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独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総合研究所の業務の実績に関する評

価基準

１ 目的

本評価基準は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」とい

う ）に基づき実施される、独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総合。

研究所（以下「法人」という ）の業務の実績についての評価の基準を定めることによ。

り、評価の透明性を確保し、法人の適正な評価を実施することを目的とする。

２ 基本的考え方

（１）独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という ）は、通則法に基づき、。

① 各事業年度における業務の実績の評価

② 中期目標の期間における業務の実績の評価

を行うこととされている。

（２）中央省庁等改革の推進に関する方針（平成11年４月27日中央省庁等改革推進本部決

定）Ⅲの14. 1 において 『独立行政法人評価委員会による独立行政法人の業務の実( ) 、

績の評価は、同委員会が設定する客観的な評価（例えば、中期目標の達成度合いに応

じた数段階評価）基準による』ものとされていることを踏まえ、中期目標の達成度合

いに応じて数段階に評価することを基本とする。

（３）なお、評価に際しては、研究のように、独創性、革新性、先導性等が重視される側

面を持ち、また、長い年月を経て予想外の発展を導き得る分野については、中期目標

の達成度合いに応じた数段階評価のみでは適正な評価結果とならない場合も想定され

ることから中期目標の達成状況のみならず、業務の内容に応じた特殊性や著しい成果

をあげる等の社会への貢献性を加味した総合的な評価も併せて実施し、その上で評価

結果は数段階評価で示すこととする。

３ 評価単位等の設定

（１）評価単位の設定

通則法には、中期目標及び中期計画に定める事項が規定されているが、これらはそ
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れぞれの目標・計画の目次に相当する大項目であり、大項目のそれぞれについて、具

体的な内容が中項目以下に定められている。このため、評価を効率的に行う観点から、

原則として中項目を評価単位とする。

なお、中期計画における「第２ 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」の中項目「１ 試験及び研究並び

に調査 （独立行政法人森林総合研究所 「１ 林木の育種事業 「３ 調査及び研」 ）、 」、

究 （独立行政法人林木育種センター）については、両法人の業務の大半を占めるも」

のであり、両法人に対する評価をより適正に行う観点から、中項目より下の項目を評

価単位とする。

また 「第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 「第４ 短、 。） 」、

期借入金の限度額 「第５ 剰余金の使途」の各大項目については、中期計画におい」、

て中項目が設定されていないことから、大項目に評価項目を直接設定し、評価単位と

する。

（２）具体的な指標の設定

評価単位毎の中期目標及び中期計画の達成度合いを客観的に判断するため、原則と

して、評価単位毎に実際の取組内容若しくは評価に当たっての視点を踏まえた具体的

な指標を設定することとする。

４ 評価の実施

（１）具体的な指標の達成度合いの評価

法人は、具体的な指標毎に、その重要性を踏まえて２段階のウエイト付けを行うと

ともに、具体的な指標の自己評価の結果及びその理由を評価シートＡ（別紙１）を用

いて評価委員会に示すこととする。

評価委員会は、具体的な指標の達成度合いの評価に当たり、中期計画の達成度合い

を確認する観点から、法人による自己評価の結果及びウエイト付けを調査・分析し、

「達成 「条件付き達成 「未達成」の区分により評価するとともに、ウエイト付」、 」、

けを行うこととする。その際 「条件付き達成」と評価する場合には、意見を付すも、

のとする。この場合、中期目標において用いられている用語とその定義（参考）に留

意することとする。

（参考）中期目標における用語とその定義
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○ 独立行政法人林木育種センター

解析する：現象を構成する要素、条件等を科学的に明らかにすること。

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。

開発する：品種を創出すること又はその前段となる基本的な技術を作り上げ

ること。

○ 独立行政法人森林総合研究所

取り組む：新たな研究課題に着手して、試験及び研究を推進すること。

解析する：現象を構成する要素、条件等を科学的に明らかにすること。

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。

開発する：利用可能な技術を作り上げること。

確立する：技術を組み合わせて技術体系を作り上げること。

例 独立行政法人森林総合研究所において「対象とする生物の捕獲方法、サン

プリング法の開発」という指標を仮定すると 「開発する」とは「利用可能、

な技術を作り上げること」との定義に基づき、開発された生物の捕獲方法、

サンプリング法の期待される利用方法等が明確になるような自己評価結果が

求められることとなる。

（２）評価単位の評価

評価単位の評価に当たっては、評価の客観性を確保するため、評価単位毎に設定

した具体的な指標のウエイトを加味した達成割合の数値（ウエイトを加味した項目

数に対するウエイトを加味した「達成」又は「条件付き達成」と評価された項目数

の割合の数値）を、評価シートＢを用いて示すこととし（別紙２ 、中期目標が達成）

されるかどうかの観点から、達成割合の数値に応じて以下のような３段階評価を行

うこととする。

① 各事業年度毎の評価

ａ：中期計画に対して概ね順調に推移している（達成割合の数値が９０以上）

ｂ：中期計画に対して一部遅れが見られるものの、中期目標期間において達成が

可能な範囲にある（達成割合の数値が５０以上９０未満）

ｃ：中期計画に対して顕著な遅れが見られる（達成割合の数値が５０未満）

② 中期目標期間終了時における評価
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ａ：中期計画を概ね達成している（達成割合の数値が９０以上）

ｂ：中期計画は一部未達成である（達成割合の数値が５０以上９０未満）

ｃ：中期計画は未達成である（達成割合の数値が５０未満）

次に、達成割合に応じた段階評価の結果を重要な判断因子としつつ 「国の研究開、

発評価に関する大綱的指針 （平成13年11月28日内閣総理大臣決定）に基づく、必要」

性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等 、効率性（計画・）

実施体制の妥当性等 、有効性（目的の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経）

済への貢献、人材の養成等）の観点を勘案した総合的な評価を実施する。評価に際

しては、業務運営上改善すべき点やその改善の方向その他の勧告等評価委員会の意

見を記述するものとする。

なお 「第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 「第４、 。） 」、

短期借入金の限度額 「第５ 剰余金の使途 「第６ その他農林水産省令で定め」、 」、

る事項 １ 施設及び設備に関する計画」に係る評価単位については、法人は、自

己評価結果を、評価シートＣ（別紙３）を用いて評価委員会に示すこととする。そ

の際、自己評価及び評価委員会による評価結果の区分は、別紙４のとおりとする。

（３）大項目の評価及び総合評価

大項目の評価は、各大項目に係る評価単位のうちａ評価を受けた評価単位の割合に

より、

① 各事業年度毎の評価においては、

Ａ：中期計画に対して概ね順調に推移している（ａ評価を受けた評価単位の割合が

９０％以上）

Ｂ：中期計画に対して一部遅れが見られるものの、中期目標期間において達成が

可能な範囲にある（ａ評価を受けた評価単位の割合が５０％以上９０％未

満）

Ｃ：中期計画に対して顕著な遅れが見られる（ａ評価を受けた評価単位の割合が

５０％未満）

② 中期目標期間終了時における評価においては、

Ａ：中期計画は概ね達成している（ａ評価を受けた評価単位の割合が９０％以

上）

Ｂ：中期計画は一部未達成である（ａ評価を受けた評価単位の割合が５０％以上
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９０％未満）

Ｃ：中期計画は未達成である（ａ評価を受けた評価単位の割合が５０％未満）

とする３段階評価を行うこととする。

総合評価は、全ての評価単位のうちａ評価を受けた評価単位の割合により、大項目

の評価と同様の評価を行うこととする。

なお、上記による大項目の評価及び総合評価の結果が、評価委員会において適正な

評価結果となっていないと判断される場合には、評価委員会は達成状況の評価結果に

ついて分析を行うとともに、評価単位毎にウエイト付けを行い、評価結果を見直すこ

ととする。その際、評価結果を見直すことを適当と判断するに至った経緯（必要に応

じて特殊事情）や、見直しを経て評価結果を変更した場合にはその妥当性（中期目標

や中期計画に予定していた事項を大きく上回る業績が挙がった等の特筆すべき事項）

を記述するものとする。

５ 評価に当たっての留意事項

（１）短期間で評価できない項目の取扱い

法人が実施する試験、研究、調査並びに林木の育種事業については、その対象が森林、

林業及び樹木等であることから、多くの項目で単年度では明確な結果が現れないことが

想定される。

このため、このような項目の具体的な指標は、法人が中期目標期間を見通して各事業

年度毎に計画する具体的な実施項目を参考に設定することとする。

この場合、法人は、各事業年度の具体的な実施項目を簡潔に整理した参考資料（実行

計画表等）を用意し、毎事業年度評価委員会に提出するものとする。なお、法人は、毎

事業年度、実行計画表等を各事業年度の実績を踏まえて適切に見直すこととする。

（２）定量的に定められている項目の取扱い

各事業年度における業務の実績の評価に当たり、中期計画で計画期間中に達成すべ

き目標数値等定量的な目標が定められていても、各年度の目標数値が定められていな

い場合には、

① 各年度末における進捗状況の累積を考慮する必要がある場合

② 試験・研究、事業等の対象が森林、林業及び樹木等であることにより成果を単年

度毎の目標数値として表すことができない場合
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を除き、中期計画で設定されている数値を中期目標の期間の年数で除して得られた数

値の達成度合いにより、毎年度評価を行うこととする。

例：中期計画での定量的な目標が５００である場合、各年度の目標値を１００＝５０

０／５（中期目標の期間の年数）と設定する。

（３）不測の事態等が発生した場合の取扱い

気象要因等不測の事態の発生に起因して評価対象物を得られなかった年度におけ

る関係評価指標といった評価指標については、当該年度の評価からの除外等の措置

を講じることとする。

６ 評価結果の公表

総合評価及び大項目の評価の結果の公表に当たっては、評価単位の評価結果及び具体

的な指標の評価結果並びに評価の過程で付せられた評価委員会の意見等についても公表

する。

なお、評価の際に法人より提出された参考資料の取扱いについては、評価委員会にお

いて審議の上、法人の合意を前提に公表・非公表を決定する。

７ 評価手法等の改善

本評価基準は、独立行政法人の業務の実績の評価が、適正に、かつ、国民に解りやす

い形で行われるよう、今後、試行錯誤を繰り返しながら、法人に対する評価の継続性や

政府全体としての独立行政法人の評価の方向性に留意しつつ、よりよい内容に改めてい

くこととする。
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（別紙１）評価シートＡ

平成 年度 評価シート（具体的な指標用）

（大項目）○○○・・・・・

（中項目）○○○・・・・・

（評価単位）○○○・・・・・

○○○・・・・・指 標

自己評価（必要に応じて参考資料を添付）

達成 概ね達成 半分以上達成 未達成自己評価結果

自己評価の理由

指標のウエイト

評価委員会の意見等

指標のウエイト

達成 条件付き達成 未達成評価委員会の評価結果
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（別紙２）評価シートＢ

平成 年度 評価単位の評価

○○○○○・・・・・評価単位

ｳｴ 具体的指標具体的指標の 評価

ｲﾄ評価結果及び 結果

ウエイト

○：達成

△：条件付き

達成

×：未達成

（項目 ウエイト ）

達成割合の数値
（ウエイトを加味した達成・条件付き達成の数）

＝ ％
（ウエイトを加味した項目数）

相当（ ）

評価結果

（意見等）
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（別紙３）評価シートＣ

平成 年度 評価シート（財務関係評価単位用）

（大項目）○○○・・・・・

評価単位 ○○○・・・・・

自己評価（必要に応じて参考資料を添付）

ａ ｂ ｃ自己評価結果

自己評価の理由

評価委員会の意見等

ａ ｂ ｃ評価委員会の評価結果
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（別紙４）
１ 「第３ 予算、収支計画及び資金計画」の評価単位．

法人の作成した予算に関する執行の実績や財務諸表を調査・分析し、以下の指標で

評価を行う。

① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み

（支出の削減についての具体的方針及び実績等）

ａ：取り組みは十分であった。

ｂ：取り組みはやや不十分であった。

ｃ：取り組みは不十分であった。

② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み

（受託収入、競争的資金及び自己収入の増加についての具体的方針及び実績等）

ａ：取り組みは十分であった。

ｂ：取り組みはやや不十分であった。

ｃ：取り組みは不十分であった。

③ 法人運営における資金の配分状況

（人件費、事業費、一般管理費等法人全体の資金配分方針及び実績、関連する業務

の状況、予算決定方式等）

ａ：効果的な資金の配分は十分であった。

ｂ：効果的な資金の配分はやや不十分であった。

ｃ：効果的な資金の配分は不十分であった。

２ 「第４ 短期借入金の限度額」の評価単位．

法人の短期借入金について、借入の有無、借入に至った場合の理由、使途、金額、

金利、手続き、返済の状況と見込みに関して、以下の指標にて評価を行う。

ａ：借入は行われなかった、又は借入に至った理由等は適切であった。

ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であった。

ｃ：借入に至った理由等は不適切であった。

３ 「第５ 剰余金の使途」の評価単位．

剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に得ら

れた成果に関して、以下の指標にて評価を行う。

ａ：得られた成果は十分であった。

ｂ：得られた成果はやや不十分であった。

ｃ：得られた成果は不十分であった。

４ 「第６ その他農林水産省令で定める事項」の「１ 施設及び設備に関する計画」の．
評価単位

中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度における改修・整

備前後の業務運営の改善の成果に関して、以下の指標について評価を行う。

ａ：改善の成果は十分であった。

ｂ：改善の成果はやや不十分であった。

ｃ：改善の成果は不十分であった。


