開発に関す
る研究を実施する。
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［昭和24年 「労働省けい肺試験室」として設立］

（独）産業医学総合研究所

［昭和17年 「厚生省産業安全研究所」として設立］

（独）産業安全研究所
統合

［平成18年4月1日発足］

（独）労働安全衛生総合研究所

1. 役職員数 １０５名（平成２５年４月１日現在）
2. 平成２５年度予算 約２２億円
3. 我が国で唯一の「産業安全及び労働衛生」分野における総合的研究機関として、
「職場における労働者の安全と健康の確保」に資するための調査研究を実施

名称：独立行政法人 労働安全衛生総合研究所（統合７年目）
英語名：National Institute of Occupational Safety and Health (JNIOSH)
理事長： 前 田 豊

（独）労働安全衛生総合研究所の概要

独立行政法人

医薬基盤研究所の概要

１．設立目的
医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植
物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において
行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療
機器等技術の向上のための基盤の整備を図り、もって国民保健の向上に資する
ことを目的とする。
２．設立時期

平成１７年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
４名（理事長１名、理事１名、監事２（非常勤））
職
員
８０名
４．業務概要
○ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資すること
となる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。
○ 基礎的研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。
○ 試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
○ 政府等以外の者に対し、試験研究を国の試験研究機関又は試験研究に関する
業務を行う独立行政法人と共同して行うことについてのあっせんすること。
○ 海外から研究者を招へいすること。
○ 医薬品技術及び医療機器等技術に関する情報を収集し、整理し、提供及び調
査すること。
○ 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究に関し、必要な
資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと。
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⇒ 他社製品にも活用できる汎用的な技術分野、
難病分野、生物資源の提供は困難

企業は採算性が見込める研究が中心。営利で行動。

製薬企業（民間）

○副作用被害の防止
○「規制」と「振興」の分離の必要性
○安全な医薬品を開発したい企業のニーズ

医薬品の安全性の確保

（創薬の公的な分野を担う研究機関）

※ 基盤研の「橋渡し」機能がなければ、①学術的な関心と採算性に適合する分野の創薬研究しかなされない。
②各主体の研究能力や資源、それぞれの特性が有効に活用されない。
などにより、技術革新も含め、安全な医薬品の迅速供給が図られなくなる。

安全な医薬品の迅速な供給、国民の健康の確保

○ 上記分野について、大学と企業の様々な主体による研究を、自らも参画して共同研究を立ち上げるなど、連携の
「橋渡し」（仲人）も可能に。

（大学・企業の自主的な取組だけでは対応できない分野のみを実施）

○ 国民の健康確保の観点から、政策ニーズに立脚した知見の提供が可能に。

基盤研の意義・役割

医薬基盤研究所の設置（Ｈ１７）

公的な支援の必要性と有効性。創薬に特化した研究機関の必要性。

基礎研究と製品化の中間的な技術の「橋渡し」を担う者がいない（「死の谷」といわれる分野）。

⇒ 製品化に向けた開発研究は困難

大学は基礎研究が中心。学術的関心で行動。

大学（学術機関）

創薬研究の現状

○患者の方々からの切実な要望
(難病患者等に対する治療薬の必要性）
○医薬品開発の特徴
一つの新薬創出するのに、開発期間約20年、
開発費約1000億円、成功率は0.003%
○新薬を作れるのは先進国のみ。日本国としての責任と優位。

迅速な医薬品開発の必要性

背景

独立行政法人医薬基盤研究所の設立の意義や役割

独立行政法人

国立がん研究センターの概要

１．設立目的
がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並び
にこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことによ
り、国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な
医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とす
る。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
８名（理事長１名、理事５名（常勤２名、非常勤３名）、
監事２名（非常勤））
職
員
１，６９６名
４．業務概要
（１）がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開
発を行うこと。
（２）（１）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（３）がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
（４）（１）～（３）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
研究所
早期・探索臨床研究センター
中央病院
東病院
がん予防・検診研究センター
がん対策情報センター
６．病床数（平成２５年４月１日現在）
①中央病院
一般病床 ６００床
②東病院
一般病床 ４２５床
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○ 質の高い医療の提供
・ 年間5,000件の手術、1日約120人の通院化学療法を実施（中央）
・ 陽子線治療等先進医療の提供と併せ、モデル的緩和ケアを提供（東）
○ がんの原因・本態解明、革新的な検診法や診断・治療技術の開発、
がん医療の均てん化 、がん情報の提供
・ 原因・本態解明を通じた予防法や高度先駆的な検診・診療技術の開発
・ 多施設共同臨床研究によるがん医療の標準化
・ がん医療やがん登録など専門情報等の提供や研修等による人材育成

特徴

我が国のがん対策の中核的機関として、がんその他
の悪性新生物についての調査、研究、医療技術の開
発、医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

創
設： 昭和３７年１月１日
所 在 地： 東京都中央区築地（中央病院）、千葉県柏市（東病院）
主な組織： 研究所、早期・探索臨床研究センター、中央病院、
東病院、がん予防・検診研究センター、がん対策情報セ
ンター
役職員数(常勤) ：1,699名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 600床（中央病院）、425床（東病院）

沿革・組織

（独）国立がん研究センター

独立行政法人

国立循環器病研究センターの概要

１．設立目的
循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務
に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政
策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆
衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
６名（理事長１名、理事３名（うち非常勤２名）、
監事２名（非常勤））
職
員
１，１１９名
４．業務概要
（１）循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
（２）（１）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（３）循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
（４）（１）～（３）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
研究所
病院
研究開発基盤センター
６．病床数（平成２５年４月１日現在）
一般病床 ６１２床
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（独）国立循環器病研究センター

○先端医療技術の開発と普及
・在宅型体内埋め込み型人工心臓・次世代型呼吸補助装置の開発
・世界に先駆けて発見した生理活性ペプチド、タンパク質を診断・治
療の開発へ応用
・1,700名以上の若手医師を育成、84カ国から900名以上の外国人
研修生を受け入れ

○最新・最善の医療の提供
・年間約3,400件の重症循環器病救急搬送を受け入れ
・国内心移植155例のうち、54例を実施
・脳梗塞に対する超急性期血栓溶解療法（ｔＰＡ静注療法）を年間70例以上実施

特徴

我が国の脳卒中、心臓病等の循環器病対策の中核的機関
として、循環器病についての調査、研究、医療技術の開発、
医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

沿革・組織
創
設： 昭和５２年６月１日
所 在 地： 大阪府吹田市
主な組織： 研究所、病院、研究開発基盤センター
役職員数(常勤) ： 1,121名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 612床

独立行政法人

国立国際医療研究センターの概要

１．設立目的
感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における
症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの（以下「感染症
その他の疾患」という。）に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、
研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者
の研修等を行うことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾患に関す
る高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛
生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
９名（理事長１名、理事６名（うち非常勤３名）、監
事２名（非常勤））
職
員
１，７４７名
４．業務概要
（１）感染症その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を
行うこと。
（２）（１）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（３）医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。
（４）感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関し、技術
者の研修を行うこと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（６）国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看
護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置
し、これを運営すること。
（７）（１）～（６）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
研究所
病院
国府台病院
国際医療協力局
国立看護大学校
臨床研究センター
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６．病床数（平成２５年４月１日現在）
①病院
一般病床 ７１９床
結核病床
４０床
精神病床
３８床
感染病床
４床
合
計 ８０１床
②国府台病院

一般病床
精神病床
合
計

４３０床
１４２床
５７２床
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（独）国立国際医療研究センター

（国府台病院）

（国府台病院 ）

（センター病院）

特徴
（特定感染症病床）
○高度総合専門医療の提供
・ 1日約1,600名の外来患者の受け入れ、年間約 11,000件の手術の実施（センター病院）
・ 月平均約1,000名のエイズ外来患者の受け入れ（センター病院）
・ 児童精神科のほか、肝炎・免疫研究センターが新たに整備され、専門医療を提供
○ 国際医療協力の実践、研究の実施
・途上国へ年間約200名の専門家派遣、約300名の研修生受け入れ
・海外拠点との共同研究により、鳥インフルエンザ迅速診断キットを開発
・ ウイルス肝炎治療の有効性を治療前遺伝子診断で判定
・２型糖尿病関連遺伝子の同定

我が国の医療分野における国際貢献の中核的機関として、感染症そ
の他の疾患についての調査、研究、医療技術の開発、医療の提供及
び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

創
設： 平成５年１０月１日
所 在 地： 東京都新宿区（センター病院）
千葉県市川市（国府台病院）
主な組織： 研究所、臨床研究センター、センター病院、
国府台病院、国際医療協力局、国立看護大学校
役職員数(常勤) ：1,751名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 801床（センター病院）、572床（国府台病院）

沿革・組織

独立行政法人

国立精神・神経医療研究センターの概要

１．設立目的
精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害（以下「精神
・神経疾患等」という 。）に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び
技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等
を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ
専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄
与することを目的とする。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
７名（理事長１名、理事４名（うち非常勤２名）、監
事２名（非常勤））
職
員
７０４名
４．業務概要
（１）精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行
うこと。
（２）（１）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（３）精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。
（４）精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行
うこと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（６）（１）～（５）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
神経研究所
トランスレーショナル・メディカルセンター（ＴＭＣ）
精神保健研究所
脳病態統合イメージングセンター（ＩＢＩＣ）
病院
認知行動療法センター（ＣＢＴ）
６．病床数（平成２５年４月１日現在）
一般病床 ２６６床
精神病床 ２０８床
合
計 ４７４床
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特徴
○脳とこころと身体の健全な統合を目指す医療の実践
（触法病棟）
・ 1日平均400名以上の精神・神経外来患者を受け入れ
・ 1万以上の筋検体を保存する、筋ジストロフィー確定診断の中核施設
・ パーキンソン病、筋ジス、難治性てんかん等神経難病、うつ病等難治性精神
疾患に対する内科的、外科的治療の実施
○世界唯一の「精神・神経センター」として、統合的な
（筋ジスモデル動物）
精神・神経科学研究を実施
・ 多発性硬化症に対する画期的治療薬の開発
・ 筋ジストロフィーに対する遺伝子治療の推進
・ 自殺対策の研修及び情報提供、自殺の危険 因子の解明

我が国の精神・神経疾患対策の中核的機関として、精神・神経
疾患等についての調査、研究、医療技術の開発、医療の提供及
び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

沿革・組織
創
設： 昭和６１年１０月１日
所 在 地： 東京都小平市
主な組織： 神経研究所、精神保健研究所、病院
役職員数(常勤) ：707名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 474床

（独）国立精神・神経医療研究センター

独立行政法人

国立成育医療研究センターの概要

１．設立目的
母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であ
って、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするも
の（以下「成育に係る疾患」という。）に係る医療に関し、調査、研究及び技
術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を
行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門
的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的
とする。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
６名（理事長１名、理事３名（非常勤）、監事２名（非
常勤））
職
員
９７８名
４．業務概要
（１）成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行う
こと。
（２）（１）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（３）成育に係る疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
（４）（１）～（３）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
研究所
病院
臨床研究センター
６．病床数（平成２５年４月１日現在）
一般病床 ４９０床
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○成育医療における高度先駆的医療やモデル医療の提供
・ 移植医療及び胎児治療の推進と普及
・ 小児ＩＣＵ等を活用した24時間365日体制の重症小児救急
搬送の受け入れ
・ 年間1,900件以上の分娩件数、年間約6,000件の小児手術を実践
・ 虐待等を含めた小児のこころのケア
○ 成育医療を発展させるＴＲ等の研究の推進
・免疫異常等小児難病に対する遺伝子治療の開発
・ｉＰＳ 細胞、ＥＳ細胞を用いた再生医療の推進
・妊娠と薬の情報提供や子どもの事故防止プログラムの提供
・小児医薬品（適正使用）を目的とした小児治験ﾈｯﾄﾜｰｸ活動の推進

特徴

我が国の成育医療の中核的機関として、小児医療、母性医療、父性医療及び
関連・境界領域を包括する成育医療についての調査、研究、医療技術の開発、
医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

創
設： 平成１４年３月１日
所 在 地： 東京都世田谷区
主な組織： 研究所、病院、臨床研究センター
役職員数(常勤)：979名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 490床

沿革・組織

（独）国立成育医療研究センター

独立行政法人

国立長寿医療研究センターの概要

１．設立目的
加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自
立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの（以下「加齢に伴う疾
患」という 。）に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの
業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医
療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、
もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
２．設立時期

平成２２年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
６名（理事長１名、理事３名（うち非常勤１名）、監
事２名（非常勤））
職
員
４９４名
４．業務概要
（１）加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。
（２）加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行う
こと。
（３）（２）に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
（４）加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
（５）（１）～（４）に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
（６）（１）～（５）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
５．組織概要（平成２５年４月１日現在）
研究所
認知症先進医療開発センター
老年学・社会科学研究センター
病院
６．病床数（平成２５年４月１日現在）
一般病床 ３８３床
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○ 老化の制御と老年病克服のための新しい医療の発展の普及に尽力
・認知症、骨粗鬆症の病態解明と新規治療法の開発
・再生医療による革新的歯科治療技術の開発
・全国の医師に研修を実施、年間約５００名の「認知症サポート医」を養成

○ 高齢者疾患の包括的・全人的医療の提供
・高齢者の生活の質を向上に向けた医療の提供
・地域の保健・医療・福祉と連携した在宅医療モデルの開発・提供
・認知症の早期診断法の開発等の先駆的医療の提供

特徴

我が国の長寿医療の中核的機関として、加齢に伴って生じる心
身の変化に起因する疾患であって、高齢者が自立した日常生活
を営むために特に治療を必要とするものに関する調査、研究、医
療技術の開発、医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

設置目的

沿革・組織
創
設： 平成１６年３月１日
所 在 地： 愛知県大府市
主な組織： 研究所、病院
役職員数(常勤) ：497名（平成25年4月1日現在）
病 床 数： 383床

（独）国立長寿医療研究センター

独立行政法人

国立病院機構の概要

１．設立目的
医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行う
ことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療で
あって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛
生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
２．設立時期

平成１６年４月１日

３．役職員数（平成２５年１月１日現在）
役
員
１５名（理事長１名、副理事長１名、理事１１名（う
ち非常勤９名）、監事２名（うち非常勤１名））
職
員
５５，５３４名
※ 特定独立行政法人（役職員の身分は国家公務員）
４．業務概要
（１）医療を提供すること (診療事業)
・患者の目線に立った医療の提供
・クリティカルパスの活用や臨床評価指標の作成など質の高い医療の提供
・医療安全対策の充実など安心・安全な医療の提供
・セーフティーネット領域の医療や、５疾病・５事業など国の医療政策と
して担うべき医療の実施
（２）医療に関する調査及び研究を行うこと (臨床研究事業等)
・ネットワークを活用したＥＢＭのためのエビデンスづくりの推進
・高度・先端医療技術の臨床導入の推進
・質の高い治験の実施
・診療情報を用いた分析
（３）医療に関する技術者の研修を行うこと
・質の高い医療従事者の養成
・地域医療に貢献する研修事業の充実

(教育研修事業)

（４）（１）～（３）に附帯する業務を行うこと
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（参考）
・セーフティーネット領域の医療：重症心身障害、筋ジストロフィー、結核、
心神喪失者医療観察法に基づく医療等
・５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患
・５事業：救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急医療
５．組織の規模（平成２５年４月１日現在）
病院数：１４４病院
病床数：５５，３３５床
一般病床
４８，０４０床
療養病床
１５６床
結核病床
２，４９１床
精神病床
４，５９８床
感染症病床
５０床
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医療を提供すること
医療に関する調査及び研究を行うこと
医療に関する技術者の研修を行うこと
上記に付帯する業務を行うこと

結核病床
精神病床 感染症病床
1,878
4,065
50

☆国立病院機構の病床シェア
（政策医療のセーフティネット）
1：心神喪失者等医療観察法
2：筋ジストロフィー
3：重症心身障害
4：結核
：58.8%
：95.7%
：39.1%
：37.1%

臨床研究センター ：12病院
臨床研究部
：72病院
附属看護師等養成所
看護師課程
：39校
助産師課程
： 5校
リハビリテーション学院 ： 1校

一般病床
療養病床
45,784
120

病院数
： 144病院
運営病床数： 51,897床（全国シェア3.5%）

３．組織の規模（平成25年4月1日現在）

①
②
③
④

２．機構の行う業務

計
51,897

○ 平成16年4月1日
○ 独立行政法人国立病院機構法（平成14年法律第191号）
を根拠法として設立された特定独立行政法人

１．設立

43,674人
48,354人

（対23年度 ＋334人）

（対23年度 △395人）

各病院が自己の診療収入により収支相償を目指しています。
平成24年度は、国立病院機構全体で経常利益498億円（経常収
支率105.8%）であり、法人発足以降、経常収支プラスを維持
しています。
また、個々の病院においても、法人発足時の平成16年度決算
（経常収支）において74病院（再編成実施病院除く）あった赤
字病院が、平成24年度決算では19病院（△55病院）となり、
収支改善が進んでいます。

６．財務

※医師6千人、看護師36千人、その他14千人
【看護職の副院長を1病院に設置】

役員数 5人（平成25年4月1日現在）
職員数 55,534人（平成25年1月1日現在）

５．役職員数（常勤）

入院患者数（1日平均）
外来患者数（1日平均）

４．患者数（平成24年度実績）

国立病院機構の理念
私たち国立病院機構は
国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために
たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに
患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し
質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます

独立行政法人国立病院機構の概要

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構の概要

１．設立目的
医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅
速な救済を図り（健康被害救済）、医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安
全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導・審査し（承認審査）、
市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う（安全対策）こ
とを通じて、国民保健の向上に貢献すること。
２．設立時期

平成１６年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
６名（理事長１名、理事（技監）１名、理事２名、監事２名
(うち非常勤１名））
職
員 ７０２名
（参考）第二期中期計画上の常勤職員は、
第二期中期目標期間期初 ６９５人
平成２５年度末
７５１人（上限）
４．業務概要
（１）健康被害救済業務
① 医薬品副作用被害救済業務
② 生物由来製品感染等被害救済業務
（２）審査等業務
① 医薬品・医療機器に関する審査関連業務を一体的に実施
（３）安全対策業務
① 医薬品副作用等報告の収集・整理
② 安全性情報提供業務
５．その他（新医薬品・医療機器の承認状況等）

新医療機器（優先品目・新規承認）

新医薬品（優先品目）

（）内：総審査期間の
目標値

総審査期間

平成２０
年度

平成２１
年度
（11月）

平成２２
年度
（10月）

平成２３
年度
（9月）

（）内：総審査期間の
目標値

平成２０
年度

平成２１
年度
（16月）

平成２２
年度
（16月）

平成２３
年度
（15月）

１６．１月

１３．９月

１５．１月

１５．０月

２．６月

６．０月

５．３月

６．２月

１５．４月

１１．９月

９．２月

６．５月

総審査期間

うち行政側期間

７．３月

３．６月

４．９月

４．２月

うち行政側期間

うち申請者側期間

６．８月

６．４月

３．４月

２．０月

うち申請者側期間

－

７．７月

１０．７月

８．９月

２４

１５

２０

５０

承認件数

３

３

３

２

平成２０
年度

平成２１
年度
（19月）

平成２２
年度
（16月）

平成２３
年度
（12月）

（）内：総審査期間の
目標値

総審査期間

２２．０月

１９．２月

１４．７月

１１．５月

総審査期間

うち行政側期間

１１．３月

１０．５月

７．６月

６．３月

うち行政側期間

７．４月

６．７月

６．４月

５．１月

うち申請者側期間

５３

９２

９２

８０

承認件数

承認件数

新医薬品（通常品目）

（）内：総審査期間の
目標値

うち申請者側期間
承認件数

新医療機器（通常品目・新規承認）

※・数値は平成１６年度以降申請分の中央値。
・米国FDAの平成21年の総審査期間は13.0ヶ月である。

平成２０
年度

平成２１
年度
（21月）

平成２２
年度
（21月）

平成２３
年度
（20月）

２１．３月

１９．３月

２０．５月

１６．８月

９．８月

７．８月

８．２月

８．２月

－

８．５月

１２．１月

６．９月

６

２１

１０

１２

※・数値は平成１６年度以降申請分の中央値。
・米国FDAの平成17年度の総審査期間は14.5ヶ月である。
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２５６名

１５４名

２９名

PMDA全体
(役員を含む)

うち審査部門

うち安全部門

平成16年
4月1日

役職員数の推移

４３名

１７８名

２９１名

平成17年
4月1日

４９名

１９７名

３１９名

平成18年
4月1日

５７名

２０６名

３４１名

平成19年
4月1日

６５名

２７７名

４２６名

平成20年
4月1日

８２名

３５０名

５２１名

平成21年
4月1日

１２３名

３８９名

６０５名

平成22年
4月1日

４３８名
１３６名

１３３名

６７８名

平成24年
4月1日

４１５名

６４８名

平成23年
4月1日

１４０名

４６０名

７０８名

平成25年
4月1日

７５１名
(予定)

第2期中期
計画末(25年
度末)

※「革新的医薬品・医療機器創出のための5ヵ年戦略」（平成19年度～平成23年度）でPMDAの審査人員について、大幅な増員を図ることとされている
ことから、第2期中期計画(平成21年度～平成25年度)では、人員体制を平成21年4月 521名 → 平成25年度末 751名 に増員することとなっている。

＜役職員＞
役員数６名（理事長、理事３名、監事２名）、職員７０２名 （平成25年4月1日現在）

＜予算額＞
平成２５年度予算案 ３６８．７億円

＜業務内容＞
①健康被害救済業務・・・医薬品副作用被害救済業務、生物由来製品感染等被害救済業務
②審査等業務・・・・・・医薬品・医療機器に関する審査関連業務を一体的に実施
③安全対策業務・・・・・医薬品副作用等報告の収集・整理、安全性情報提供業務

＜ＰＭＤＡの設立＞
①設立の経緯・・・(認)医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を廃止し、国立医薬品食品衛生研究所医
薬品医療機器審査センター等と統合し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を設立
②設立年月日・・・平成１６年４月１日
③根拠法律・・・・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律第１９２号）
④設立の目的・・・医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、
医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務等を行い、もって国民
保健の向上に資することを目的

法人概要

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

独立行政法人 福祉医療機構の概要
１．設立目的
社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこ
れら施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設
職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福
祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ること を目的とする。
また、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づ
き支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこ
とを目的とする。
２．設

立

平成１５ 年１０ 月１日

３．役職員数 （平成２５ 年４月 １日現在）
役 員・・・
６名（理事長 、理事３名、監事２名）
職 員・・・２５３名
４．事業概要
（１）福祉貸 付事業
社会福祉事業施設を設置する場合等に必要な資金を融資する 事業
（２）医療貸 付事業
病院、介護老人保健施設を設置する場合等に必要な資金を融 資する事業
（３）福祉医 療経営指導 事業
社 会福 祉事業 施設 の設置者 、 病院等 の開設者 等に 対し、 経 営診 断・ 指導を
行う事業
（４）福祉保 健医療情報 サービ ス事業
福 祉、 保 健 、医 療、介 護保 険 に 関 す る各 種 情 報 の 提供 等（ WAM NET等） を行
う事業
（５）社会福 祉振興助成 事業
高齢者・障害者の生活や子どもたちの成長を支援すること等を目的として
民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動等に対し、資金助
成を行う事業
（６）退職手 当共済事業
社会福 祉施設の職 員等が 退職した場合に、 退職 手当金を支給する 事業
（７）心身障 害者扶養保 険事業
地方 公 共団体 で実 施してい る 心身障 害者扶養 共済 制度で 、 その 地方 公共団
体が加入者に対して負う 共済責 任を全国規 模で保険する事業
（８）年金担 保貸付事業
厚 生年 金等の 年金 受給者に 対 し、年 金受給権 を担 保にし た 医療 ・介 護等の
小口資金を融資する事業
（９）労災年 金担保貸付 事業
労 災年 金 受 給者 に対し 、年金受給権 を担保 に した医 療・ 介 護等 の小口 資金
を融資する事業
（10）承継年金住宅融資等債権管理回収業務
年金住 宅融資等に かかる 既往貸付債権の管 理・ 回収業務
（11）承継教育資金貸付けあっせん業務（平成２０年度から休止）
年 金被 保 険 者に 対して 、日本政策金 融公庫 等 が行う 子弟 の 教育 費のた めの
融資をあっせんする業務
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（平成25年4月1日現在）

261人
理事長､理事3人､監事2人（うち非常勤1人）
職員255人

４ 役職員数

上記の資本金のうち、1兆4,872億円については、
平成18年4月1日に年金資金運用基金の解散に伴い
承継した年金資金住宅融資等の貸付金債権を全額政
府出資金として受け入れたものである。

（平成25年4月1日現在）

1兆5,164億円（全額政府出資金）

３ 資本金

社会・援護局福祉基盤課
医政局総務課
社会・援護局障害保健福祉部企画課
年金局総務課
労働基準局労災補償部労災保険業務課

厚生労働大臣

２ 主務大臣（主務省所管課等）

○ 平成15年10月1日
○ 独立行政法人福祉医療機構法を根拠法と
して設立

１ 設立

福祉医療機構の概要

福祉医療関連の情報を幅広く発信

福祉・医療施設への経営セミナー
や個別経営診断による経営支援

福祉医療経営指導事業

助成事業を通じて
地域を支える福祉活動を支援

福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業
（WAM NET事業）

社会福祉振興助成事業

年金担保貸付事業等

障害のある方が安心した
生活を送るための一助となる相
互扶助による保険

年金受給権を担保にした
生活上の一時的な資金を融資

退職手当共済事業
社会福祉施設等でお勤めの方へ
の退職手当金を支給

心身障害者扶養保険事業

福祉医療の専門機関として
地域力の向上に向け、
幅広く総合的に応援します

福祉・医療施設の建築資金や
運営のための資金を融資

福祉医療貸付事業

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の
向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求する
ことにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

民間活動応援宣言

独立行政法人福祉医療機構の概要

独立行政法人

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の概要

１．設立目的
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（以下「国立のぞみ
の園」という。）は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的
な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、
知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
２．設立時期

平成１５年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
４名（理事長１名、理事１名、監事２名（非常勤））
職
員
２２３名
４．業務概要
（１）重度の知的障害者に対する自立のための総合施設の設置・運営
（２）知的障害者の自立と社会参加に関する調査、研究及び情報提供
（３）知的障害者の支援業務に従事する者の養成及び研修
（４）障害者支援施設の求めに応じた援助及び助言
（５）附帯業務
５．その他（第三期中期目標（抄））
第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
通則法第２９条第２項第３号の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は、次のとおりとする。
１ 自立支援のための取組み
（１）重度知的障害者のモデル的な支援を行うことにより、施設入所利用者の
地域への移行を引き続き推進していくこと等により施設入所利用者数につ
いて、第２期中期目標終了時（平成２５年３月３１日）と比較して、１６％縮減
すること。
（２）高齢の施設入所利用者に対する専門性の高い支援を実践すること。
特に、認知症を発症した者、機能低下の著しい者及び医療的ケアの必要
な者に対する専門性の高い支援を実践すること。
（３）今後の新たな施設入所利用者の受入
下記の①と②の者に特化したものとする。
① 著しい行動障害等を有する者や精神科病院に社会的入院等をしている
知的障害者を受け入れることとし、有期限のモデル的支援として取り組む
こと。
② 福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した知的障害者を受け入れる
こととし、有期限のモデル的支援として取り組むこと。
な お 、 実 施 に 当 た っ て は 、 特 に 法 務 関 係 機 関 と 連 携 ･協 力 を 図 る こ と 。
（４）発達障害児・者支援のニーズに的確に対応するため、就学前から成人ま
で切れ目なく支援するための体制を整備して、新たな事業に取り組むこと。
（５）平成２５年４月から施行される障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下、「障害者総合支
援法」という。）に基づく、のぞみの園が実施する重度知的障害者へのモデ
ル的支援事業については、審議会等での議論を踏まえて、今後、その取組
内容等や支援対象者について具体的に指示するものとすること。
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（６）上記（１）から（５）までの重度知的障害者等に対する自立のための先導
的かつ総合的な支援を行うことにより、サービスモデル等を構築し、他の障
害者支援施設・事業所で活用ができるようその普及に取り組むこと。
（国立のぞみの園の施設利用者の状況）
※ 独 立 行 政 法 人 移 行 時 （ 平 成 15年 10月 1日 時 点 ） の 在 籍 者 は 、 499人
年度末現在

在 籍 者 (平 均 )

在 籍 者 数 (人 )

年 齢 (歳 )

在 籍 年 数 (年 )

１５年度

４９６

５３．７

２８．６

１６年度

４８３

５４．７

２９．６

１７年度

４７３

５５．７

３０．６

１８年度

４５３

５６．６

３１．５

１９年度

４２５

５７．６

３２．４

２０年度

３９５

５８．６

３３．３

２１年度

３７１

５９．１

３３．９

２２年度

３４２

５９．６

３４．７

２３年度

３１４

６０．１

３５．７

２４年度

２９２

６１．０

３６．７
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
国立のぞみの園の概要について
重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な
支援の提供、知的障害者の支援に関する調査・研究等を行うこ
とにより知的障害者の福祉の向上を図る
のぞみの園

地 域

重度の知的障害者に対する自立
のための先導的かつ総合的な支
援の提供
入所支援
○施設入所支援
○地域生活体験ホーム
○自活訓練ホーム

○重度知的障害者
○矯正施設退所知
的障害者
○著しい行動障害
入所支援
を有する者

地域移行

共同生活介護（ケ
アホーム）等

地域支援（通所等）
○短期入所、日中一時支援
○就労支援
○児童発達支援（未就学時を対象
に集団生活への適応訓練を実施）
○放課後等デイサービス（小学生
から高校生を対象に必要な訓練
等を実施）

地域の知的障害
者、発達障害児
・者

通所等

情報発信

調査・研究
のぞみの園のフィールドを活用して、障害者福祉施
策の動向や社会的ニーズ等を踏まえた課題につい
て調査・研究を実施

養成・研修

知的障害者施設等

現任訓練等
知的障害者
施設職員等

（２５年度予定の主なテーマ）
○強度行動障害支援技術者養成研修
○福祉のサービス必要とする罪を犯した知的障害者
等の地域生活支援を行う施設職員等研修会
○支援者養成現任コース研修
・高齢知的障害者支援コース 等
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独立行政法人

労働者健康福祉機構の概要

１．設立目的
療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、
相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者
の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関
する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行
い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
２．設立時期

平成１６年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員 ７名（理事長１名、理事４名、監事２名（うち、１名は非常勤））
職
員 １５，６０９名（本部１１１名、施設１５，４９８名）
４．業務概要
（１）療養施設の設置及び運営
労災病院(労災看護専門学校を含む)、労災疾病研究センター、勤労者予防
医療センター、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターに
おいて労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション等を実施。
（２）労働者の健康に関する業務を行う者に対する援助等を行う施設の設置及び
運営
産業保健推進センターにおいて、労働者の健康管理等についての知識及び
技能に関する産業医、衛生管理者等への研修、情報の提供及び相談その他の
援助を実施。
（３）未払賃金立替払事業
事業場の倒産等により未払となった賃金等を、事業主に替わって労働者に
支払う事業を実施。
（４）リハビリテーション施設の設置及び運営
労災リハビリテーション作業所において、症状が固定した重度のせき損患
者及び下肢障害者の自立更生のための事業を実施。
（５）納骨堂の設置及び運営
産業災害による殉職者の御霊を合祀するため霊堂を設置し、産業殉職者合
祀慰霊式を実施。
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～経過業務～
（１）療養施設の一部及び休養施設の移譲又は廃止業務
閣議決定等により決定された施設の移譲又は廃止の業務を実施。
（２）労働安全衛生融資に係る債権の管理及び回収業務
廃止した労働安全衛生融資の債権管理及び回収等業務を実施。
５．施設等
労災病院
労災疾病研究センター
勤労者予防医療センター
医療リハビリテーションセンター
総合せき損センター
産業保健推進センター
労災リハビリテーション作業所
納骨堂
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３０病院
１３施設
９施設
１施設
１施設
１５施設
３施設
１施設
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役職員数

業務範囲

３

４

施設等

設立時期

２

５

設立目的

１

労災病院（３０病院）、労災疾病研究センター（１３施設）、勤労者予防医療センター（９施設）、
医療リハビリテーションセンター（１施設）、総合せき損センター（１施設）、
産業保健推進センター（１５施設）、労災リハビリテーション作業所（３施設）、納骨堂（１施設）

○納骨堂の設置及び運営
産業災害による殉職者の御霊を合祀するため霊堂を設置し、産業殉職者合祀慰霊式を実施

○リハビリテーション施設の設置及び運営
労災リハビリテーション作業所において、症状が固定した重度のせき損患者及び下肢障害
者の自立更生のための事業を実施

○未払賃金立替払事業
事業場の倒産等により未払となった賃金等を、事業主に替わって労働者に支払う事業を実施

○療養施設の設置及び運営
労災病院(労災看護専門学校を含む)、労災疾病研究センター、勤労者予防医療センター、
医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいて労災疾病に関する予防
から治療、リハビリテーション等を実施
○労働者の健康に関する業務を行う者に対する援助等を行う施設の設置及び運営
産業保健推進センターにおいて、労働者の健康管理等についての知識及び技能に関する産
業医、衛生管理者等への研修、情報の提供及び相談その他の援助を実施

15,616名（平成２５年４月１日現在）
役 員：７名（理事長：１名、理事：４名、監事：２名＜うち、１名非常勤＞）
職 員：15,609名（うち本部：１１１名）

平成１６年４月１日
特殊法人労働福祉事業団（昭和３２年７月１日設立）から、独立行政法人労働者健康福祉
機構に移行

療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の
援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関
する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るととも
に、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

独立行政法人労働者健康福祉機構の概要

独立行政法人

勤労者退職金共済機構の概要

１．設立目的
中小企業退職金共済法の規定による中小企業退職金共済制度（一般の中小企
業退職金共済制度、特定業種退職金共済制度）を運営するとともに、勤労者の
計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
２．設立時期

平成１５年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
６名（理事長１名、理事長代理１名、理事２名、監事２名
（うち非常勤１名））
職
員
２６７名
４．業務概要
（１）中小企業退職金共済制度
○一般の中小企業退職金共済制度
中小企業の従業員（雇用形態を問わない）を対象とし、事業主が金融機
関を通じて毎月一定の掛金を納付すると、従業員が退職したときに、機構
から直接当該従業員に退職金が支給される仕組みである。
○特定業種退職金共済制度
特定業種（厚生労働大臣が指定：現在、建設業、清酒製造業、林業の三
業種）において期間雇用される従業員を対象とし、現場で働く期間雇用者
が所持する共済手帳に事業主が雇用日数に応じ共済証紙（日額：建設業３
１０円、清酒製造業３００円、林業４６０円）を貼付し、当該期間雇用者
が業界で働くことをやめたときに、機構から直接当該期間雇用者に退職金
が支給される仕組みである。
（２）勤労者財産形成促進制度
○勤労者財産形成持家融資制度
勤労者の財産形成を促進し、生活の安定を図るため、財形貯蓄を１年以
上行っている勤労者を対象に、勤労者本人が居住する住宅を建設、購入ま
たは改良するために必要な資金を、事業主等を通じて、財形貯蓄残高の10
倍（最高4,000万円）まで低利で融資する仕組みである。
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勤労者退職金共済機構の概要
［所在地］

東京都豊島区東池袋１丁目２４番１号ニッセイ池袋ビル

［代表者］

理事長

［設立年月日］

平成１５年１０月１日

［役職員数］

２７３名 （平成２５年４月１日現在）

額賀

信

［２５年度予算額］

７，８０３億円（うち国からの財政支出額８９億円）

［ 根拠法 ］

中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）

［設立経緯］
昭和３４年 ７月 １日
昭和３９年１０月１５日
昭和４２年

９月

１日

昭和５６年１０月

１日

昭和５７年

１月

１日

平成１０年

４月

１日

平成１５年１０月
平成２３年１０月

１日
１日

中小企業退職金共済事業団設立。
建設業退職金共済事業を開始することに伴い、建設業退職金共済組
合設立。
清酒製造業退職金共済事業を開始することに伴い、清酒製造業退職
金共済組合設立。
建設業退職金共済組合と清酒製造業退職金共済組合を統合して建設
業・清酒製造業退職金共済組合を設立。
林業退職金共済事業を開始することに伴い、建設業・清酒製造業退
職金共済組合を建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合に変更。
中小企業退職金共済事業団と建設業・清酒製造業・林業退職金共済
組合を統合して勤労者退職金共済機構を設立。
独立行政法人勤労者退職金共済機構に移行。
独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い財形業務等について
独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管。

［設立目的］
機構は、中小企業退職金共済制度の運営及び勤労者の計画的な財産形成の促進業務を行うことを
目的とする法人として設置されるものである。上記の目的を達成するため、次の業務を行うこととされて
いる。
１ 中小企業退職金共済事業（附帯する業務を含む）を行うこと。
２ 勤労者財産形成持家融資業務（附帯する業務を含む）を行うこと。
［業務概要］
１ 一般の中小企業退職金共済制度
中小企業の従業員（原則として期間雇用者等を除く全従業員）を対象とし、事業主が金融
機関を通じて毎月一定の掛金を納付すると、従業員が退職したときに、機構から直接当該従
業員に退職金が支給される制度の運営。
２ 特定業種退職金共済制度
特定業種（厚生労働大臣が指定：現在、建設業、清酒製造業、林業の三業種）において期
間雇用される従業員を対象とし、現場で働く期間雇用者が所持する共済手帳に事業主が雇用
日数に応じ共済証紙（日額：建設業３１０円、清酒製造業３００円、林業４６０円）を貼付
し、当該労働者が業界で働くことをやめたときに、機構から直接当該労働者に退職金が支給
される制度の運営。
３ 勤労者財産形成促進制度
勤労者の財産形成を促進し、生活の安定を図るため、財形貯蓄を行っている勤労者を対象
に、事業主を通じて貯蓄残高の10倍（最高4,000万円）までを低利で融資する制度の運営。
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独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構の概要

１．設立目的
高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技
術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自
立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施
その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者
の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことに
より、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増
進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
２．設立時期 平成１５年１０月１日
３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役

員

８名（理事長１名、理事長代理１名、理事４名、監事２名（うち非常
勤１名））

職

員

３，８９１名

４．業務概要
（１）高年齢者の雇用支援に関する業務
①

高齢者雇用に関する給付金の支給業務

②

高齢者雇用に関する事業主等に対する相談その他の援助業務

（２）障害者の雇用支援に関する業務
①

障害者職業センターの設置運営業務

②

障害者職業能力開発校の運営

③

障害者雇用納付金関係業務

（３）職業能力開発に関する業務
①

職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター並
びに職業能力開発総合大学校の設置運営等の業務

②

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づく職業訓練
の認定に関する業務

（４）雇用促進住宅に関する業務（暫定業務）
①

雇用促進住宅を譲渡又は廃止する業務並びに譲渡等するまでの間の管理運営業務
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国からの財政支出額

予算

その他
・ 雇用促進住宅を譲渡又は廃止する業務並びに譲渡等するまでの間の管理運営業務

求職者支援訓練の認定に関する業務
・求職者支援訓練の認定や求職者支援訓練の実施機関に対する助言・指導の実施等

職業能力開発に関する業務
・ 離職者・在職者・学卒者に対する公共職業訓練の実施等

障害者の雇用支援に関する業務
・障害者職業センターによる職業リハビリテーション（職業評価、職業指導、職業準備支援）の技法開発・実施
・障害者職業能力開発校の運営
・障害者雇用納付金の徴収及び調整金・報奨金、助成金の支給
・障害者雇用に関する相談援助、アビリンピックの開催等

高年齢者の雇用支援に関する業務
・高齢者雇用に関する給付金の支給業務
・高齢者雇用に関する事業主等に対する相談その他の援助業務

事業概要

本部、広域障害者職業センター（２施設）、地域障害者職業センター（47施設）、職業能力開発
総合大学校（１カ所）、職業能力開発促進センター（61カ所）、職業能力開発大学校（10カ所）等

組織
791億円（平成25年度予算）

千葉県（本部）

所在地

※監事については常勤１名、非常勤１名

役員8名（理事長、理事5名、監事2名）
職員3,891名（平成25年4月）

織

役職員数

組

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の概要

独立行政法人

労働政策研究・研修機構の概要

１．設立目的
労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うと
ともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員そ
の他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びそ
の効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展
に資することを目的とする。
２．設立時期

平成１５年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
５名（理事長１名、理事２名、監事２名（うち非常勤１名））
職
員
１１２名
４．業務概要
（１）労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと
※

現在の中期目標期間（平成２４年４月から平成２９年３月まで）においては、中長
期的な労働政策の課題に係る「プロジェクト研究 」、厚生労働省からの要請に基づい
た重要性の高い新たな政策課題に係る「課題研究 」、厚生労働省の緊急の調査ニーズ
に迅速・的確に対応するための「緊急調査」を実施。

（２）労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること
（３）労働政策の研究促進のため、研究者及び有識者を海外から招へいし、及び
海外に派遣すること
（４）調査研究結果等の成果の普及及び政策の提言を行うこと
（５）厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員等に対する研修を行うこと
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法人本部 ・ 労働政策研究所：東京都練馬区上石神井
労働大学校：埼玉県朝霞市
菅野和夫（東京大学名誉教授、前中央労働委員会会長）
５人（理事長、理事２、監事２（うち１は非常勤））
１１２人（平成２５年４月１日）
約２４億円（平成２５年度予定額（運営費交付金））
事

監

理
事
長
事

理

≪組織図≫

研究調整部

調査・解析部

国際研究部

大学校事務局

教育担当

経理部

総務部

【法人本部事務局】

長

校

【労働大学校】

長

所

【労働政策研究所】

労使関係部門

企業と雇用部門

キャリア支援部門

人材育成部門

経済社会と労働部門

総合政策部門

研究６部門

※平成２５年度当初計画予定では、研修コース数75コース、3,481名の受講者を対象に実施。
※労働政策研究を実施している機構が労働大学校を運営することにより、研究と研修を連携・融合し、研究成果の研修への反映や、研修を通じて吸い上げた
現場の問題意識の研究への反映が図られ、相乗効果を上げている。

○労働行政職員研修
第一線の労働行政職員（ハローワーク、労働基準監督署等）を対象に、一般研修・専門研修・管理監督者研修を実施。

・「雇用政策研究会」において研究員が委員として参画し、若年者雇用に関するこれまでの研究成果をベースに意見を述べるなど、報告書の
とりまとめに貢献した。

【サポートの具体例】
・「今後の派遣労働者制度の在り方に関する研究会」に研究員自身がメンバーとして参画し、派遣労働者等への調査研究をベースに提言を
行っている。また、同研究会では、諸外国の労働者派遣についても、研究員が報告を行う等、研究会における政策議論に貢献している。

労働行政分野の政策課題（雇用、労働条件、人材育成、労使関係等）について、体系的・継続的な研究を実施し、政策の企画、立案
及び推進をサポート。

○労働政策の総合的な調査研究

業務の概要

理 事 長
役
員
職
員
予 算 額

所在地

※日本労働研究機構（特殊法人）及び労働研修所（厚生労働省の施設等機関）を整理・統合して発足。

的 内外の労働問題や労働政策について、総合的な調査研究
等を行うとともに、その成果を活用した労働行政担当職員
等に対する研修を実施すること。
設立年次 平成15年10月

目

法人の概要

独立行政法人 労働政策研究・研修機構について

独立行政法人

水資源機構の概要

１．設立目的
産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的
な供給の確保を図ることを目的として設立された。
２．設立時期

平成１５年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
９名（理事長１名、副理事長１名、理事５名、監事２名）
職

員

１，４０７名

４．業務概要
機構の業務は、各水資源開発水系ごとの水資源開発基本計画に基づいた、水
資源の開発又は利用のための利水・治水を目的とするダム、河口堰、湖沼水位
調節施設、多目的水路、専用用水路等の新築（水の供給量を増やすものは着手
済み事業等のみ）又は改築の実施、及び愛知豊川用水施設を含めた完成施設の
管理等である。また、機構が管理する施設と一体的な管理を行う事が水資源の
利用の合理化に資すると認められる施設の委託管理を行うことができることと
なっている。
５．その他特記事項
水資源機構の主務大臣は次の通りである。
・役員、職員、財務、会計その他の管理業務
：国土交通大臣（水管理・国土保全局水資源部）
・洪水防御機能又は流水の正常な機能の維持
等を目的に含む施設(特定施設) ：国土交通大臣（水管理・国土保全局）
・特定施設以外は、業務目的に応じて以下のとおり
厚生労働大臣（水道用水）、農林水産大臣（農業用水）、経済産業大臣（工
業用水）、国土交通大臣
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独立行政法人 水資源機構の概要

人件費
業務経費
施設整備費
受託経費
一般管理費
その他支出
合計

運営費交付金
施設整備補助金
その他の補助金
受託収入
その他収入
合計
１４，４９３
５８，６８３
４０１
１，３８１
１，９５３
９５，３４３
１７２，２５４

－
－
３０，５３０
１，３９３
１１２，３８１
１４４，３０４

10

利根川水系・
荒川水系
事業所
10

9名

中部支社

役員数

人員・組織

本社各部室

役員

理事長

役員

総合技術ｾﾝﾀｰ

監事

※平成25年４月１日現在
職員数 1,345名

２事業所

吉野川水系
吉野川局
３事業所

淀川水系
関西支社
６事業所

豊川水系・
木曽川水系
事業所
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・ダム・用水路等の管理【平成25年度 52施設】
水資源開発促進法に規定する水資源開発基本計画（閣議決定）に基づき新築又は改築したダム、用水路等
の施設の操作、維持、修繕その他の管理

業務の概要
水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展
及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域（三大都市圏、四国及び北部九州）に対する水の安定的な供給の確
保を図る。
・ダム・用水路等の新築・改築【平成25年度 9事業】
水資源開発促進法に規定する水資源開発基本計画（閣議決定）に基づく、利水・治水を目的とするダム、用水
路等の施設の新築（水の供給量を増大させるものは、機構移行時に着手済みの事業等に限る。）又は改築

支出

収入

平成25年度予算(百万円)

理事長 甲村 謙友

筑後川局

水資源機構発足

平成15年10月 独立行政法人

を統合

昭和43年10月 愛知用水公団

発足

昭和37年 5月 水資源開発公団

昭和30年10月 愛知用水公団発足

沿革

主な業務 ・ダム･用水路等の新築･改築
・ダム･用水路等の管理
所在地
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2

概要

独立行政法人水資源機構の概要

1

筑後川水系
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豊川水系

利根川・荒川水系

水資源機構事業シェア
約３５０㎥/s（８４％）

約420㎥/s

フルプランエリア
の開発水量

フルプランエリア

フルプランエリア外

※フルプランエリア：将来の水需給の検討対象地域（原則として市町村単位）

製造品出荷額等
（2008年）
ＧＤＰ
（2003年）

人口
（2009年）

面積

フルプランエリアの面積は約１７%であるが、
その人口と製造品出荷額等は約半数を占める。

筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

●水資源開発水系
（フルプランエリア）

経済産業大臣

厚生労働大臣

農林水産大臣

国土交通大臣

主務大臣

多目的で複数の都府県に関係する広域かつ利
害が対立する事業を、水資源機構が中立的な
立場に立って、効率かつ適切に運営

一元的に実施

工業用水の確保・供給

水道用水の確保・供給

農業用水の確保・供給

流水の正常な機能の維持

洪水被害の軽減

ダム、水路等の
水資源開発施設の機能

●水資源機構の業務と主務大臣

■日本の産業と人口の集中する全国７つの水系において、水の安定供給及び洪水調節等を担っている。
■複数省庁の所管にまたがる多目的かつ広域的な業務を一元的に実施している。

水資源開発水系の重要性・多目的な業務

2

独立行政法人

農業者年金基金の概要

１．設立目的
独立行政法人農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）に基づき、農
業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の
給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農
業者の確保に資することを目的とする。
２．設立時期

平成１５年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
５名（理事長１名、理事２名、監事２名（うち非常勤１名））
職
員
７５名
４．業務概要
（１）新制度（平成１４年１月１日施行）
加入資格の審査・決定、被保険者の管理、保険料の徴収・運用、農業者
老齢年金、特例付加年金及び死亡一時金の受給要件の審査・決定・支給、
年金受給権者の管理等の業務
（２）旧制度（昭和４６年１月１日施行）
（※）
経営移譲年金、農業者老齢年金、脱退一時金及び死亡一時金の受給要
件の審査・決定・支給、旧制度の年金受給権者の管理等の業務
※経営移譲
農業経営に供している自分名義の農地等の権利を後継者か第三者に所
有権を移転するか、使用収益権を移転又は設定して、農業経営から引退
すること。
５．その他特記事項
独立行政法人農業者年金基金の業務に係る主務省は以下のとおり。
①役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については農
林水産省
②新制度に係る業務及び農地等の借受け及び貸付け等の業務に関する事項につ
いては農林水産省
③旧制度の給付に係る業務に関する事項については厚生労働省及び農林水産省
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年金積立金管理運用独立行政法人の概要

１．設立目的
厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益
を国庫納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資す
る。
２．設立時期

平成１８年４月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役

員

職

員

４名（理事長１名、理事１名、監事２名)
７０名（非常勤３名を含む）

４．業務概要
厚生労働大臣から寄託を受けた年金積立金の管理運用
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○

ＧＰＩＦにおける年金積立金の管理・運用の仕組み

厚生労働大臣

年金制度の設計
年金財政の検証
評価委員会

中期目標
改善措置要求
人事権

実績評価

年金積立金管理運用独立行政法人

運用委員会
金融・経済等の専門家
審議

理事長

株式等の投資割合決定
○運用受託機関の管理
○インハウス運用の実施

（運用受託機関）信託銀行・投資顧問会社
○ 平成２４年度 ＧＰＩＦの運用状況（第３四半期まで）
運用資産額

１１１兆９，２９６億円

収益率（運用手数料控除前）

３．２７％（４月から 12 月までの通期）

収益額（運用手数料控除前）

３兆５，９４９億円（４月から 12 月までの通期）

（注） 年金積立金管理運用独立行政法人が管理・運用している年金積立金（年金特別会計で管理する資産を
除く。）の運用状況です。
＜参考＞
平成２３年度運用結果（年金積立金全体）
年金積立金は、（１）年金積立金管理運用独立行政法人における市場運用分、（２）年金特別会計で管
理する積立金があります。
平成 23 年度の運用結果については、欧州債務問題や米国景気の減速懸念等により一時的に収益が悪化
する場面がありましたが、年度末にかけては、主要国中央銀行による追加緩和策や欧州債務問題の進展等
から市場環境が回復したため、収益額は 2 兆 5,863 億円のプラスとなりました。なお、市場での自主運用
を開始した平成 13 年度からの累積収益は、約 25 兆円のプラスを維持しております。
（参考：年金積立金全体の運用実績）

（単位：億円）
通

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
資産額（年度末）
収益額
収益率

1,443,315
27,787
1.94%

1,415,415
2,360
0.17%

1,456,311
68,714
4.90%

1,479,619
39,588
2.73%

1,500,231
98,344
6.83%

1,491,337
45,669
3.10%

（注１）収益額及び収益率は、運用手数料等控除後の運用実績である。
（注２）平均収益率は、相乗平均である。
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1,386,485
-51,777
-3.53%

1,238,381
-93,176
-6.86%

1,282,647
91,554
7.54%

1,218,926
-3,263
-0.26%

1,194,015
25,863
2.17%

期

過去５年間

（13～23年度）

（19～23年度）

[上段：累積収益額]

[上段：累積収益額]

[下段：平均収益率]

[下段：平均収益率]

251,662
1.62%

-30,799
-0.31%
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＜基本ポートフォリオ＞

国内債券

60

国内株式
％

5

外国株式
％

12

短期資産
％

％

％

※名目賃金上昇率を２．２％上回り、財政検証上の前提を上回っている。

１３年度（自主運用開始）～２３年度の累積収益額 ： 約２５兆円

＜年金積立金全体の運用実績＞

※変更前の構成割合は、国内債券67％、国内株式11％、外国債券8％、
外国株式9％、短期資産5％

12

外国債券
11

※平成25年6月7日変更

・ 年金積立金全体 約１１９兆円（平成２３年度末）
※ ＧＰＩＦが管理・運用する直近の資産額は約１２０兆円（平成２４年度末）
・ 賃金に対する実質的な運用利回りの確保。
・ 専門性の徹底及び責任の明確化を図り、運用に特化した独立行政法人
において運用。

○運用受託機関の管理
○インハウス運用の実施

株式等の投資割合決定

理事長

審議

運用委員会
金融・経済等の専門家

改善措置要求
人事権

中期目標

（運用受託機関）信託銀行・投資顧問会社

実績評価

評価委員会

年金制度の設計
年金財政の検証

＜運用の基本的考え方＞
◇ 年金積立金は、将来の年金給付の貴重な財源であり、専ら被保険者の利益のために運用する
こととされている。
◇ 厚生年金保険法及び国民年金法等に基づき、長期的な観点から、安全かつ効率的に運用。
◇ 「国内債券中心」、「インデックス運用を中心」、「ポートフォリオ全体のリスクを抑制（分散投資）」
＜運用の仕組み＞
などの考え方により、運用。

厚生年金・国民年金の積立金運用について

厚生労働大臣
年金積立金管理運用独立行政法人

独立行政法人

年金・健康保険福祉施設整理機構の概要

１．設立目的
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、国民年金事業等の運営の
改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第７条の規定による改正前の
厚生年金保険法第７９条、又は同法第３条の規定による改正前の国民年金法第
７４条の施設及び健康保険法第１５０条第１項又は第２項の事業の用に供して
いた施設であって厚生労働大臣が定めるもの（以下「年金福祉施設等」と総称
する 。）の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を
図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌す
る健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。
２．設立時期

平成１７年１０月１日

３．役職員数（平成２５年４月１日現在）
役
員
４名（理事長１人、理事１人（非常勤）、監事２人（非常勤））
職
員
２１名
４．業務概要
（１）年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うこと
（２）年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うまでの間、年金福祉施設等の運営及
び管理を行うこと
（３）上記業務に附帯する業務を行うこと
５．その他特記事項
（１）平成１７年１０月に設立され、当初は、平成２２年１０月１日に解散する
有期の法人であった。
（２）平成２２年８月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機
構法の一部を改正する法律」（平成２２年法律第４８号）において、存続期
限が２年延長され、平成２４年１０月１日に解散することとなった。
（３）平成２３年６月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機
構法の一部を改正する法律」（平成２３年法律第７３号）等において、平成
２６年４月１日に、年金福祉施設等の整理合理化を目的とした組織から、社
会保険病院等の運営等を目的とした「独立行政法人地域医療機能推進機構」
に改組されることとなった。
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国

（５）国庫納付金

（４）法人の運営費

（３）法人の業務

（２）役員

（１）法人の目的

機構の運営経費を
差し引いたもの

施設の譲渡収入

施設の出資

施設の譲渡

地方自治体・民間等

施設の譲渡収入

独立行政法人年金・健康
保険福祉施設整理機構

※現在は、病院等のみ

施設の経営委託

公益法人

毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡により生じた収入から、事業運営に必要な経費を控除し
た残余の額を、国の特別会計に納付する。

法人の運営費は、全て年金福祉施設等の譲渡により生じる収益により賄う。
（運営費交付金は交付されないこととされている。）

・年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うこと。
・年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うまでの間、年金福祉施設等の運営及び管理を行うこと。
・上記業務に附帯する業務を行うこと。

理事長１人、理事１人（非常勤）、監事２人（非常勤）を置く。

年金福祉施設等の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、
もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適
切な財政運営に資することを目的とする。

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（RFO）の概要

