
独立行政法人農業者大学校 平成１５年度業務実績評価シート

年度計画欄中 「●」と数字等反転は位置の入れ換えあり。また 「☆」は重複箇所あり。、 、
評価指標欄の記号はそれぞれ、大項目◎、中項目○、小項目◇である

（◎大項目、○中項目、◇小項目）

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標 事業年度報告及び特記事項 評価

第２ 業務運営の効率化 第１ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に ◎業務運営の効率化
に関する事項 関する目標を達成するた 関する目標を達成するた 指標＝中項目の評価結果を Ａ

めとるべき措置 めとるべき措置 Ａ：２点、Ｂ：１点、
Ｃ：０点の区分により ・事業実績をもとに農業者大学校の評価基準に
点数化した合計点数 基づき評価を行った結果、すべての中項目につ

Ａ：６点（平成13年度は４ いてＡ評価になったことから、大項目の評価は
点） Ａとする。

Ｂ：３点以上５点以下（平成
１３年度は２点以上３点
以下）

Ｃ：２点以下（平成13年度は
１点以下）

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 学理及び技術の教授 １ 学理及び技術の教授 １ 学理及び技術の教授 ○学理・技術の教授 ○平成１５年度においては、
に関する業務（２の業 に関する業務（２の業 に関する業務（２の研 指標＝年度計画（中期目標の ・１学年（３６期生）に対して、４～５月はオリ Ａ
務を除く ） 務を除く ） 修業務を除く ） 期間における評価を行 エンテーション、以後１６年３月までは前期集合。 。 。

う場合は中期計画）に 教育、
教育時間当たりのコ 演習、特別講義等の カリキュラムの改善 定めた目標数値の達成 ・２学年（３５期生）に対しては、４～６月まで

ストを３％低減させる 教育時間数を増加させ によって、教育内容の 度合 は前年度から引き続き前期集合教育、７～１２月。 、
教育内容の充実を図る 充実を図るため 講義 Ａ：90％以上 は派遣実習、１６年１～３月は中期集合教育、、 、
とともに、中期目標の 演習の時間数を平成１ Ｂ：50％以上90％未満 ・３学年（３４期生）に対しては、４～５月は前
期間中に教育時間当た ２年度に比べ６０時間 Ｃ：50％未満 年度から引き続き中期集合教育、６月は海外農業
りのコストを３％削減 程度増加させ、教育時 現地研修、７～９月は在宅学習、１０月から１６
する。 間当たりのコストの低 年３月までは後期集合教育を実施した。

減を図る。 年間総教育時間は、３，４６０時間で、１２年
， 、 。度の３ ３９７時間に比較し ６３時間増加した

増加６３時間の内容は、教育内容の充実を図る
ため カリキュラムを改善し 循環型農業 食、 、「 」、「
の安全 「情報・コミュニケーション」関係教科」、
の新設・拡充等により講義時間数を４８時間増加
させた。
また、３学年に対しては就農促進に係わる演習

を１２年度に比べ１８時間増加して実施した。



一方、教育コスト（教育に要した業務費、管理
費及び人件費）は１７４百万円であり、人件費及
び業務費の削減により１３年度対比△６．２％で
あった。また、時間当たり教育コストは５０千円
であり、教育コストの減及び教育時間の増により
１３年度対比△７．３％であった。

・年度計画の時間数の増加は達成された。
（年度計画対比＋３時間）

２ 果樹農業に関する ２ 果樹農業に関する研 ２ 果樹農業に関する研 ○果樹農業に関する研修 ○落葉果樹農業研修所（以下「落葉」という ）。
研修業務 修業務 修業務 指標＝年度計画（中期目標に では、長期研修の講義及び実習の年間の総研修時 Ａ

おける期間の評価を行 間数は、１，２１６時間であり、１２年度対比４
研修時間当たりの 研修カリキュラムの 研修内容の改善を図 う場合は中期計画）に ２時間増加した。内訳は講義時間数を修了生、先

コストを３％低減さ 充実、研修生のニーズ るとともに、栽培技術 定めた目標数値の達成 進的果樹農業者による講義等を充実することによ
せる。 に見合った研修コース 及び販売に関する実習 度合 り４０３時間へと１２年度対比１７時間増加実施

の設定等を行うことに の充実を図るため、落 Ａ：90％以上 するとともに、実習時間数は、早期成園化、リン
より、中期目標の期間 葉果樹農業研修及び常 Ｂ：50％以上90％未満 ゴ挿し木繁殖、リンゴ挿し木ポット育苗等を８１
中に研修時間当たりの 緑果樹農業研修の総研 Ｃ：50％未満 ３時間と１２年度に比べ２５時間の増で実施し
コストを３％削減する 修時間を、それぞれ平 た。。

成１２年度に比べ４０
時間程度増加させ、研 ○常緑果樹農業研修所（以下「常緑」という ）。
修時間当たりコストの では、長期研修の講義及び実習の年間の総研修時
低減を図る。 間数は、１，２７２時間で、１２年度対比４４時

間増加した。内訳は講義時間数を修了生、先進的
果樹農業者による講義等で２６９時間へと１２年
度対比２７．５時間増加するとともに、実習時間
数は柑橘を主体としたハウス栽培、園地造成実習
等１，００３時間と１２年度に比べ１６.５時間
の増で実施した。

○一方、研修コスト（研修に要した業務費、管理
費及び人件費）は２１９百万円であり、主として
人件費の削減により１３年度対比△２．５％であ

。 、 、った また 時間当たり研修コストは８６千円で
１３年度対比△２．６％であった。

・年度計画の研修時間数の増については両研修
所とも達成された。

３ 業務運営の効率化 ３ 業務運営の効率化に ３ 業務運営の効率化に ○業務運営の効率化 〇１５年度の人件費を除く運営費交付金で行う事
による経費の抑制 よる経費の抑制 よる経費の抑制 指標＝各年度の人件費を除く 業に要した経費については、１６９，９９７千円 Ａ
各事業年度の人件 各事業年度の人件費 運営費交付金で行う事 （１４年度１７４，９３４千円）であり、前年度

費を除く運営費交付 を除く運営費交付金で 人件費を除く運営費 業に係る経費の抑制 比△２．８％であった。
金で行う事業につい 行う事業について、少 交付金で行う事業につ Ａ：対前年度比の抑制率が
て、少なくとも対前 なくとも対前年度比で いて、少なくとも対前 １％以上 ・年度計画は達成された。
年度比で１％抑制す １％抑制する。 年度比１％抑制する。 Ｂ：対前年度比の抑制率が



る。 0.7％以上１％未満
Ｃ：対前年度比の抑制率が

0.7％未満
（※平成14年度以降適用）

第３ 国民に対して提供 第２ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す ◎業務の質の向上 Ａ
するサービスその他の るサービスその他の業務 るサービスその他の業務 指標＝中項目の評価結果を
業務の質の向上に関す の質の向上に関する目標 の質の向上に関する目標 Ａ：２点、Ｂ：１点、 ・事業実績をもとに農業者大学校評価基準
る事項 を達成するためとるべき を達成するためとるべき Ｃ：０点の区分により に基づき評価を行った結果、中項目におい

措置 措置 点数化した合計点数 てＡ：２項目（４点）となったことからＡ
Ａ：４点 評価とする。
Ｂ：２点以上３点以下
Ｃ：１点以下

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 青年である農業者 １ 青年である農業者に １ 青年である農業者に ○近代的な農業経営を担当す
に対する近代的な農 対する近代的な農業経 対する近代的な農業経 るのに必要な学理・技術の教 Ａ
業経営を担当するの 営を担当するのに必要 営を担当するのに必要 授 小項目２項目のうち
に必要な学理及び技 な学理及び技術の教授 な学理及び技術の教授 指標＝小項目の評価結果を Ａ：２項目 ４点
術の教授 Ａ：２点、Ｂ：１点、

Ｃ：０点の区分により
点数化した合計点数

Ａ：４点
Ｂ：２点以上３点以下
Ｃ：１点以下

（１）学理及び技術の （１）学理及び技術の教 （１）学理及び技術の教 ◇学理及び技術の教授
教授に関する業務 授に関する業務 ２ 授に関する業務 指標＝以下の指標１～７の評 Ａ（（ ）
（ ２）の業務を除 の業務を除く ） （ ２）の研修業務 価結果をＡ：２点、 全７指標のうち（ 。 （
く ） を除く ） Ｂ：１点、Ｃ：０点 Ａ：６指標１２点。 。

の区分により点数化し Ｂ：１指標 １点
ア 学生の就農状 ア 学生の就農状況 ア 学生の就農状況 た合計点 計１３点
況等の維持・改 等の維持・改善 等の維持・改善 Ａ：13点以上
善 Ｂ：７点以上12点以下

Ｃ：６点以下

学生の確保と定の （ア）学生の確保と定 指標１＝学生の確保のための ○学生の確保と定員の充足を図るため、学生募集
充足を図るため、新 員の充足を図るた 新聞等の宣伝活動、卒 資料を作成し、以下の活動等を実施した。 Ａ
聞広告等の宣伝活動 め、新聞、雑誌等 業生の協力の下での広 ・文書により資料を送付し、学生募集案内・依頼
の的確な実施、卒業 の広告、インター 報活動、インターネッ 実施
生の協力の下でのき ネットによる周知 トによる周知の実施状 ・農林水産省関係機関
め細かな応募者の発 等広汎な宣伝活動 況 ・都道府県関係機関（地域農業改良普及セン



掘、インターネット を的確に実施する Ａ：計画どおり順調に実施さ ター等）
による周知等により とともに卒業生や れた ・農業関係高等学校
学生募集を効果的に 農業経営者団体の Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ・卒業生
行う。 構成員等の地域で 施された ・全国関係団体等

活躍している農業 Ｃ：計画どおり実施できなか ・広報依頼
者の協力を得てき った ・報道機関等
め細かな応募者の ・学生募集広告の掲載
発掘を行う。 ・日本農業新聞

・全国農業新聞等
・ホームページに募集案内掲載
・学校職員による都道府県関係機関、農業関係高
等学校等の訪問

・農業関係団体の会議等に出向き、募集協力の依
頼。

・都道府県段階に委嘱した学生募集推進協力委員
の協力を得つつ、卒業生と連携した募集活動を
強化した。
「 （ 、 ）」 。・ 卒業生活動事例集 全国版 地域版 の配布
・１５年度新たに重点校１０３校を選定し、募集

。 。関係資料を重点的に配布 早期に学校訪問を実施

・募集活動強化方策として新たに重点校の指定、
早期学校訪問の実施、学生募集協力員の協力に
よる現場段階のきめ細かな募集の努力が認めら
れる。

指標２＝学生確保状況〔入学 ○平成１５年度学生確保数は２４名（実務経験者
予定者数（実務経験 ４名、入学予定者２０名）であった。 Ｂ
開始者）＋入学者数 （平成１４年度学生確保数は３３名（実務経験
農業実務経験者 者３名、入学予定者３０名 ）（ ）〕 ）

Ａ：確保目標（４５名）の90
％以上 ・学生確保状況は確保目標の５３％であった。

Ｂ：確保目標の50％以上90
％未満 〔学生確保数の目標と乖離の理由〕

Ｃ：確保目標の50％未満 ・主業農家数及び１８歳人口の減少
・農産物価格の低迷等による農家所得減少
・大学、県農業大学校の学生募集の強化
等が複合的に作用していると考えられる。

現場の農業者に また、卒業生の就 （イ）卒業生の就農率
よる講義の実施、 農率についておおむ についておおむね Ａ
学生に対する卒業 ね９０％以上を確保 ９０％以上を確保
後の農業経営の方 するため、 するため、
向についての具体
的な指導の実施等 ア 現場の農業者 卒 ・現場の農業者 指標３＝現場の農業者による ○卒業生、先進農業者等を講師に依頼し、（ ） （
を行い、学生の就 業生を含む ）によ 卒業生を含む 講義の実施状況 ・卒業生からは、卒業後の経営実践状況等につい。 （ 。）
農意識を高めるこ る講義を実施し, 農 による講義を充さ Ａ：計画どおり順調に実施 て（４回 、）



とにより、卒業生 業現場の声を教育課 せ、就農意欲の醸 された ・先進農業者等からは、自ら農業を始めた経緯や
、 、 （ ）の就農率について 程に導入するととも 成を図るととも Ｂ：概ね計画どおり順調に 心構え 経営理念 農村での活動について ８回

おおむね９０％以 に、 に、 実施された 等、
上を確保する （就 Ｃ：計画どおり実施できな 現場の実践状況等についての講義を実施した。。
農率の算定に当た かった
っては、卒業生が ・卒業生、先進農業者により、広範な講義が実
継続的に農業研修 施され、多様な角度から農業の面白さを知り意
等を行う場合を就 義を自覚することに役立ったと考えられる。
農に含めるものと
する ）。

（イ）演習において、 ・演習において、卒 指標４＝演習における卒業後 ○３学年を対象に、卒業後の実践活動に自信と意
学生に対する卒業 業後の自家の経営の の農業経営の方向に 欲を持って入れるよう、各ゼミ担当教育指導員の Ａ
後の農業経営の方 参考となる先進経営 ついての具体的な指 指導の下に就農促進ゼミを６回（各３時間）実施
向についての具体 の事例研究、就農支 導の実施状況 した。なお、ゼミは卒業後の経営方向により班編
的な指導の実施等 援措置の活用方法等 Ａ：計画どおり順調に実施さ 制を行っている。
を行い、学生の就 円滑な就農への指導 れた （ゼミ班）
農意欲を高める。 を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 水稲班、畜産・複合経営班、施設野菜班、

施された 果樹班、露地野菜班、花き・茶班
Ｃ：計画どおり実施できなか 内容としては、学生各々が卒業後の農業経営計

った 画について述べ、他の学生から意見・アドバイス
を受け自分の経営計画の内容を深めたこと、先進
的な農家や農業法人の経営事例等のビデオを視聴
後に討論、最近の農政の課題の研究・討論（農薬

、 、 ）、取締法の改正 トレーサビリティー 制度資金等
卒論での現地調査の報告に基づく意見交換等を実
施した。

・ゼミ形式で、それぞれ自らの将来の経営に直
接関わる事項を中心に研究、討論することによ
り、刺激しあい、将来の経営について具体的に
考える機会となった。

指標５＝卒業生の卒業時の就 ○平成１５年度卒業生３２名（１４年度：３８名
農率（おおむね90％ 卒業）の就農意向状況は、 Ａ
以上 の確保状況 先 ・就農（農業法人就職、研修を含む） ２９名） （

（ ）進的農業者等の下で １４年度：３３名
の研修のほか 将来 ・当面就職するもいずれ就農 １名、 、

（ ）就農の意志があり、 １４年度： ２名
就農後の経営に役立 ・就職 ２名

（ ）つ知識、技術等を得 １４年度： ３名
るために就職する場
合も含む） ・就農率（当面就職するもいずれ就農予定を含

Ａ：80％以上 む）は、９４％であり、目標は達成された。
Ｂ：45％以上80％未満
Ｃ：45％未満

イ 教育内容の改善 イ 教育内容の改善 イ 教育内容の改善等 指標６＝卒業生に対するアン ○卒業後２年を経った者 ３２期生 を対象に 在（ ） 「
ア 卒業生を対象に ケート調査の実施状 学中の教育の満足度」を中心とした調査内容とし Ａ（ ） 、



以下のアンケート （ア）卒業後２年程度の 況 て、２９名の者に対して調査票を送付し、２２名
調査を実施し、農 農業者を対象に、在 Ａ：計画どおり順調に実施さ から回答を得た（回答率７６％ 。）
業者大学校の教育 学中の教育の満足度 れた 主な調査項目は、
に対する評価及び に関するアンケート Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ・農業者大学校で良かったと思うことは何か
ニーズを把握する を実施する。 施された ・教育カリキュラムで役に立ったと思うもの。

Ｃ：計画どおり実施できなか は何か
（ア）卒業後５年以上 ・ 卒業後５年以上 った ・今後、充実すべき講義の内容、手法等

を経た農業者を対 を経た農業者を対 等である。
象に、農業現場か 象に、農業現場か 結果に基づき、教育内容の改善に取り組ん
らみて望ましい教 らみて望ましい教 でいる。
育内容に関するア 育内容に関するア
ンケートを実施し ンケートを実施す ・調査結果は教育内容の改善に生かすとともに、、
その結果を分析す る。 「独立行政法人農業者大学校将来方向検討会」
ることにより、新 の参考にされた。
たな教育の進め方
に反映させる。

（イ）毎年度、卒業後 ・ 毎年度、卒業後
２年程度の農業者 ２年程度の農業者
を対象に、在学中 を対象に、在学中
の教育の満足度に の教育の満足度に
関するアンケート 関するアンケート
を実施し、その結 を実施する。
により、満足度の
低い教科について （イ）学識経験者によ （イ）カリキュラム検討 指標７＝今後の教育ニーズや ○カリキュラムを改正し、教科として「循環型農
見直しを行うとと るカリキュラム検 委員会の検討結果を 将来の食料・農業・ 業 及び 食の安全 を新設するとともに 経済 Ａ」 「 」 「 」
もに、将来の食料 討委員会を設置 踏まえ、カリキュラ 農村の方向性を踏ま 教科の中に「マーケティング」を、社会教科の中
・農業・農村の方 し、上記アンケー ムを改正し、１５年 えたカリキュラムの に「農村の活性化」を小項目として区分し、内容
向性を踏まえたカ ト調査の分析結果 度入学生から実施す 見直しについて計画 を充実強化した。また 「基礎」教科を再編し、、
リキュラム編成を （教育の満足度、 る。 の遂行状況 情報の活用能力、プレゼンテーション能力を高め

「 」 、行う。 今後の教育ニーズ Ａ：計画どおり順調に実施さ るための 情報・コミニュケーション 教科とし
等）や将来の食料 れた １５年度入学生から実施している。
・農業・農村の方 Ｂ：概ね計画どおり順調に実
向性を踏まえ、カ 施された ・改正された教育課程は順調に実施さている
リキュラム等の見 Ｃ：計画どおり実施できなか と認められる。
直しを行う。 った

（２）果樹農業に関する （２）果樹農業に関する研 （２）果樹農業に関する研 ◇果樹農業に関する研修
研修業務 修業務 修業務 指標＝以下の指標１～11の評

価結果をＡ：２点、 全１１指標のうち Ａ
ア 研修生の就農状 ア 研修生の就農状況 ア 研修生の就農状況 Ｂ：１点、Ｃ：０点の Ａ：９指標 １８点
況等の維持・改善 等の維持・改善 等の維持・改善 区分により点数化した Ｂ：２指標 ２点

合計点 Ｃ： 指標 点
Ａ：20点以上（指標７の検討 計 ２０点

会の開催・研修内容の見
直しを計画しなかった年
度は18点以上）

Ｂ：11点以上19点以下（指標
７の検討会の開催・研修



内容の見直しを計画しな
かった年度は10点以上17
点以下）

Ｃ：10点以下（指標７の検討
会の開催・研修内容の見
直しを計画しなかった年
度は９点以下）

研修生の確保と定員 研修生の確保と定員 指標１＝研修生確保のための ○研修生の確保と定員の充足を図るため、研修生
の充足を図るため、新 の充足を図るため、新 新聞等の宣伝活動、イ 募集資料を作成し、以下の活動等を実施した。 Ａ
聞広告等の宣伝活動の 聞広告等の宣伝活動の ンターネットによる周 ・文書により資料を送付し、研修生募集案内・依
的確な実施、修了生の 的確な実施、修了生の 知の実施状況 頼実施
協力の下でのきめ細か 協力の下でのきめ細か Ａ：計画どおり順調に実施さ ・農林水産省関係機関
な応募者の発掘、イン な応募者の発掘、イン れた ・都道府県関係機関（地域農業改良普及セン
ターネットによる周知 ターネットによる周知 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ター等）
等により研修生募集を 等により研修生募集を 施された ・農業関係高等学校等
効果的に行う。 効果的に行う。 Ｃ：計画どおり実施できなか ・修了生

った ・全国関係団体等
・広報依頼

・報道機関等
・研修生募集広告の掲載

・読売新聞九州版
・朝日新聞東北版等

・ホームページに募集案内掲載
・各種団体の集会等における広報活動
・研修所職員による果樹産地の農業関係高等学
校、地域農業改良普及センター等の訪問
・１５年度新たに研修生募集推進協力員の設置
による募集活動（常緑）

・１４年度に比し、果樹産地の農業高校や農業
改良普及センター等現場段階の周知及び修了生
の協力を得た応募者の発掘等きめ細かい募集活
動が行われた。

指標２＝研修生確保状況（長 ○研修生確保数は、落葉１６名、常緑７名であっ
期研修入所者） た。 Ｂ

Ａ：確保目標（３９名）の90 （参考：平成１４年度研修生確保状況：落葉１１
％以上 名、常緑６名）

Ｂ：確保目標の50％以上90％
未満 ・果樹農業研修の研修生確保数 ５９％

Ｃ：確保目標の50％未満 （研修生確保数２３名／目標３９名）

〔目標と乖離の理由〕
・果樹栽培主業農家数及び１８歳人口の減少
・みかん、りんご価格の低迷等による農家所得の
減少
等が複合的に作用していると考えられる。



現場の農業者によ また、修了生の就 また、修了生の就
る講義の実施、研修 農率についておおむ 農率についておおむ Ａ
生に対する修了後の ね９０％以上を確保 ね９０％以上を確保
農業経営に関する指 するため、 するため、
導の実施等を行い、
研修生の就農意欲を （ア）現場の農業者 （ア）現場の農業者 指標３＝現場の農業者による ○修了生、先進農業者を講師に依頼し、
高めることにより、 修了生を含む 修了生を含む 講義の実施状況 ・修了生からは、修了後の経営実践状況につ（ 。） （ 。）
修了生の就農率につ による講義の実 による講義の実施 Ａ：計画どおり順調に実施さ いて（落葉６名、常緑３名 、）
いておおむね９０％ 施や や れた ・先進農業者からは、自らの農業経営・果樹

。 （ 、 ）、以上を確保する （就 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 栽培技術等について 落葉２人 常緑４人
農率の算定に当たっ 施された 現場の実践状況等講義等を実施した。
ては、研修所修了生 Ｃ：計画どおり実施できなか
が継続的に農業研修 った ・修了生、先進農業者の果樹農業への多様な取
等を行う場合を就農 組みを知ることにより、果樹農業経営の可能性
に含めるものとす を知る良い機会となったと考えられる。
る ）。

（イ）研修生に対し修 イ 研修生に対し 指標４＝修了後の農業経営に ○修了生や現場の指導者、学識経験者から果実の（ ） 、
了後の農業経営に 修了後の農業経営 関する指導 流通、簿記・税務、経営の計画管理等修了後の農 Ａ
関する指導の実施 に関する指導の実 Ａ：計画どおり順調に実施さ 業経営に役立ち、また必要となる事項を中心に講
等を行い、研修生 施等を行い、研修 れた 義を実施した。また、修了生や先進農業者から経
の就農意欲を高め 生の就農意欲を高 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 営の現場において指導を受けた。
る。 める。 施された

Ｃ：計画どおり実施できなか ・実践的で修了後の経営改善に直結する講義や
った 農業の現場における指導は、将来の経営に向け

た意欲の向上に寄与するものと考えられる。

指標５＝修了生の修了時の就 ○平成１５年度修了生の就農状況は、
農率（おおむね90％ （落葉） Ａ
以上 の確保状況 先 修了生 11名（14年度：12名）） （
進的農業者等の下で ・就農（研修を含む）10名（14年度： 9名）
の研修のほか 将来 ・進学（本校） 1名（14年度： 2名）、 、
就農の意志があり、 ・進学（大学） 0名（14年度： 1名）
就農後の経営に役立
つ知識、技術等を得 （常緑）
るために就職する場 修了生 5名（14年度：9名）
合も含む） ・就農（研修を含む） 4名（14年度：6名）

Ａ：80％以上 ・進学（本校） 1名（14年度：1名）
Ｂ：45％以上80％未満 ・就職 0名（14年度：2名）
Ｃ：45％未満 であった。

・果樹農業研修修了生の就農率（就農のための本
校進学等を含む ）は、１００％（就農１６名 、。
修了生１６名）であった。



イ 研修内容の改善 イ 研修内容の改善 イ 研修内容の改善等 指標６＝アンケートの実施状 ○１６年２月（落葉、常緑）に、１５年度修了生
況 を対象に「研修満足度に関するアンケート調査」 Ａ

（ア）研修修了者、都 （ア）研修修了者、都 （ア）研修修了者予定 Ａ：計画どおり順調に実施さ を実施した。
道府県果樹行政担 道府県果樹行政 者を対象に、研修 れた 主な調査項目は、
当部局等に対し、 担当部局等に対 の満足度等に関す Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ・研修カリキュラム関係（役にたった講義、興
農業現場からみて し、農業現場か るアンケート調査 施された 味をもてなかった講義、今後必要と思われる
望ましい研修内容 らみて望ましい を実施する。 Ｃ：計画どおり実施できなか 講義、役にたった実習等）
についてのアンケ 研修内容につい った ・生活関係（研修所で良かったこと、施設で良
ートを実施し、そ てのアンケート かったこと、生活する上で今後改善してほし
の結果を分析する 調査を実施し、 いこと等）
ことにより、新た その調査結果を
な研修の進め方に 踏まえ、学識経 ・調査結果は研修内容の改善に生かされた。
反映させる。 験者等を含めた

検討会の開催に
より研修内容の （イ）研修内容改善検 指標７＝農業現場からみて望 ○研修内容の改善に関する検討委員会の検討結果
見直しを行う。 討委員会の意見等 ましい研修内容の見 を踏まえ、 Ａ

を踏まえ、研修内 直しの実施状況 落葉
容の見直しを行 Ａ：計画どおり順調に実施さ ・早期成園化関連研修の実施（リンゴ接ぎ木
う。 れた 挿し木繁殖実習）及び果樹関連講義の充実

Ｂ：概ね計画どおり順調に実 （農薬の安全使用、果樹共済）
施された

Ｃ：計画どおり実施できなか 常緑
った ・ 樹園地改造における土木技術 「果実の流「 」、

（※検討会の開催・研修内容 通関係」の講義の新設・充実等研修内容の充
の見直しを計画した年度のみ 実を図った。
適用）

・検討委員会の意見を踏まえ、着実な研修内容
の改善が図られた。

（イ）研修生自らが栽 （イ）研修生自らが栽 （ウ）研修生自らが栽培 指標８＝実践能力向上のため ○落葉
培管理計画の立案 培管理計画の立案 管理計画の立案及び の研修内容の改善の ・基礎コース研修生により、果樹の改植時の伐採 Ａ
及び管理を行うほ 及び管理を行うほ 管理を行う圃場の設 実施状況 作業、果樹園の整備のための小型車輌系建設機械
場の設定、土地基 場の設定、土地基 定、園地整備に係る Ａ：計画どおり順調に実施さ の操作法の習得とともに園地整備実習を行った。
盤整備に係る実習 盤整備に係る実習 実習等を導入し、実 れた
の導入等研修内容 等を導入し、研修 践能力の向上を図 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ○常緑
の改善を図る。 内容の改善を図る る。 施された ・基礎・応用コース研修生が、研修生自らによる。

Ｃ：計画どおり実施できなか 大型建設機械を利用した園地整備（暗渠埋設）及
った び土壌改良とデコポンの植栽を行った。

・研修生自らの工夫や研修所ならではの園地整
備、土壌改良等の実習を通じ実践能力を養う努
力が払われた。

（ウ）短期研修につい （ウ）短期研修につい （エ）短期研修につい 指標９＝ニーズに見合った短 ○短期研修については 「短期研修実施要領」を、
て、研修内容の充 て、研修生のニー て、先進技術の習 期研修のコース設定 定め実施するとともに、地域と連携を図るため、 Ａ
実を図るため、研 ズに見合ったコー 得、販売戦略等ニ の実施状況 市民を含めた公開講座を実施した。
修生のニーズに見 スの設定及び充実 ーズに見合ったコ Ａ：計画どおり順調に実施さ 短期研修



合ったコース設定 を行う。 ースの設定を行 れた （落葉）
を行う。 う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 ・短期研修は夏季コース、冬季コースの２回

施された に分け、行政機関・農業団体・果樹関係業務
Ｃ：計画どおり実施できなか 担当者、果樹農業者等を受講対象者として、

った 夏季は９月に、冬季は１月にそれぞれ実施し
た。
夏季コースは 「リンゴ栽培における最近、

の試験研究並びに販売対策等について 、冬」
季コースは 「リンゴのわい化栽培における、
剪定技術等について」をテーマに実施した。
（参加者：夏季１２名、冬季：１６名（１
４年度：夏季１１名、冬季２２名 ））

（常緑）
・短期研修は先進技術コース、女性研修コー
スの２回に分け、先進技術コースは行政機関
・農業団体・果樹関係業務担当者、果樹農業
者等を受講対象者として、女性研修コースは
柑橘栽培農家の女性等を受講対象として、両
コースとも９月にそれぞれ実施した。
先進技術コースは 「かんきつ経営の省力、

化及び生産安定をめざした園地改良と栽培技
術 、女性研修コースは 「消費者ニーズを踏」 、

」 。まえたかんきつの栽培 をテーマに実施した
（参加者：先進５名、女性１９名（１４年
度：先進６名、女性１４名 ））

公開講座等
（落葉）

、「 」・７月に 最近の果実の流通動向について
をテーマに実施した。２月には、１５年度
新たに「先進的果樹経営事例 「わい化り」、
んごの剪定技術」をテーマに修了生を主体
に実施した。
（ （ ））参加者：４０名 １４年度：２１名

（常緑）
・９月に「かんきつ栽培技術の現状と将来
等」をテーマに実施した。
（ （ ）参加者：１１名 １４年度：２３名

・全体として前年度並みの人数の受け入れが行
われた。
・落葉・常緑それぞれニーズを踏まえたテーマ
を設定し、実施された。

（オ）果樹農業への理 指標10＝小中学生等の農業体 ○農業体験等の受け入れについて
解を促進するた 験の受入の実施状況 （落葉） Ａ
め、小中学生等の Ａ：順調に実施された ・近隣の小学校の１ ２年生の受入れを３回 ５， （



体験学習、視察受 Ｂ：概ね順調に実施された 月：リンゴの花の観察・スケッチ、６月：果
け入れ等を行う。 Ｃ：計画どおり実施できな 実の観察・スケッチ、９月：リンゴの収穫）

かった 行った （参加者：１２７名（１４年度：１。
５１名 。））

・一般市民を対象に一般公開（リンゴの収穫体
験）を９月に実施した。
（１５年度開始：１２４名 。）

（常緑）
・５月、１１月に保育園児、幼稚園児、小学生
、中学生のみかんの花の開花観察、収穫体験
等の受入れを行った。
（ （ ））。参加者：５４６名 １４年度：２３０名
・８月に、柑橘経営を志向している農業高校生
を対象に体験研修を実施した。
（参加者：４名（１４年度：４名 。））

・一般市民を対象に一般公開（みかんの収穫体
験）を１１月に実施した。
（１５年度開始：参加者３３名）

・全体として１４年度を上回る受け入れが行れ
るとともに、一般市民を対象に新たな取り組み
が行われ、順調に実施された。

指標11＝農業関係機関等から ○視察者の受け入れについて
の視察の受入状況 ・果樹農家、果樹関係企業・団体、JＡ、行政機 Ｂ

Ａ：順調に実施された 関担当者等からの視察を受け入れた。
B：概ね順調に実施された 落葉：１０回 ９３名

（ ）C：実施できなかった １４年度 １１回 ２７８名
常緑：２６回 １８７名

（ ）１４年度 ３１回 ２６６名

・受け入れ回数は、前年の８６％と概ね順調で
あったが、多人数の団体の視察が少なく１４年
度に比し、受け入れ人数は減少した。

２ １の業務に附帯す ２ １の業務に附帯す ２ １の業務に附帯す ○教育内容の質の向上等
る 業務 る業務 る業務 指標＝小項目の評価結果を Ａ

Ａ：２点、Ｂ：１点、
教育内容の質の向 Ｃ：０点の区分により 小項目２項目のうち

上等に資するため、 点数化した合計点数 Ａ：２項目 ４点
次の業務を行う。 Ａ：４点

Ｂ：２点以上３点以下
Ｃ：１点以下

（１）卒業生の経営実 （１）卒業生の経営実態 （１）卒業生の経営実態 ◇卒業生の経営実態の把握と
態調査・情報提供 調査・情報提供 調査・情報提供 経営改善に関する情報提供



指標＝以下の指標１～４の評 全 指標のうち Ａ
価結果をＡ：２点、 Ａ：３指標 ６点

ア 卒業後の農業 ア 中期目標期間中に Ｂ：１点、Ｃ：０点の
者を対象に、農 １回以上、卒業後の 区分により点数化した
業経営の実態に 農業者を対象に、農 合計点
関するアンケー 業経営の実態に関す Ａ：８点（指標１のアンケー
ト調査を実施す るアンケート調査を ト実施を計画しない年度
る。 実施する。 は６点）

Ｂ：４点以上７点以下（指標
１のアンケート実施を計
画しない年度は３点以上
５点以下）

Ｃ：３点以下（指標１のアン
ケート実施を計画しない
年度は２点以下）

指標１＝農業経営の実態に関
するアンケート調査 （１３年度～１４年度に調査実施・集計分析を ー
の実施状況 行った）

Ａ：計画どおり順調に実施さ
れた

Ｂ：概ね計画どおり順調に実
施された

Ｃ：計画どおり実施できなか
った

（※アンケート調査の実施を
計画した年度のみ適用）

イ 毎年度、卒業 イ 毎年度、卒業後 ア 卒業後の農業者 指標２＝経営状況に関する詳 ○卒業生の経営発展の過程と経営者としての経営
後の農業者の中 の農業者の中から の中から、経営タ 細な調査の実施状況 行動の事例等を調査・分析することにより、学生 Ａ、
から２事例以上 経営タイプの異な イプの異なる２事 （毎年度異なる経営タ に対する経営者能力を高めるための教育のあり方
を抽出し、経営 る２事例以上を抽 例を抽出し、経営 イプから２事例） の検討、農業経営者としての人材開発に資するこ
状況に関する詳 出し、経営状況に 状況に関する詳細 Ａ：計画どおり順調に実施さ とを目的に、調査員２名を委嘱して、４事例の調
細な実態調査を 関する詳細な実態 な実態調査を行 れた 査を実施した。
行う。 調査を行 う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実 事例は、こまつなを中心とした栽培と野菜の直

施された 売経営１事例、水稲作の請負を中心とした環境保
Ｃ：計画どおり実施できなか 全型農業経営１事例、リンゴ中心とした果樹経営

った １事例、かんしょを中心とした露地野菜経営１事
例である。

・計画を上回る４事例が実施され、就農促進ゼ
ミの教材等として活用された。

ウ 卒業後の農業者 ウ 全国を７地域 北 イ 北陸地域におい 指標３＝研究集会の開催状況 ○卒業生を対象として、北陸地域は平成１５年11（
を対象に、毎年度 海道・東北 関東 て、地域の実態に （毎年度２地域以上） 月15～16日に新潟県上越市で、全国研究集会は平 Ａ、 、
２地域以上におい 北陸 東海 近畿 即したテーマを設 Ａ：計画どおり順調に実施さ 成１６年１月17日に東京都で実施した。、 、 、
て研究集会を開催 中国・四国、九州 定し、卒業後の農 れた 北陸地域では 「今 技術に強くなろう!！」を、
する。 ・沖縄 に区分し 業者を対象とした Ｂ：概ね計画どおり順調に実 テーマとして、１日目は、BM技術協会理事長の石） 、



毎年度２地域以上 研究集会を開催す 施された 澤直士氏 （株）ジャパンバイオファーム代表の、
において、当該地 る。 Ｃ：計画どおり実施できなか 小祝政明氏、長野県南佐久郡南相木村診療所長色
域の実態に即した また、東京にお った 平哲郎氏の講演、２日目は、小祝氏の指導で各自
テーマを設定し、 いて今後の農業の が持ちよった土壌を小祝氏の考案した方法で分析
卒業後の農業者を 発展を図るためテ した。
対象とした研究集 ーマを設定し、全 全国研究集会は 「瀕死の日本農業ーいま農者、
会を開催する。 国研究集会を開催 大の挑戦ー」をテーマに、卒業生６名の事例発表

する。 後、和洋女子大学大学院教授坂本元子氏、明治学
院大学教授上原征彦氏をコメンテーターにパネル
ディスカションを行った。

・北陸地域、全国研究集会とも、同窓会とタイ
アップし、地域・卒業生の関心のあるテーマを
設定したうえで実施され、卒業生の今後の営農
への取り組みや同窓生のつながりの強化に寄与
するとともに農業者大学校の周知に役立ったと
認められる。

エ 経営改善等に資す エ 経営実態調査及び ウ 経営実態調査及び 指標４＝経営改善等に資す ○ホームページへの掲載は、経営実態調査につい
る新たなテーマにつ 研究集会の結果を通 研究集会の結果を通 る情報のホームペ ては４事例を、北陸地域分、全国研究集会分をそ Ａ
いての情報を、毎年 じて得られた経営改 じて得られた経営改 ージへの掲載状況 れぞれ終了後計３回掲載した。
度２回以上、ホーム 善に資する新たなテ 善に資する新たなテ （毎年度２回以上）
ページに掲載する。 ーマに関する情報を ーマに関する情報 Ａ：計画どおり順調に実施、

毎年度２回以上、ホ を、年２回、ホーム された
ームページに掲載す ページに掲載する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ・北陸地域、全国研究集会の概要、事例調査の
る。 実施された ポイントがコンパクトな形でまとめられ、掲載

Ｃ：計画どおり実施できな された。
かった

（２）関係機関への教 （２）関係機関への教育 （２）関係機関への教育 ◇関係機関への教育方法等に
育方法等に関する 方法等に関する情報 方法等に関する情報 関する情報提供 Ａ
情報提供 提供 提供 指標＝以下の指標１～２の評 全２指標のうち

価結果をＡ：２点、 Ａ：２指標 ４点
ア 情報誌を毎年 ア 関係団体とも連携 ア 関係団体とも連 Ｂ：１点、Ｃ：０点
度発行すること し、調査収集した農 携し、調査収集し の区分により点数化し
により、関係機 業教育に関する情報 た農業教育に関す た合計点
関への教育方法 等を取りまとめ、農 る情報等を取りま Ａ：４点
に関する情報提 業教育関係機関を対 とめ、農業教育関 Ｂ：２点以上３点以下
供を行う。 象に情報誌を毎年度 係機関を対象に情 Ｃ：１点以下

発行する。 報誌を発行する。
指標１＝情報誌の発行・提供 ○情報誌「大地の教育」第３号を３月発行し、関

（毎年度） 係機関に配布した。 Ａ
Ａ：計画どおり順調に実施 第３号は、道県の農業大学校の話題及び事例紹
された 介、農業高校と地域の連携、中小企業大学校の後
Ｂ：概ね計画どおり順調に 継者教育の事例、講座・解説、行政情報等体験学
実施された 習と研修生を受け入れている方からも寄稿を得て
Ｃ：計画どおり実施できな 作成した。
かった （主な配布先）



・道府県農業大学校
・都道府県の地域農業改良普及センター
・都道府県庁、農林水産省関係部局
・農業高校

・第３号は、農業教育を巡る事情、農業大学校
の話題、農業教育の実践事例等を中心に幅広く
取上げるとともに学生指導上有益な現代青年の
心理や人間の発達に関する講座等の記事を掲載、
充実が図られた。

イ 業務内容、卒 イ 業務内容、卒業 イ 業務の内容、卒 指標２＝公開講座の開催及び ○卒業生の特色ある経営及び成果について紹介す
業生が各地域で 生が各地域で特色 業生が各地域で特 インターネットによ るとともに農業に対する理解を深めてもらうた Ａ
特色ある経営を ある経営を展開し 色ある経営を展開 る情報提供の実施状 め 第２０期生の木内博一氏が代表をしている 和、 「
展開している成 ている成果等につ している成果等に 況 郷園」の循環型農業への取組みと堆肥センター、
果等について、 いて、国民の理解 ついて、国民の理 Ａ：計画どおり順調に実施さ 冷凍野菜加工工場、野菜直売所を中心に現地公開
適時かつ的確な を深めるため、公 解を深めるため公 れた 講座を実施した。
情報開示を行う 開講座、インター 開講座を開催す Ｂ：概ね計画どおり順調に実 日 時：平成１５年１０月２５日（土）
ことにより、国 ネット等を活用し る。またインター 施された 場 所：千葉県香取郡山田町 農事組合法人
民の理解を深め て情報提供を行う ネット等を活用し Ｃ：計画どおり実施できなか 「和郷園」。
る。 て情報提供を行 った テーマ： 行ってみませんか！！安全・安心の「

う。 野菜生産」
参加者：市民４１名
公開講座実施後のアンケートでは、参加者の

ほとんどが木内氏からの和郷園の取り組み、施設
の説明により 「自然循環型農業の意味 「安全、 」、
な農作物の生産に取り組む生産者の努力」等に関
心をもって見聞できたと答えており、様々の示唆
が得られた様子がうかがわれた。
実施結果についてはホームページに掲載した。

○多摩市NPOサークルSeeds等の協力で、消費者と
生産者の交流、食の安全・安心について考える公
開講座を本校の３年生も参加して開催した。
日 時：平成１６年１月２２日（木）
場 所：多摩市関戸公民館
講 師：石澤直士氏（本校１３期生）

岡本光子氏（NPOサークルSeeds代表）
テーマ： 消費者と生産者との交流は何だろ「

う？ー今、農業者が面白い！！ー」
参加者からは 「生産者との交流は楽しい、、

面白い、ためになる、苦労もわかる 「学生さ」、
んが、農業に希望、夢を持っていて、頼もしい
気分になった 「農業者大学校を知ることがで」、
きた」等の意見が寄せられた。

○卒業生の経営事例、講義の概要、現地視察、各
種行事等の教育活動について、逐次ホームページ



に掲載している。

・本校第２０期生が代表をしている農事組合法人
での現地公開講座に加え、多摩市NPOの協力によ
る公開講座の実施等積極的な情報提供が図られた。

第４ 財務内容の改善に 第３ 予算・収支計画及び 第３ 予算（人件費の見積 ◎財務内容の改善 Ａ
関する事項 資金計画 もりを含む ・収支計画 指標＝以下の指標１～２の評 業務実績をもとに農業者大学校評価基準に基。）

及び資金計画 価結果をＡ：２点、 づき評価を行った結果、すべての中項目につい
Ｂ：１点、Ｃ：０点 てＡ評価となったことから、大項目の評価はＡと

適切な業務運営を １ 予算（略） １ 予算（略） の区分により点数化し する。
行うことにより、収 ２ 収支計画（略） ２ 収支計画（略） た合計点
支の均衡を図る。 ３ 資金計画（略） ３ 資金計画（略） Ａ：４点

Ｂ：２点以上３点以下
Ｃ：１点以下

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

指標１＝経費（業務経費及び ・旅費については、出張日程を事前に調整し、効
一般管理費）節減に 率的な実施に努めた。 Ａ
係る取組（支出の削 ・用紙等消耗品類及び電気・水道について職員及
減についての具体的 び学生に対し、日常的な節約の徹底を図った。
方針及び実績等）

Ａ：取組は十分であった ・職員会議等で節電・節水、事務用品、用紙節
Ｂ：取組はやや不十分であっ 約等の徹底を図る等努力が図られている。

た
Ｃ：取組は不十分であった

※なお、本指標の評価に当た
っては 中期計画に定める 業、 「
務運営の効率化による経費の
抑制」の評価結果に十分配慮
するものとする。

指標２＝法人運営における資 ①予算については、本校が一元的に管理を行い、
金の配分状況（人件 年間の業務計画の実施に支障が生じることのな Ａ
費、業務経費、一般 いように、業務の進捗状況に沿って配分が可能
管理費等法人全体の となるように図った。
資金配分方針及び実
績、関連する業務の ②収支計画については、運営交付金及び施設整備
状況、予算決定方式 費は、当初計画のとおりであった。
等）

③支出については、効率的な業務運営に努め経費



Ａ：効率的な資金の配分は 節減を図った。
十分であった

Ｂ：効率的な資金の配分は ・業務計画に支障のないよう年度当初に配分計
やや不十分であった 画を決定、進捗状況に合わせ効果的な資金の配

Ｃ：効率的な資金の配分は 分がなされている。
不十分であった

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の借入に至った
１億円 １億円 理由等

（想定される理由） （想定される理由） 指標＝当該年度に係る短期 ○短期借入金の実績なし ー
運営費交付金の受入れ 運営費交付金の受入 借入金の借入に至った

が遅延。 れが遅延。 理由及び使途、金額及
び金利、手続き、返済
の状況と見込み。借入
がなかった場合は、本
項目の評価は行わな
い。

Ａ：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

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金による成果 ○剰余金２，４１７千円
指標＝当該年度に係る剰余金 剰余金は積立金とする。 ー

研修・教育用機器の 研修・教育用機器の の使途について、中期
整備、果樹園作業用機 整備、果樹園作業用機 計画に定めた使途に充
械、園地条件の整備等 械、園地条件の整備等 てた結果、当該事業年 農業者大学校の剰余金は積立金として処理
の業務の高度化・効率 の業務の高度化・効率 度に得られた成果 れることとされており、評価は行わなかった。
化に必要な経費に充当 化に必要な経費に充 Ａ：得られた成果は十分であ
する。 当。 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

中期計画に定めた剰余
金の使途に充てた年度
のみ行う

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記



載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

第６ その他農林水産省令 第６ その他農林水産省令 ◎その他農林水産省令で定め
で定める業務運営に関す で定める業務運営に関す る業務運営に関する事項 Ａ
る事項 る事項

指標＝中項目の評価結果を 事業実績をもとに農業者大学校の評価基準
Ａ：２点、Ｂ：１点、 に基づき評価を行った結果、すべての中項目
Ｃ：０点の区分により においてＡ評価になったことからＡ評価とする。
点数化した合計点数

Ａ：４点
Ｂ：２点以上３点以下
Ｃ：１点以下

当該評価を下すに至った経
緯、中期目標や中期計画に記
載されている事項以外の業績
等特筆すべき事項を併せて記
載する。

１ 施設及び設備に関す １ 施設及び設備に関す ○施設及び設備に関する計画
る計画 る計画 指標＝施設及び設備について Ａ

の当該事業年度における
業務の適切かつ効率 業務の適切かつ効率 改修・整備前後の業務運 ○平成１５年度の施設及び設備に関する計画に基

的な実施の確保のため 的な実施の確保のた 営の改善の成果 づき、次のとおり実施した。、
業務実施上の必要性及 め、業務実施上の必要 Ａ：改善の成果は十分であっ
び既存の施設・設備の 性及び既存の施設・設 た ・落葉
老朽化等に伴う施設及 備の老朽化等に伴う施 Ｂ：改善の成果はやや不十分 果実収納舎増築及び選果施設改修工事
び設備の整備・改修等 設及び設備の整備・改 であった （４８，３３５千円）
を計画的に行う。 修等を計画的に行う。 Ｃ：改善の成果は不十分であ 当該工事は、高品質果樹生産に重点を置い

った た研修内容の充実、生産の効率化のため、重
量選果に加えて着色・形状等の外観を含めて
効率的な選果を行うカラー選果を導入すると
ともに手作業であった製函・封函作業の機械
化を図るものである。

・施設整備は順調に実施され、目的を果たしている。

２ 職員の人事に関する ２ 職員の人事に関する ○職員の人事に関する計画
計画 計画 指標＝小項目の評価結果を

Ａ：２点、Ｂ：１点、 小項目３項目のうち
（１）方針 （１）方針 Ｃ：０点の区分により Ａ：３項目 ６点

既存業務の効率化 既存業務の効率化 点数化した合計点数
を推進することによ を推進することによ Ａ：６点
る人員の適正な配置 る人員の適正な配置 Ｂ：３点以上５点以下
を進めるとともに、 を進めるとともに、 Ｃ：２点以下
企画機能 広報機能 企画機能、広報機能、 、



人事労務管理機能、 人事労務管理機能、 ◇職員の人事に関する方針 ・人員を抑制する一方、業務の効率化に努め、カ
教育・研修機能の充 教育・研修機能の充 指標＝人員の適正配置、必要 リキュラム、研修内容の改善等業務内容を充実さ Ａ
実への対応に必要な 実への対応に必要な な人員の確保状況 せた。
人員を確保する。 人員を確保する。 Ａ：計画どおり順調に実施さ ・中期計画の重点項目毎の推進グープを設置し、

れた 計画の達成を図った。
Ｂ：概ね計画どおり順調に実

施された ・人員が抑制される中で適正に業務が実施された。
Ｃ：計画どおり実施されなか

った

（２）人員に関する指標 （２）人員に関する指標 ◇人員に関する指標 ○年度初において、中期計画のとおり常勤職員１
指標＝年度末（中期目標の 人の削減を行い 期初の９８％の計画を達成した Ａ、 。

期末の常勤職員数 １５年度期初職員 期間における評価を 年度初の常勤職員数 ４２人（１４年度末対
を期初の９８％とす 数を１４年度末に比 行う場合は期末）の 比１人減、年度末同数）
る。 し、１名削減する。 常勤職員数 （参考） 本校：２０人

１５年度末の常勤 Ａ：計画どおり順調に実施 落葉：１１人
（参考） 職員数を年度初の１ された 常緑：１１人
期初の常勤職員数 ００％とする。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

４３人 （参考） 実施された
期末の常勤職員数の １４年度末の常勤職 Ｃ：計画どおり実施されな
見込み ４２人 員数 ４３人 かった

年度初の常勤職員数
４２人 各年度の年度計画におい

人件費総額見込み 年度末の常勤職員数 て規定されている具体的
１，７０９百万円 の見込み ４２人 目標に基づき、達成度合

人件費総額見込み を評価する （参考） 人件費総額
３２５百万円 実績：３２１百万円

３ その他人材の確保 ３ その他人材の確保 ◇その他人材の確保、人材 ○１５年度においては国の機関等との人事交流と（ ） 、 （ ） 、
人材の養成などにつ 人材の養成などにつ ともに、人事院等の国の機関が実施する研修に積 Ａ
いての計画 いての計画 養成 極的に参加させることにより、職員の資質の向上

指標＝職員の任用、研修への を図った。
人事院主催の国家 人事院主催の国家公 との人事交流の実施状況 ・農林水産省等他機関との人事交流

公務員採用試験合格 務員採用試験合格者名 Ａ：計画どおり順調に実施 転出 ９名（国：４名、独法：３名、県：１
者名簿から、職員を 簿から、職員を任用す された 名、他法人１名）
任用するとともに、 るとともに、国等が行 転入１０名（国：９名、独法：１名）
国等が行う研修への う研修への職員の参 Ｂ：概ね計画どおり順調に ・研修等への参加
職員の参加、国の機 加、国の機関等との人 実施された （本校）
関等との人事交流に 事交流により、職員の Ｃ：計画どおり実施されな 人事院主催 本府省災害補償実務担当
より、職員の資質向 資質向上を図る。 かった 者研修 １名
上を図る。 農林水産省主催 経営・簿記能力向上研修

１名
（常緑）
農林水産省主催 環境保全型農業技術研修

１名
農林水産省主催 一般職員行政基礎研修

（第２班） １名



〔総合評価〕

評価に当たっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 １ 平成１５年度計画の実施については、農業者大学校評価基準に基づき評価を行った結果、中項目及び大項目の
・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情 いずれもＡ評価となったことから総合評価はＡとした。
・ 中期目標や中期計画に記載されている事項以外の
業績その他の特筆すべき事項
等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 ２ 学生及び研修生の確保については、他の研修教育機関との競合が強まる中で、募集ルートが限定されているこ
なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るた とがネックになっており、多様な募集ルートを用意し、応募しやすくするなど、募集方法の改善を図る必要があ

めに講ずべき措置等も併せて記載するものとする。 る。
また、募集努力の成果が現れるまでには、若干の時間がかかることが予想されるので、引き続き卒業生や修了

生の一層の協力を得て現場に密着した募集活動を進める必要がある。

３ 農業者大学校の将来方向については 「農業者大学校将来方向検討会」において検討が行われており、その結果、
を踏まえ、我が国における農業研修教育を牽引し、我が国農業の地域リーダーたる農業者を育成する機関として
ユニークな存在である農業者大学校の役割を発揮させるため、機能及び業務を見直す必要がある。


