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独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の

各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準

平成１７年６月７日

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第32条の規定に基づき、独立行政法人農

業・生物系特定産業技術研究機構（以下「法人」という ）における各事業年度に係る業。

務の実績に関して行う評価については、以下の基準による。

１ 評価単位

評価を行う最小単位（以下 「評価単位」という ）は、原則として、中期計画の中項、 。

目とする。

ただし 「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 重要な財産を譲渡し 又は担保に供しようとするときは

その計画」及び「第６ 剰余金の使途」については、大項目を評価単位とする。なお、

第４、第５及び第６については、実績があった場合に評価を行う。

なお、大項目「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」については別紙に示す項目を評価単位とする。

２ 評価のランク分け

原則として、以下の３段階で評価する。また、必要に応じ、当該評価を下した理由及

び所見を付す。

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

ただし 「第２―１ 農業技術研究業務に係る試験及び研究並びに調査」及び「第２、

－６農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査」については、計画を大きく上

回る実績があり、このような実績を正当に評価するため、以下の４段階で評価を行う。

Ｓ：計画を大幅に上回る業績が挙がっている

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

３ 評価の手順

（１）評価単位における評価

ア 原則として、評価単位ごとに達成度合いを判断するための指標を設定し、これら

指標の達成度に応じて評価を行う。指標とその達成度の表記は付表１、評価票は付
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表２に示す。

イ 「第２―１ 農業技術研究業務に係る試験及び研究並びに調査」及び「第２－６

農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査」における評価単位について

は、指標を定めず、年度計画に掲げられた内容を参考としつつ、中期計画に掲げら

れた内容に照らして評価を行う。

（２）評価結果の集約

評価単位の評価結果を中項目等及び機関の評価結果に集約する際には、以下の方

法により行う（付表３ 。）

ア 各段階の評価結果を以下の基準により点数化する。

Ｓ：４点 Ａ：３点 Ｂ：２点 Ｃ：１点

イ 評価単位から大項目までの各段階で項目間のウエイトを設定し、アにおける点数

をウエイトに基づき加重平均することにより上位の項目の点数を算出する。ウエイ

トの設定は農業技術分科会が行う。

ウ イで算出した点数を以下によりランク分けする。

〈点数によるランク分けの基準〉

３．５以上：Ｓ ２．５以上３．５未満：Ａ １．５以上２．５未満：Ｂ

１．５未満：Ｃ

エ ウの結果と当該項目に係る業務の実績の内容を勘案し、２のとおり３段階又は４

段階で評価を行う（付表４ 。）

（３）総合評価

大項目の評価は （２）によるランク分けと特筆すべき業績（学術的・社会的イン、

パクトの大きい）等を総合的に勘案して行うとともに、当該評価を下すに至った理由

を付す。また、併せて必要に応じ、所見を付す。

機関の総合評価は （２）によるランク分けと研究機関としての使命を踏まえた特、

筆すべき業績（学術的・社会的インパクトの大きい）等を総合的に勘案して３段階で

行うとともに、当該評価を下すに至った理由及び所見を付す。また、併せて必要に応

じ、業務内容の改善に関する勧告を付す。

共通事項（４）

上記（１）～（３）の評価に際しては、法人によるすべての自己点検評価の結果

を参考とする。

４ その他

（１）本基準は、必要に応じ、農業技術分科会の合意を得て、変更することができる

ものとする。

（２ 「民間研究促進業務に係る出資事業」は、産業投資特別会計からの出資金を原）

資とし、研究開発会社に出資金として研究資金の供給を行っている。

したがって、出資を受けた研究開発会社は研究開発の実施により、経理上ほぼ資本金
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相当額が欠損金として累積することとなり、法人が所有する研究開発会社の株式は、時

価評価を行うことによりその大部分が欠損金として計上されることとなる。

しかし、このことは制度上の仕組みから発生するものであるので、独立行政法人農業

・生物系特定産業技術研究機構の中期計画及び業務方法書等を斟酌して、研究開発及び

実用化の促進等総合的な観点から評価を行うものとする。
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別紙

第２―１―Ａ 農業技術開発の予測と評価手法の開発研究

第２―１―Ｂ 多様な専門分野を融合した研究

（第２―１―Ｃ 共通専門研究・中央地域農業研究）

―１）本州中部地域における土地利用高度化をめざした総合研究の推進

―２）重粘土・多雪地帯における低投入型水田農業をめざした総合研究の

推進

―３）農業技術の経営評価と経営体の経営管理のための研究の推進

―４）農業・農村の情報化と農業技術革新のための情報研究の推進

―５）持続的な耕地利用技術の高度化のための耕地環境研究の推進

―６）持続的・環境保全型農業生産基盤としての土壌肥料研究の推進

―７）環境と調和した持続的農業生産のための病害研究の推進

―８）環境と調和した持続的農業生産のための虫害防除研究の推進

―９）ＩＰＭ技術の確立

―10）低コスト・省力化及び環境保全のための機械・施設に関わる作業技

術研究の推進

―11）重粘土・多雪地帯における水田高度利用研究の推進

―12）良食味・高品質米の高能率・低コスト生産のための基盤研究の推進

（第２―１―Ｄ 北海道農業研究）

―１）北海道における大規模専業経営の発展方式並びに大規模水田作・畑

作・酪農生産システムの確立

―２）大規模生産基盤技術の開発

―３）寒地に適応した優良作物品種・系統の育成

―４）大規模畑作の持続的生産技術の開発

―５）草地・自給飼料を活用した酪農技術の開発

―６）寒地生態系を活用した生産環境の管理技術の開発

―７）作物の耐冷性・耐寒性・耐雪性気候の解明と利用技術の開発

―８）寒地向け優良品種育成のための基盤技術の開発

（第２―１―Ｅ 東北農業研究）

―１）東北地域の立地特性に基づく農業振興方策の策定並びに先進的な営

農システム及び生産・流通システムの確立

―２）寒冷地における水田基幹作物の省力・低コスト・安定生産技術の開

発

―３）寒冷地における畑作物の世帯系調和型持続的生産技術の開発

―４）寒冷地における野菜花きの安定・省力生産技術の開発

―５）寒冷地における高品質畜産物の自然循環型生産技術の開発

―６）地域産業創出につながる新形質農産物の開発及び加工・利用技術の

開発

―７）やませ変動気象の特性解析と作物等に及ぼす気象影響の解明
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―８）やませ変動気象下における農作物の高位・安定生産管理技術の開発

（第２―１―Ｆ 近畿中国四国農業研究）

―１）近畿・中国・四国地域の農業の動向予測と農業振興方策の策定及び

地域資源を活用した中山間地域営農システムの開発

―２）傾斜地農業地域における地域資源の利用、及び農地管理・安定生産

技術の開発

―３）高付加価値化、軽労化に対応した作物開発のための分子マーカー及

び遺伝子組換え体の開発

―４）傾斜地農業地域における果樹・野菜・花きの高品質安定生産技術の

開発

―５）地域産業創出につながる新形質農作物及び利用技術の開発

―６）都市近接性中山間地域における野菜の安定生産技術及び高品質化技

術の開発

―７）野草地等の地域資源を活用した優良肉用牛の低コスト生産技術の開

発

―８）都市近接性中山間地域における持続的農業確立のための生産環境管

理技術の開発

（第２―１―Ｇ 九州沖縄農業研究）

―１）九州・沖縄地域の立地特性に基づく農業振興方策の策定及び水田・

畑作・畜産における省力・環境保全型・持続的地域農業システムの確

立、及び沖縄等南西諸島農業における持続的地域農業システムの確立

―２）暖地水田作地帯における基幹作物の生産性向上技術の開発

―３）暖地畑作地帯及び南西諸島における持続作物生産技術の開発

―４）暖地における物質循環型・高品質畜産物生産技術の開発

―５）暖地等における野菜花きの高品質・省力・安定生産技術の開発

―６）高温多雨条件における自然循環増進技術の開発

―７）地域産業創出につながる新形質農畜産物の開発及び加工利用技術の

開発

―８）暖地多発型難防除病害虫の環境保全型制御技術の開発

―９）沖縄県北部地域の農業の振興に資する研究の推進

（第２―１―Ｈ 作物研究）

―１）水稲等の先導的品種育成、遺伝・育種研究及び栽培生理・品質制御

技術の開発

―２）豆類、甘しょ、資源作物の先導的品種育成、遺伝・育種研究及び安

定多収栽培・品質制御技術の開発

―３）麦類の先導的品種育成、遺伝・育種研究及び栽培生理・品質制御技

術の開発

（第２―１―Ｉ 果樹研究）

―１）省力・低コスト・安定生産技術の開発

―２）消費者ニーズに対応した品質・機能性・貯蔵性の向上技術の開発
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―３）環境負荷低減技術の開発

（第２―１―Ｊ 花き研究）

―１）新規性に富み付加価値の高い花きの開発

―２）高品質で安定な生産及び流通利用技術の開発

（第２―１―Ｋ 野菜茶業研究）

―１）葉根菜の省力・低コスト・安定生産技術の開発

―２）果菜の省力・低コスト・安定生産技術の開発

―３）茶の省力・低コスト・安定生産技術の開発

―４）葉根菜生産における環境負荷低減技術の開発

―５）果菜生産における環境負荷低減技術の開発

―６）茶の環境保全型生産システムの確立のための研究

―７）消費者ニーズに対応した野菜の高品質生産・流通技術の開発

―８）嗜好の多様化、消費者ニーズに対応した茶の需要の拡大のための研

究

―９）生産技術開発を支える基礎的研究

―10）流通・利用技術開発を支える基礎的研究

（第２―１―Ｌ 畜産草地研究）

―１）優良家畜増殖技術の高度化

―２）家畜栄養管理技術の精密化

―３）省力・低コスト家畜管理技術の高度化

―４）多様なニーズに対応した高品質畜産物の安定生産技術の開発

―５）育種技術の高度化による高品質飼料作物品種の育成

―６）省力・低コスト飼料生産・利用技術の高度化

―７）飼料生産基盤拡大のための土地利用技術の開発

―８）環境保全型畜産の展開に寄与する技術開発

―９）自然循環機能を利用した持続的草地畜産のための草地生態系の解明

―10）資源循環を基本とする自給飼料生産・家畜管理システムの開発

（第２―１―Ｍ 動物衛生研究）

―１）疫学研究の強化による家畜疾病防除の高度化

―２）感染病の診断及び防除技術の高度化

―３）国際重要伝染病の侵入とまん延防止技術の開発

―４）感染免疫機構の解明に基づく次世代ワクチン等の開発

―５）生産病の発病機構の解明と防除技術の開発

―６）資料・畜産物の安全性確保技術の高度化

第２―１―Ｎ 遺伝資源の収集、評価及び保存

第２―１―Ｏ 公立研究機関との研究協力

第２－２ 民間研究促進業務に係る出資事業
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第２－３ 民間研究促進業務に係る融資事業

第２－４ 民間研究促進業務に係るその他事業

第２－５ 基礎的研究業務

第２－６ 農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査

－１）水稲用等土地利用型農業用機械・装置の開発及び高度化

－２）園芸用機械・装置の開発及び高度化

－３）畜産用機械・装置の開発及び高度化

－４）農業機械の開発改良のための基礎的・基盤的技術の開発

－５）農業機械の評価試験技術等の開発及び高度化

第２－７ 農業機械の検査、鑑定等

第２－８ 専門研究分野を活かした社会貢献

第２－９ 成果の公表、普及の促進
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付表 １

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の評価基準における指標
（中期計画第１、第２―２～９、第３ 第７部分）～

中期計画 １６年度計画 評価単位ごとの指標 各指標の
達成度の表記

第１ 業務運営の効率化に Ⅰ 業務運営の効率化に関す
関する目標を達成するため る目標を達成するためにとる
とるべき措置 べき措置

運営費交付金で行う業務及
び民間研究促進業務（独立行
政法人農業・生物系特定産業
技術研究機構法（平成１１年
法律第１９２号。以下「法」
という ）第１３条１項第４。
号から第７号までに掲げる業
務及びこれらに附帯する業務

（第３と一括して評価）をいう。以下同じ ）に係る。
事業については、競争的資金
を除き、汎用品の活用等によ
る調達コストの節減等に努
め、中期目標の期間中、毎年
度平均で、少なくとも前年度
比１％の経費節減を行う。
また、生物系特定産業技術

研究推進機構から継承した業
務の人件費及び一般管理費に
ついて、汎用品の活用等によ
る調達コストの節減等に努
め、中期目標の期間中に、平
成１４年度比で１０％の経費
節減を行う。

１ 評価・点検の実施 １ 評価・点検の実施 （指標１ ：機関運営、研究 ａ：取り組みは十）
実績の自己点検評価の実施状 分であった① 外部専門家・有識者等を ① 外部専門家・有識者等を活
況 ｂ：取り組みはや活用し、毎年度の報告に先立 用し、毎年度報告に先立ち、自
（外部有識者の活用、結果の や不十分であち、自ら点検を行う。 ら点検を行う。
研究資源配分への反映、結果 った② 主要な研究については、 ② 全ての研究課題を対象に、
の公表等） ｃ：取り組みは不研究の推進方策・計画及び進 自ら成果等の評価・点検を行

十分であった捗状況の点検を行うととも う。特に、主要な研究について
に、外部専門家・有識者等の は、研究の推進方策・計画及び
意見を聞いて成果の評価を行 進捗状況の点検を行うととも
い、その結果は研究資源の配 に、研究機構内の研究所及び研
分に反映させるとともに公表 究機構本部において、外部専門
する。 家・有識者等で構成する評価委

員会を開催し、成果の評価を行
う。その結果は研究資源の配分
に反映させるとともに公表す
る。

（指標２ ：研究職員の業績 ａ：取り組みは十③ 評価項目、評価基準を定 ③ 評価項目、評価基準を定め ）
評価の実施状況 分であっためる等公正さを確保しつつ、 る等公正さを確保しつつ、業績
（評価の仕組み、結果は処 ｂ：取り組みはや研究職員の業績評価を行い、 評価委員会において研究職員を

遇、研究資源の配分に反映、 や不十分であその結果は処遇、研究資源の 対象とした透明性の高い業績評
検討会の開催等） った配分に反映させる。 価を行う。その結果は処遇、研

ｃ：取り組みは不究資源の配分に反映させる。
十分であった④ 出融資事業案件の採択、中
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④ 出融資事業案件の採択、 間、終了時において、外部の専
中間、終了時において、外部 門委員による課題の審査、進行 中期計画第１－１④～⑦
の専門委員による課題の審 状況の点検、終了時の評価等を については、第２国民に
査、進行状況の点検、終了時 実施し、その結果を踏まえた事 対して提供するサービス
の評価等を実施し、その結果 業計画の見直しや運用改善を図 その他の業務の質の向上
を踏まえた事業計画の見直し り、的確で効率的に事業を推進 に関する目標を達成する
や運用改善を図り、的確で効 する。中間評価については、そ ためとるべき措置にお
率的に事業を推進する。中間 の結果を当該課題に対する資金 いて、一括して評価。
評価については、その結果を 配分、研究課題の見直しに反映
当該課題に対する資金配分、 させる。
研究課題の見直しに反映させ
る。
⑤ 基礎的研究業務における ⑤ 基礎的研究業務における課

、 、課題の採択、単年度評価及び 題の採択 単年度評価及び中間
中間、終了時評価は、外部の 終了時評価は、外部の専門家、
専門家、有識者から成る選考 有識者から成る選考・評価委員
・評価委員会で行う。 会で行う。
⑥ 基礎的研究業務における ⑥ 基礎的研究業務における中
中間評価については、評価項 間評価については、評価項目、
目、評価基準を定め、かつピ 評価基準を定め、かつピアレビ
アレビュー方式で行う等公正 ュー方式で行う等公正さを確保
さを確保しつつ、評価結果を しつつ、評価結果を評価対象課
評価対象課題に対する資金配 題に対する資金配分、研究規模
分、研究規模の拡大・縮小等 の拡大・縮小等に反映する。
に反映する。
⑦ 基礎的研究業務における ⑦ 基礎的研究業務における単
単年度評価については、採択 年度評価については、採択課題
課題の管理・運営支援・評価 の管理・運営支援・評価等の実
等の実務を行う研究経歴のあ 務を行う研究経歴のある責任者
る責任者（プログラム・オフ （プログラム・オフィサー）に
ィサー）による評価とピアレ よる評価とピアレビュー方式を
ビュー方式を組み合わせ、そ 組み合わせ、その結果を踏まえ
の結果を踏まえて、研究方法 て、研究方法の見直しや運営を
の見直しや運営を行う。 行う。

２ 研究資源の効率的利用 ２ 研究資源の効率的利用 （指標１ ：競争的資金への ａ：取り組みは十）
応募と獲得状況 分であった① 中期目標達成に有効な競 ① 研究機構の本部及び研究所
（応募数及び獲得実績、獲得 ｂ：取り組みはや争的資金には積極的に応募 に設置した競争的資金プロジェ
のための支援体制、効果等 や不十分であし、研究資源の充実を図る。 クト研究推進本部等の連携の下 ）

ったに、中期計画達成に有効な競争
ｃ：取り組みは不的資金に積極的に応募し、研究

十分であった資源の充実を図る。
② 研究資源の効率的・重点 ② 運営費交付金により実施す

指標２ ：研究資金の配分 ａ：取り組みは十的な配分を行う。 るプロジェクト研究等を効果的 （ ）
状況 分であったかつ効率的に推進するため、研
（研究資金の重点的配分方針 ｂ：取り組みはや究資源の効率的・重点的な配分
及び実績とその効果等） や不十分であを行う。

った③ 施設・機械の有効利用を ③ 共同利用可能な施設、機械
ｃ：取り組みは不図るため、共同利用を行うと 等の有効利用を図るため、研究

十分であったともに、共用等が可能な機械 機構内部の相互利用及び外部者
については、有効かつ効率的 の利用についての仕組みを整備

（指標３ ：研究員等の配分 ａ：取り組みは十利用を行うため、その情報を する。 ）
状況 分であったインターネットを介して広く
（人員の重点的配分方針・組 ｂ：取り組みはや公開等を行う。
織改編の方針及び実績とその や不十分であ
効果等） った

ｃ：取り組みは不
十分であった
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（指標４ ：施設・機械の利 ａ：取り組みは十）
用状況 分であった
（主要な施設・機械の利用計 ｂ：取り組みはや
画 利用実績 共同利用実績 や不十分であ、 、 、
利用効率の向上のための具体 った
的取り組み等） ｃ：取り組みは不

十分であった

３ 研究支援の効率化及び充 ３ 研究支援の効率化及び充実
実・高度化 ・高度化

（指標１ ：研究支援体制の ａ：取り組みは十① 高度な知識及び技術を有 ① 高度な知識及び技術を有す ）
効率化及び充実・高度化の状 分であったする研究支援者の計画的な配 る研究支援者の計画的な配置、
況 ｂ：取り組みはや置、プログラム・オフィサー 研究部門に対する効果的な支援
（研究支援者と支援部門の高 や不十分であの役割を担う者の確保、職務 の体制、一般職のキャリアパス
度化と活用の具体的な取り組 ったに応じた任用や処遇のあり方 を含めた職務に応じた任用や処
み等） ｃ：取り組みは不を検討するとともに、これら 遇のあり方を検討するととも

十分であった職員の資質の向上を図る。ま に、職員の資質向上に努める。
た、現業業務に携わる職員に また、現業業務に携わる職員に
ついては、一層の資質向上と ついては一層の資質向上と併せ
併せて、管理的業務・専門的 て、管理的業務、専門的業務へ
業務への重点的な配置を図 の重点的な配置を図る。
る。

（指標２ ：知的財産権の取 ａ：取り組みは十② 特許、品種登録等の知的 ② 特許、品種登録等の知的財 ）
得・移転に係る支援の状況 分であった財産権の取得・移転に係る支 産権の取得・管理・移転に係る
（事務処理の迅速化等知的所 ｂ：取り組みはや援態勢を強化する。 業務を円滑に推進するため、研
有権の取得・移転の促進のた や不十分であ究機構本部における支援態勢を
めに講じた具体的な取り組み った強化する。
等） ｃ：取り組みは不

十分であった
（指標３ ：研究情報収集・③ 農林水産省研究ネットワ ③ 研究情報収集・提供業務の ）
提供業務の実施状況 ａ：取り組みは十ーク等を活用して、研究情報 効率化、充実・強化を図る。
（研究情報データーベース利 分であった収集・提供業務の効率化、充
用状況、ホームページによる ｂ：取り組みはや実・強化を図る。
情報提供実績等） や不十分であ

った
ｃ：取り組みは不

十分であった

（指標４ ：施設、機械等の④ 施設、機械等の保守管理 ④ 施設、機械等の保守管理に ）
保守管理の外部委託 ａ：取り組みは十については、業務の性格に応 ついては、業務の性格に応じて
（外部委託件数の実績等） 分であったじて外部委託を図る。 外部委託に図る。

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

４ 連携、協力の促進 ４ 連携、協力の促進
（１）他の独立行政法人との連 （指標１ ：他の独立行政法 ａ：取り組みは十（１）農林漁業や飲食料品製 ）
携、協力 人との連携、協力実施状況 分であった造業等に関する研究水準の向

人事交流 共同研究の実績 ｂ：取り組みはや上及び研究の効率的な実施の ① 他の独立行政法人との役割 （ 、 、
他の独法との連絡会議の開催 や不十分であため、他の独立行政法人との 分担に留意しつつ、研究目標の
等） った役割分担に留意しつつ、研究 共有、共同研究、人事交流を含

ｃ：取り組みは不目標の共有、共同研究、人事 めた連携 協力を積極的に行う、 。
十分であった交流を含めた連携、協力を積 特に、発展途上地域における農

極的に行う。 業技術研究の協力・支援にあた
っては、国際農林水産業研究セ
ンターとの連携を図る。
② 緊急に解決を要する重要な
技術課題である「安全性に配慮
した実用的な病害抵抗性組換え
イネ系統の開発 「トリプトフ」、
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ァン含量の高い飼料用イネの開
発」及び「臭化メチル全廃に対
応するための果樹害虫制御技術
の開発」の３課題について、中
央農業総合研究センター、作物
研究所及び果樹研究所において
研究を実施するとともに、他法
人の協力を得る。

（２）産学官の連携、協力 （２）産学官の連携、協力 （指標２ ：産学官の連携、 ａ：取り組みは十）
協力状況 分であった① 国公立機関、大学、産業 ① 国公立機関 大学 産業界、 、 、
国公立機関 大学 産業界 ｂ：取り組みはや界、海外機関、国際機関等と 海外機関、国際機関等との共同 （ 、 、 、

海外機関、国際機関等との共 や不十分であの共同研究及び研究者の交流 研究及び研究者の交流等を積極
同研究の実施状況及び共同研 った等を積極的に推進する。 的に推進する。
究の成果、行政との連絡会議 ｃ：取り組みは不② 研究を効率的に推進する ② 研究を効率的に推進するた
の開催、行政からの要請に対 十分であったため、行政との連携を図る。 め、行政との連携を図る。
する対応状況、研究推進のた③ 科学技術協力に関する政 ③ 科学技術協力に関する政府
めの会議の開催、研究者等の府間協定等を活用し、先進国 間協定等を活用し、先進国等と
人的交流等の積極的な実施状等との共同研究を推進する。 の共同研究を推進する。
況等）④ 国の助成により公立機関 ④ 国の助成により公立機関等

等が実施する研究等への協力 が実施する研究等への協力を行
を行う。 う。
⑤ 関係独立行政法人、行政 ⑤ 関係独立行政法人、行政部

、 、部局、都道府県等の参加を求 局 都道府県等の参加を求めて
めて、専門別、地域別に研究 専門別、地域別に試験研究推進
推進のための会議を開催し、 会議を開催し、相互の連携・協
相互の連携・協力のあり方等 力のあり方等について意見交換
につき意見交換等を行う。 等を行う。地域における食品・

農林水産業及び大学等の参加を
得て、産学官連携推進のための
会議を開催する。
⑥ 産学官連携関連業務の円滑
な推進と実務機能を高めるた
め、企画調整部門を強化すると
ともに、新たな枠組みによる連
携大学院の検討を進める。

５ 管理事務業務の効率化 ５ 管理事務業務の効率化
（指標１ ：事務処理の簡素 ａ：取り組みは十① 事務の簡素化と迅速化を ① 適正な会計処理の徹底のた ）
化実施状況 分であった図るため、ＬＡＮ等を有効に め、内部監査体制の強化等を図
（事務手続簡素化の具体的な ｂ：取り組みはや利用するとともに 会計処理 る。また、管理事務業務の簡素、 、
計画及び実績、改善効果等） や不十分であ発注業務、研究成果報告文書 化と迅速化を図るため、機構全

った等の電子化を進め、事務処理 体の情報共有化システムの検討
ｃ：取り組みは不に係わる新たなソフトウエア を深めつつ具体化を図るととも

十分であった等の導入を行う。 に、給与の支払事務の各研究所
から本部への一元化を検討す
る。更に、その他の支払事務に
つき各研究所本所への集約を図
り、事務の簡素化及び迅速化を
図る。

（指標２ ：管理経費の節減 ａ：取り組みは十② 光熱水の節約や汎用品の ② 光熱水料等の実績調査に基 ）
の方策 分であった活用等による調達コストの節 づく新たな節減方策や汎用品の
（光熱水料、汎用品の活用等 ｂ：取り組みはや減等により、管理経費の節減 活用等による調達コストの節減
節約の方策及び改善効果等） や不十分であを図る。 等により 管理経費を節減する、 。

った
ｃ：取り組みは不

十分であった

（指標３ ：競争的資金に関 ａ：取り組みは十③ 競争的資金による課題の ③ 競争的資金による課題の採 ）
わる事務の迅速化 分であった採択のための手続き、中間評 択のための手続き、中間評価、
（採択、通知等事務処理の迅 ｂ：取り組みはや価、事後評価等、必要な評価 事後評価等、必要な評価等の手
速化の取り組み状況と改善効 や不十分であ等の手続きを踏まえた上で、 続きを踏まえた上で、可能な限
果等） った可能な限り事務処理の迅速化 り事務処理の迅速化を行う。ま
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ｃ：取り組みは不を行う。 た、競争的資金による課題採択
十分であったまた、競争的資金による課 決定に関する情報は、課題の提

題採択決定に関する情報は、 案者に対して採択課題決定後、
課題の提案者に対して採択課 所要の手続きを行い、速やかに
題決定後、所要の手続きを行 通知する。
い、速やかに通知する。

（指標４ ：業務を一体的に ａ：取り組みは十④ 農業技術に関する研究と ④ 農業技術に関する研究と生 ）
行うことによる管理事務業務 分であった生物系特定産業技術及び農業 物系特定産業技術及び農業機械
の効率化 ｂ：取り組みはや機械分野の民間研究支援を一 分野の民間研究支援を一体的に
（体制整備、業務の一体化に や不十分であ体的に行う体制を整備し、効 行う体制を整備し、効率的かつ
よる事務効果等） った率的かつ機動的な業務運営を 機動的な業務運営を行う。

ｃ：取り組みは不行う。
十分であった

６ 職員の資質向上 ６ 職員の資質向上
（指標１ ：職員の資格（博 ａ：取り組みは十① 業務上必要な各種の研修 ① 業務上必要な各種の研修に ）
士号含む）獲得への支援 分であったに職員を積極的に参加させる 職員を積極的に参加させるほ
（職員（総務・業務部門を含 ｂ：取り組みはやほか、必要な研修を実施し、 か、必要な研修を実施し、職員
む）の研修参加、資格取得、 や不十分であ職員の資質向上を図る また の資質向上を図る。また、業務。 、
研修開催の数及び具体的内容 った業務上必要な資格取得を支援 上必要な資格取得を支援する。
等） ｃ：取り組みは不する。 さらに、事務の簡素化と迅速化

十分であったに係る研修等を計画的に実施す
る。とりわけ、独法会計の研修
については、会計処理の適正化
を周知徹底する観点から、充実
・強化を行う。

（指標２ ：職員の海外にお ａ：取り組みは十② 各種制度を積極的に活用 ② 各種制度を積極的に活用す ）
ける研究交流への支援 分であったし、職員の在外研究の機会の るとともに、研究機構の在外研
（事務手続き簡素化等、手続 ｂ：取り組みはや増加を図る。 究制度を活用し、職員の在外研
きに係る支援策（規程等 、 や不十分であ究を計画的に実施する。 ）
海外派遣の目的及び実績等） った③ 博士号の取得を奨励し、 ③ 博士号の取得を奨励し、適

ｃ：取り組みは不適切な指導を行う。 切な指導を行う。
十分であった

Ⅱ 国民に対して提供するサ第２ 国民に対して提供す
ービスその他の業務の質の向るサービスその他の業務の質
上に関する目標を達成するたの向上に関する目標を達成す
めとるべき措置るためとるべき措置

１ 農業技術研究業務（独立行１ 農業技術研究業務（法第
政法人農業・生物系特定産業技１３条１項第１号から第３号
術研究機構法（平成１１年法律までに掲げる業務及びこ れ

。 「 」 。）らに附帯する業務を言う。以 第１９２号 以下 法 という
第１３条１項第１号から第３号下同じ ）に係る試験及び研。
までに掲げる業務及びこれらに究並びに調査
附帯する業務を言う。以下同
じ ）。

（略） （略）

２ 民間研究促進業務（法第２ 民間研究促進業務に係る
条１項第４号から第７号ま出資事業 13

でに掲げる業務及びこれらに附
帯する業 務をいう。以下同
じ ）に係る出資事業。

） （ ）「 」（１ 「農林水産研究基本目 １ 農林水産研究基本目標
標」等、生物系特定産業の技 等、生物系特定産業の技術開発
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術開発に関する国の施策を踏 に関する国の施策を踏まえ、生
まえ 生物系特定産業技術 法 物系特定産業技術（法第２条に、 （
第２条に規定する生物系特定 規定する生物系特定産業技術を
産業技術をいう。以下同じ） いう。以下同じ）に関する民間
に関する民間の研究開発を促 の研究開発を促進するため、企
進するため、企業、団体等が 業、団体等が新たに設立し、主
新たに設立し、主として基礎 として基礎又は応用段階から始
又は応用段階から実施する試 まる試験研究を行う研究開発会
験研究を行う研究開発会社に 社に対して出資を行う。
対して出資を行う。

（指標１）新規採択に係る取 ａ：取り組みは十（ ） 、２ 新規採択に当たっては （２）新規採択の申請が行われ
り組み状況 分であった企業経営の専門家を含む外部 た案件については、企業経営の
（公募の実施方法、相談件数 ｂ：取り組みはやの専門家で構成する選考委員 専門家を含む外部の専門家で構
等 （以下は該当する案件が や不十分であ会を設け、研究開発課題の重 成する選考委員会を設け、研究 。
あった場合のみ評価）企業経 った要性、波及性等について技術 開発課題の重要性、波及性等に
営の専門家を含む外部の専門 ｃ：取り組みは不的審査を行うほか、研究成果 ついて技術的審査を行うほか、
家による選考委員会の設置、 十分であったに基づく事業化を通じた収益 研究成果に基づく事業化を通じ
技術的・経営的観点からの審の可能性について経営的な視 た収益の可能性について経営的
査の実施、審査結果の公表状点からの審査を厳正に行い、 な視点からの審査を厳正に行
況等）採択は、収益の可能性がある う。

。 、場合等に限定する このため
選考委員会を構成する外部専
門委員には当該研究分野に関
して技術的な知見を有する者
のほか、企業経営の専門家を
加える。

（３）選考委員会の審査を経 （３）新規採択した案件につい
て新規採択した案件について ては、速やかに、ホームページ
は、速やかにホームページに に掲載して公表する。
掲載して公表する。

（指標２）中間評価の実施状 ａ：取り組みは十（４）出資継続中の案件につ （４）出資継続会社について、
況 分であったいては、４年目（出資予定期 平成14年度及び15年度に実施し
（企業経営の専門家を含む外 ｂ：取り組みはや間が５年の場合は３年目）を た中間評価結果を踏まえ、研究
部の専門家による評価委員会 や不十分であ目途に企業経営の専門家を含 課題の重点化等の必要な研究計
の設置 開催 評価の仕組み ったむ外部の専門家からなる中間 画の見直しを行い、16年度出資 、 、 、
技術的到達度、実用化の見通 ｃ：取り組みは不評価委員会による評価を実施 を行う。
しについての評価の実施状 十分であったする。技術的到達度、実用化
況、評価結果による事業計画の見通しについての中間評価
の見直し・研究課題・資金配委員会による評価の結果を踏
分等への反映等、計量的手法まえ、研究課題の重点化等の
を用いた結果のとりまとめ及見直し（研究成果の事業化を
び公表状況等）通じた収益の可能性等が見込

めない場合の新規の出資の中
止を含む）を行い、効率的に
資金を支出する。

（指標３）総合評価の実施状 ａ：取り組みは十（５）新規の出資を終了した （５）新規の出資を終了した１
況 分であった案件については、出資期間終 社について、企業経営の専門家
（企業経営の専門家を含む総 ｂ：取り組みはや了後１年以内に企業経営の専 を含む外部の専門家からなる総
合評価委員会の設置、開催、 や不十分であ門家を含む外部の専門家から 合評価委員会を開催し、研究成
評価の仕組み、研究成果の評 ったなる総合評価委員会を開催 果の終了時評価を行う。
価の実施、計量的手法を用い ｃ：取り組みは不し、研究成果の終了時評価を
た結果の取りまとめ及び公表 十分であった行う
状況等）

（６）中間評価及び終了時評 （６）中間評価及び終了時評価
価の結果については、その総 の結果については、その総合的
合的な達成度を段階評価等で な達成度を段階評価等できるだ
きるだけ計量的な手法を用い け計量的な手法を用いてとりま
てとりまとめ、概要をホーム とめ、概要をホームページ等に
ページ等により公表する。 より公表する。
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（指標４） ａ：取り組みは十（７）研究成果については、 （７）新規出資中の案件につい
中期目標の期間内に出資を 分であった特許権等（品種登録、農薬登 て、中間ヒアリング及び年度末

終了する研究開発会社の特許 ｂ：取り組みはや録を含む。以下同じ ）の出 ヒアリングを行い、研究開発の。
等の出願状況 実施許諾の取 や不十分であ願を積極的に進め、中期目標 進捗状況、特許等の出願実績・ 、
り組み状況 ったの期間内に出資を終了する研 予定及び事業化の構想とその取

ｃ：取り組みは不究開発会社１社当たり平均で 組状況を把握し、必要な指導を
十分であった特許等の出願件数を９件以 行う。

上、実施許諾件数２件以上を
確保する。

（指標５）研究成果の事業化 ａ：取り組みは十（８）中期目標の期間内に採 （８）新規の出資を終了した研
と収益確保の取り組み状況 分であった択する新規出資案件及び出資 究開発会社の研究成果について
（収益計上率の状況、新規出 ｂ：取り組みはや継続中の案件については、出 分かりやすく加工し、ホームペ
資中の案件のヒアリング・指 や不十分であ資終了後３年を目途にロイヤ ージ等において積極的な広報を
導等の状況、出資終了案件の ったリティ等の事業収入により出 行うとともに、その後の事業化
研究成果の広報の取り組み状 ｃ：取り組みは不資先研究開発会社に収益が計 の取り組み状況及び経営状況等
況、事業化・経営状況の把握 十分であった上される率を５０％以上とす を把握し、指導（許諾契約の締
・指導等の状況、当面は利用ることを目標とする。 結や必要な場合の収益の改善策
が見込まれない特許等の情報研究成果の事業化と出資期 の策定等）を行う。
公開の取り組み状況等）間終了後の収益を極力確保す （９）当面利用が見込まれない

るため、以下の取り組みを行 特許等、広く許諾又は移転等の
う。 希望者を求めることが適切な特
① 新規出資中の案件につい 許等については、ホームページ
ては、個別案件ごとに、年２ や公的な特許等の流通データベ
回のヒアリングを行い、研究 ースに掲載し、積極的に情報公
開発の進捗状況及び事業化の 開する。
構想とその取組状況を把握 （10）出資終了後の研究開発会
し、必要な指導を行う。 社を対象として以下の取り組み

を行う。
② 新規の出資を終了した案 ① 平成13年度に新規の出資を
件については、研究成果につ 終了した１社についてヒアリン
いて分かりやすく加工し、ホ グを行い、研究成果の今後の利
ームページ等において積極的 用可能性や発展性等の評価と収
な広報を行うとともに、その 益の改善策の策定（改善策を踏
後の事業化の取り組み状況及 まえても収益を確保する見通し
び経営状況等を把握し、必要 のない場合の当該研究開発会社

。）な場合には収益の改善策の策 の整理の必要性の検討を含む
定等を指導する。 を行う。
③ 研究開発会社等において ② 研究開発会社及び他の出資
当面利用が見込まれない特許 者の意見調整を行うとともに、
等、広く許諾又は移転等の希 研究成果の今後の利用可能性や
望者を求めることが適切な特 収支見通しを分析・評価し、特
許等については、ホームペー 許等や当該会社の経済性につい
ジや公的な特許等の流通デー ての外部専門家の評価結果も踏
タベースに掲載し、積極的に まえ、整理することが適切な研

、 、情報公開する。 究開発会社について ４社以上
清算を行う。清算を行う会社が

（指標６）出資終了会社の再 ａ：取り組みは十（９）出資終了後の研究開発 保有する特許等については売却
評価等の実施と整理に向けた 分であった会社については、事業化に向 を指導し、可能な特許等は換価
取り組みの状況 ｂ：取り組みはやけた取組みを一定期間行った し、資金回収の 大化を図る。
（研究終了後一定期間経過し や不十分であ後、研究成果の今後の利用可 ③ 上記①及び②以外の出資終
た会社の研究成果の今後の利 った能性や発展性等の評価と、収 了後の研究開発会社について
用可能性や発展性等の評価、 ｃ：取り組みは不益の改善策の策定を順次行 も、必要に応じて、研究成果の
収益改善策の策定指導、会社 十分であったう。今後、研究成果の活用の 今後の利用可能性や発展性等の
整理の必要性の検討、整理の見込がなく、かつ収支見通し 評価と収益の改善策の策定（改
要否の判断にあたっての外部において収益を確保する見通 善策を踏まえても収益を確保す
専門家の評価の利用、整理のしがない場合等には、当該研 る見通しのない場合の当該研究
実施等の状況（資金回収の最究開発会社の整理を行う。整 開発会社の整理の必要性の検討
大化への取り組み）等）理に当たっては、保有する特 を含む ）を行う。。

許等や当該会社の経済性につ
いて外部専門家の評価を得る
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とともに、資金回収の 大化
を図る。

３ 民間研究促進業務に係る融３ 民間研究促進業務に係る
資事業融資事業

） （ ）「 」（１ 「農林水産研究基本目 １ 農林水産研究基本目標
標」等、生物系特定産業の技 等、生物系特定産業の技術開発
術開発に関する国の施策を踏 に関する国の施策を踏まえ、生
まえ、生物系特定産業技術に 物系特定産業技術に関する民間
関する民間の研究開発を促進 の研究開発を促進するため、企
するため、企業、団体等にお 業、団体等における応用研究、
ける応用研究、実用化研究段 実用化研究段階の試験研究につ
階の試験研究について、成功 いて、成功度が低い場合には、
度が低い場合には、金利又は 金利又は貸付元本の一部を軽減
貸付元本の一部を軽減する長 する長期・低利の融資を行う。
期・低利の融資を行う。

（指標１）新規採択に係る取 ａ：取り組みは十（ ） 、２ 新規採択に当たっては （２）新規採択の申請が行われ
り組み状況 分であった研究開発計画の妥当性及び償 た案件については、外部専門家
（公募の実施方法、相談件数 ｂ：取り組みはや還の確実性を厳正に審査す で構成する審査委員会を設け、
等 （以下は該当する案件が や不十分である。 研究開発計画等の妥当性につい 。
あった場合のみ評価）外部専 ったての技術的審査を行うほか、企
門家による審査委員会の設 ｃ：取り組みは不業の財務状況等により償還の確
置、評価の仕組み、研究開発 十分であった実性を厳正に審査する。
計画の妥当性及び償還の確実
性による審査の実施状況等）

（指標２ ：債権の保全管理 ａ：取り組みは十（３）貸付先の債権の保全管 （３）貸付先の債権の保全管理 ）
状況 分であった理については、定期的に経営 については、定期的に経営状況
（融資先の業況把握、担保・ ｂ：取り組みはや状況を把握できる資料の提出 を把握できる企業の財務状況等
保証の定期的確認等） や不十分であを求めるとともに、必要に応 の提出を求めるとともに、必要

ったじて信用調査を行う。 に応じて信用調査及び現地調査
ｃ：取り組みは不を行う。

十分であった

（指標３ ：研究成功度向上 ａ：取り組みは十（４）融資対象試験研究につ （４）融資継続中の試験研究に ）
への取り組み状況 分であったいて年２回進捗状況のヒアリ ついては、年２回進捗状況のヒ
（ヒアリングの実施状況、外 ｂ：取り組みはやングを実施するとともに、外 アリングを実施するとともに、
部専門家の助言あっせん状 や不十分であ部専門家の助言が得られるよ 外部専門家の助言が得られるよ
況、研究成功度向上への取り ったうにあっせんすること等によ うにあっせんすること等により
組み状況、調達金利均衡への ｃ：取り組みは不り、平均成功度係数が平成１ 成功度の向上に努める。
取り組み状況） 十分であった４年度までの実績値を上回る

ことを目標として、研究の成
功度の向上に努める。また、
貸付利率の平均減免率を縮減
し、調達金利との均衡を図る
ほか、民間研究促進業務に関
する事務的経費の抑制等を図
る。

（指標４ ：研究成果の評価 ａ：取り組みは十（５）研究成果については、 （５）研究成果については、研 ）
及び事業化への取り組み支援 分であった研究終了時に外部専門委員に 究終了時に外部専門家で構成す
状況 ｂ：取り組みはやよる評価を行い、特許権等の る評価委員会を設け、研究成果
（特許出願、事業化等の取り や不十分であ出願・事業化を支援する。 についての評価を行うほか、特
組み支援等） った許権等の出願・事業化を支援す

ｃ：取り組みは不る。
十分であった

（指標５ ：研究成果の情報 ａ：取り組みは十（６）融資事業を活用して得 （６）これまで融資事業を活用 ）
提供状況 分であったられた研究成果のうち対象企 して得られた研究成果のうち対
（対象企業の了解を得た研究 ｂ：取り組みはや業の了解を得たものについて 象企業の了解を得たものについ
成果の広報及び移転可能な特 や不十分であは、分かりやすく加工し、成 ては、分かりやすく加工し、成
許権等についての情報公開 った果の利用者に向けた情報を提 果の利用者に向けた情報を提供

農業・生物系特定産業技術研究機構



- -9

等 ｃ：取り組みは不供することとし、研究機構の することとし、研究機構のホー ）
十分であったホームページ、広報誌等にお ムページ、広報誌等において広

いて広報を行う。また、移転 報を行う。また、移転可能な特
可能な特許権等についてホー 許権等についてホームページ等
ムページ等に掲載し、情報公 に掲載し、情報公開する。
開する。

４ 民間研究促進業務に係る４ 民間研究促進業務に係る
その他の事業その他の事業

（１）共同研究・遺伝資源のあ （指標１ ：共同研究・遺伝 ａ：取り組みは十（１）共同研究・遺伝資源の ）
っせん 資源のあっせん状況（企業等 分であったあっせん

の依頼があった場合） ｂ：取り組みはや共同研究・遺伝資源のあっ 企業等の依頼に応じて、試
相談及びあっせんの状況等 や不十分であせんについては、企業等の依 験研究を行う適切な独立行政法 （ ）

った頼に応じて、試験研究を行う 人等を紹介するとともに、必要
ｃ：取り組みは不適切な独立行政法人等を紹介 に応じ企業等と独立行政法人等

十分であったするとともに、必要に応じ企 との間のあっせんを行う。
業等と独立行政法人等との間
のあっせんを行う。

（２）生物系特定産業技術に関 （指標２）生物系特定産業技 ａ：取り組みは十（２）生物系特定産業技術に
する情報の収集・整理・提供 術に関する情報の収集・整理 分であった関する情報の収集・整理・提

・提供状況 ｂ：取り組みはや供 民間の研究開発の促進に資
（地域情報交流会等における や不十分であ民間の研究開発の促進に資 するため、生物系特定産業技術
情報収集、提供、広報誌の発 ったするため、生物系特定産業技 に関する技術情報を迅速かつ的
行状況、ホームページの情報 ｃ：取り組みは不術に関する技術情報を迅速か 確に収集・整理・提供する。こ
提供実績等） 十分であったつ的確に収集・整理・提供す のため、異分野産業との情報交

る。このため、異分野産業と 流、バイテク等先端技術に係る
の情報交流、バイテク等先端 地域情報交流会の場の提供・活
技術に係る地域情報交流会の 用等を通じ、 新の研究情報の
場の活用等を通じ、 新の研 調査、収集を行い、広報誌及び

。 、究情報の調査、収集を行い、 ホームページに掲載する また
広報誌及びホームページに掲 産学官連携を強化するための起
載する。ホームページについ 業化支援、コーディネート活動
ては 毎月更新する等により 等を促進する。ホームページに、 、
情報の提供を迅速かつ積極的 ついては、毎月更新する等によ
に行う。 り、情報の提供を迅速かつ積極

的に行う。

13５ 基礎的研究業務（法第13 ５ 基礎的研究業務（法第
条１項第８号に掲げる業務及び条１項第８号に掲げる業務及
これに附帯する業務をいう。以びこれに附帯する業務をい
下同じ ）う。以下同じ ）。 。

農林水産研究基本目標 等 「農林水産研究基本目標」等、「 」 、
生物系特定産業の技術開発に 生物系特定産業の技術開発に関
関する国の施策を踏まえ、生 する国の施策を踏まえ、生物の
物の持つ様々な機能を高度に 持つ様々な機能を高度に利用し
利用した新技術・新分野を創 た新技術・新分野を創出するた
出するための基礎的、独創的 めの基礎的、独創的な研究並び
な研究並びに人材交流等を生 に人材交流等を生かした産学官
かした産学官の共同事業体に の共同事業体による異分野融合
よる異分野融合型の試験研 型の試験研究、地域資源を活用
究、地域資源を活用した革新 した革新的な試験研究等を推進
的な試験研究等を推進すると するとともに、新事業、新雇用
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ともに、新事業、新雇用が創 が創出されるよう支援を行うた
出されるよう支援を行うた め、基礎的研究業務を適正かつ
め、基礎的研究業務を適正か 着実に実施する。
つ着実に実施する。 業務の推進に当たっては、競争
業務の推進に当たっては、 的資金の効果を 大限に発揮さ

競争的資金の効果を 大限に せるとともに、課題の採択、評
発揮させるとともに、課題の 価の公正さ、透明性を確保する
採択、評価の公正さ、透明性 ため、以下の方針の下に業務を
を確保するため、以下の方針 実施する。
の下に業務を実施する。

（１）課題の公募・採択 （指標１ ：課題の公募・採 ａ：取り組みは十（１）課題の公募・採択 ）
択の実施状況 分であった① 特定の研究機関に限定せ ① 平成16年度の採択課題につ
（公募の実施方法、外部の専 ｂ：取り組みはやず、広く課題を公募するもの いては、外部の専門家、有識者
門家による評価委員会の設 や不十分であとし、公募開始の１ヶ月前に で構成する選考・評価委員会の
置、開催、ピアレビュー方式 ったは公募に関する情報をホーム 課題の審査結果を踏まえて決定
等評価の仕組み、審査状況、 ｃ：取り組みは不ページ等により公表するとと する。
審査結果の公表状況、課題選 十分であったもに、適宜地域での説明会を ② 採択課題の決定に当たって
定時期の早期化への取り組み開催し、事前の周知を図る。 は、研究者の所属や経歴、業績
等）② 課題の採択に当たって 等にとらわれず、研究内容に基

は、客観性の高い評価指標に づき評価を行い、優れた提案を
基づき、外部の専門家、有識 選定する。
者で構成する選考・評価委員 ③ 新たに採択した課題につい
会の審査結果を踏まえて決定 ては、選定結果を課題の提案者
する。 に対して通知するとともに、ホ
③ 研究者の所属や経歴、業 ームページ等により速やかに公
績等にとらわれず、研究内容 表する。
に基づき評価を行い、優れた ④ 平成17年度の採択課題の募
提案を選定するとともに、特 集に当たっては、研究機関を限
定の研究者に研究資金が集中 定せず、広く課題を公募するも
しないよう配慮する。 のとし、公募開始の１ヶ月前に
④ 課題選定の時期を従来に は公募に関する情報をホームペ
比べ１月以上早めるととも ージに掲載する。
に、選定結果を課題の提案者
に対して速やかに通知する。
また、採択課題については、
ホームページ等により速やか
に公表する。

（２）研究の管理・評価 （指標２ ：研究の管理・評 ａ：取り組みは十（２）研究の管理・評価 ）
価の実施状況 分であった① 採択課題については、あ ① 新たに採択した課題につい
（外部の専門家による評価委 ｂ：取り組みはやらかじめ研究期間を通じた研 て、研究期間を通じた研究計画
員会の設置、開催、評価の仕 や不十分であ究計画を策定する。研究計画 を策定する。
組み、プログラムオフィサー ったには、研究期間終了時点の ② 研究機構内部に、採択課題
による研究の管理・運営支援 ｃ：取り組みは不終目標を明確に記述するとと の管理・運営支援・評価等の実
・評価等の実務、客観性の高 十分であったもに、３年目を目途とした中 務を行う研究経歴のある責任者
い評価指標に基づくピアレビ間時点の目標を可能な限り明 （プログラムオフィサー）を設
ューの実施状況、評価結果に確に記述するものとする。 置する。
よる事業計画の見直し・研究② 研究計画に基づき、毎年 ③ 研究計画に基づき、課題ご
課題等への反映等、評価結果度、課題ごとに適切な手法で とに評価を行うとともに、その
の公表状況、日本版バイ・ド評価を行うとともに、その結 結果を踏まえて研究の見直し等
ール制度の取り組み状況）果を踏まえて研究の見直し等 を行う。

を行う。また、研究機構内部 ④ 研究期間の３年目となる課
に、採択課題の管理・運営支 題について、中間評価を行う。
援・評価等の実務を行う研究 中間評価に当たっては、外部の
経歴のある責任者（プログラ 専門家、有識者で構成する選考
ムオフィサー）を設置する。 ・評価委員会を活用したピアレ
③ ３年を超える研究期間を ビュー方式で行う。
要する課題については、研究 評価結果については、ホー

、 （ 。 、期間の３年目に 中間評価 ５ ムページにより公表する また
段階評価）を行う。中間評価 評価結果の高い課題について
に当たっては、客観性の高い は、資金配分に反映させるとと
評価指標に基づき、外部の専 もに、評価結果が一定水準（５
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門家、有識者で構成する選考 段階評価の２）に満たない課題
・評価委員会を活用したピア は原則として中止又は規模を縮
レビュー方式で行う。 小する。

評価結果については、国 ⑤ 研究の評価及びそれに基づ
民に分かりやすい形でホーム く資金配分については、研究機
ページ等により公表する。ま 構の研究者の応募に係る課題を
た、評価結果の高い課題につ 含め、基礎的研究業務において
いては、資源配分に反映させ 管理・運営する。
るとともに、評価結果が一定 ⑥ 委託研究の成果に係る知的
水準（５段階評価の２）に満 財産権について、いわゆる日本
たない課題は原則として中止 版バイ・ドール制度の適用を積
又は規模を縮小する。 極的に進め、受託者に権利を帰
④ 研究の評価及びそれに基 属させる。
づく資金配分については、研 ⑦ 継続課題に係る研究契約の
究機構の研究者の応募に係る 締結については、委託先の事情
課題を含め、基礎的研究業務 に起因する場合等を除き、研究
において管理・運営する。 継続に支障が生じないよう迅速
⑤ いわゆる日本版バイ・ド に事務処理を行う。
ール制度（国・特殊法人等の
委託による研究開発の成果た
る知的財産権を一定の条件の
下で受託者に帰属させること
ができる制度）の適用を積極
的に進め、研究実施主体のイ
ンセンティブを高める。
⑥ 継続課題については、研
究の評価等に係る手続きを踏
まえた上で、委託先の事情に
起因する場合等を除き、研究
継続に支障が生じないよう契
約締結・確定等の事務処理を
迅速に行う。

（３）成果の公表等 （指標３ ：基礎的研究業務 ａ：達成度90％以（３）成果の公表等 ）
における５５０報以上の論文 上① 研究成果については、研 ① 研究成果については、研究
発表及び発表誌名 ｂ：達成度50％以究期間途中から、研究者によ 期間途中から研究者による学術

上90％未満る学術雑誌や学会での発表を 雑誌や学会での発表を促進し、
ｃ：達成度50％促進し、中期目標の期間内に 550報以上の論文を発表する。

未満おける査読済み論文発表数を ② 研究期間の終了する課題に
1,380報以上確保する。 ついて、成果発表会を開催する

（指標４ ：成果の公表等の ａ：取り組みは十② 研究期間終了年度に成果 とともに、印刷物の作成、ホー ）
実施状況 分であった発表会等を年１回以上開催す ムページへの掲載により情報提
（成果発表会の開催、ホーム ｂ：取り組みはやるとともに、印刷物の作成や 供を行う。
ページ等による情報提供の実 や不十分であホームページへの掲載等によ ③ 旧農業に関する技術の研究
績、生産現場への普及の取り ったり、できるだけ計量的手法等 開発の促進に関する特別措置法
組み等） ｃ：取り組みは不を用いて、国民に分かりやす に基づく研究開発の成果につい

十分であったい形で研究成果に関する情報 て、現地検討会の開催、ホーム
提供を行う。 ページ等による公表により、生
③ 旧農業に関する技術の研 産現場への普及に努める。
究開発の促進に関する特別措
置法に基づく研究開発の成果
については、現地検討会の開
催、成果集の作成・配布、ホ
ームページによる公表等によ
り、生産現場への普及を進め
る。

６ 農業機械化促進業務（法第６ 農業機械化促進業務（法
条２項に規定する業務をい第13条２項に規定する業務を 13

う。以下同じ ）に係る試験及いう。以下同じ ）に係る試。 。
び研究並びに調査験及び研究並びに調査

（略） （略）
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７ 農業機械の検査，鑑定等７ 農業機械の検査、鑑定等
（指標１）検査、鑑定業務に ａ：取り組みは十（１）農業機械の検査、鑑定 ① ディーゼルエンジンの排ガ
係る業務の処理状況 分であったに当たっては、検査項目の見 ス規制に対応した設備を整備
（平均処理期間実績、検査、 ｂ：取り組みはや直し、作業能率試験について し、検査機関としての質の維持
鑑定項目の効率化・高度化の や不十分であのシミュレーション技術の開 向上に取り組むとともに、自脱
ために講じた取り組み等） った発、自動計測機器の導入、計 コンバイン能率試験シミュレー

ｃ：取り組みは不測データ処理の自動化や事務 ション技術の開発を進める。ま
十分であった処理の改善等の効率化・高度 た、型式検査の試験項目等の見

化を図り、１申請当たりの検 直しについても引き続き関係者
査鑑定実施から成績書提出ま 間で調整を進めるとともに、引
での期間を従来に比べ５％短 き続き事務処理の合理化による
縮する。 円滑な検査の実施に努める。

（指標２）検査、鑑定及び安 ａ：取り組みは十（２）型式検査合格機、安全 ② 新たに構築した検査成績等
全・事故情報に係る情報提供 分であった鑑定適合機について、機械導 のデータベースに基づく検索ソ
等の実施状況 ｂ：取り組みはや入等の際の指針としてより活 フトを作成し、ホームページ上
（検査・鑑定データべースの や不十分であ用しやすくするため、その概 で検索利用に供する。
整備状況等、ホームページに った要を広く一般に情報提供する
よる情報提供実績等） ｃ：取り組みは不とともに、検査成績の内容、

十分であった機種の特徴等を容易に検索・
比較できるデータベースを構
築し、ホームページへ掲載し
て広く一般の利用に供する。
（３）外部から寄せられた検 ③ 外部から寄せられた検査や
査や鑑定に関する疑問・質問 鑑定に関する疑問・質問等を分
等を分かりやすい形で取りま かりやすい形で取りまとめ、３
とめ、３月毎にホームページ 月毎にホームページ上で情報提
上で情報提供を行う。 供を行う。
（４）農業機械に係る安全・ ④ 事故事例調査を行い、ホー
事故情報を、３月毎にホーム ムページにその内容を追加し、
ページ等を通じて農業者、農 農作業事故情報を充実する。
業関係団体、普及関係者等に
発信する。

８ 専門研究分野を活かした ８ 専門研究分野を活かした社
社会貢献 会貢献

（１）分析、鑑定 （１）分析、鑑定 （指標１ ：分析、鑑定の実 ａ：取り組みは十）
施状況 分であった行政、各種団体、大学等の 行政、各種団体、大学等の依頼
（件数及び具体的内容等） ｂ：取り組みはや依頼に応じ、高度な専門的知 に応じ、高度な専門的知識が必

や不十分であ識が必要とされ、他の機関で 要とされ、他の機関では実施が
ったは実施が困難な分析、鑑定を 困難な分析、鑑定を実施する。

ｃ：取り組みは不実施する。 特に、動物衛生に関しては、診
十分であった特に 動物衛生に関しては 断の困難な疾病、診断に特殊な、 、

診断の困難な疾病、診断に特 試薬や技術を要する疾病、新し
殊な試薬や技術を要する疾 い疾病、国際重要伝染病が疑わ
病、新しい疾病、国際重要伝 れる疾病等について、重点的に
染病が疑われる疾病等につい 病性鑑定を行う。
、 。て 重点的に病性鑑定を行う

（２）講習、研修等の開催 （２）講習、研修等の開催 （指標２ ：講習、研修等の ａ：取り組みは十）
開催状況 分であった① 行政・普及部局、若手 ① 果樹研究所、野菜茶業研究
（講習会、研修の開催実績、 ｂ：取り組みはや農業者等を対象とした講習 所及び九州沖縄農業研究センタ
研修生受け入れ実績、外部に や不十分であ会、講演会等を積極的に開催 ーにおいて、農業者を養成する
対する技術相談の件数とその ったするとともに、国や団体等が 養成研修を実施する。
内容等）主催する講習会等に積極的に

ｃ：取り組みは不協力する。
十分であった② 他の独立行政法人、大 ② 行政・普及部局、若手農業

学、国公立機関、産業界等の 者等を対象とした講習会、講演
研修生を積極的に受け入れ、 会等を積極的に開催するととも
人材育成、技術水準の向上、 に、国や団体等が主催する講習
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。 、 。 、技術情報の移転を図る また 会等に積極的に協力する また
海外からの研修生を積極的に 技術普及の中核となる専門技術
受け入れる。 員を対象とした研修を実施す

る。

③ 外部に対する技術相談 ③ 他の独立行政法人、大学、
窓口を設置し対応する。 国公立機関、民間等の研修生を

積極的に受け入れ、人材育成、
技術水準の向上、技術情報の移
転を図る。また、海外からの研
修生を積極的に受け入れる。
④ 外部に対する技術相談窓口
を設置し対応する。

（３）行政、国際機関、学会 （３）行政、国際機関、学会等 指標３ ：行政 国際機関 ａ：取り組みは十（ ） 、 、
等への協力 への協力 学会等への職員の派遣、技術 分であった

情報の提供実績 ｂ：取り組みはや① わが国を代表する農業 ① わが国を代表する農業技術
各種国際会合への派遣者数 や不十分であ技術に関わる研究機関とし に関わる研究機関として 行政、 、（ 、
派遣目的等） ったて、行政、国際機関、学会等 国際機関、学会等の委員会・会

ｃ：取り組みは不の委員会・会議等に職員を派 議等に職員を派遣するととも
十分であった遣するとともに、政府の行う に、政府の行う科学技術に関す

科学技術に関する国際協力・ る国際協力・交流に協力する。
交流に協力する。また、行政 また、行政等の要請に応じて、
等の要請に応じて、技術情報 技術情報を適切に提供する。
を適切に提供する。 ② 国際獣疫事務局(OIE)の要
② 国際獣疫事務局（ＯＩ 請に応じ、重要動物疾病に係る

Ｅ）の要請に応じ、重要動物 リファレンス・ラボラトリーと
疾病に係るリファレンス・ラ して、OIEの事業に協力する。
ボラトリーとして、ＯＩＥの
事業に協力する。
４）民間研究への支援 （４）民間研究への支援 （指標４）民間事業者への技 ａ：取り組みは十（

術指導、技術移転の実施状況 分であった農業機械化促進業務につい 農業機械化促進業務について
（技術指導、特許許諾等の件 ｂ：取り組みはやては、農業機械メーカー等民 は、農業機械メーカー等民間事
数とその内容等） や不十分であ間事業者への高度な専門的知 業者への高度な専門的知識を生

った識を生かした農業機械の開発 かした農業機械の開発・改良等
ｃ：取り組みは不・改良等に係る技術指導等を に係る技術指導等を実施する。

十分であった実施する。また、製品化を見 また、製品化を見通した民間事
通した民間事業者への円滑な 業者への円滑な技術移転を行
技術移転を行う。 う。
（５）家畜及び家きん専用の （５）家畜及び家きん専用の血 （指標５ ：家畜及び家きん ａ：取り組みは十）
血清類及び薬品の製造及び配 清類及び薬品の製造及び配布 専用の血清類及び薬品の供給 分であった
布 状況 ｂ：取り組みはや民間では供給困難な家畜及び家

（品目別、月別の製造及び配 や不十分であ民間では供給困難な家畜及 きん専用の血清類及び薬品につ
布数の実績） ったび家きん専用の血清類及び薬 いて、行政と連携しつつ、適正

ｃ：取り組みは不品について、行政と連携しつ な品目及び量等を調査し、適正
十分であったつ、適正な品目及び量等を調 な価格により、家畜防疫及び動

査し、家畜防疫及び動物検疫 物検疫を実施する国公立機関等
を実施する国公立機関等への への安定供給に努める。
安定供給を図る。

９ 成果の公表、普及の促進 ９ 成果の公表、普及の促進
（１）成果の利活用の促進 （１）成果の利活用の促進 （指標１ ：農業技術研究業 ａ：取り組みは十）

務における普及に移しうる成 分であった① 研究成果の中で生産現場 ① 研究成果の中で生産現場等
果等の選定手続き、運用及び ｂ：取り組みはや等に利活用できる（普及に移 に利活用できる（普及に移しう
普及状況、フォローアップの や不十分であしうる）成果を外部の評価に る）成果を外部の評価により、
実施状況 ったより、中期目標の期間内に農 農業技術研究業務において50件

ｃ：取り組みは不業技術研究業務において270 以上、農業機械化促進業務にお
十分であった件以上、農業機械化促進業務 いて6件以上を選定し、行政・

において19件以上を選定し、 普及部局等と連携しつつ、生産
（指標２ ：農業機械化促進 ａ：取り組みは十普及・行政部局、産業界等と 現場への普及を図る。また、成 ）
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業務における普及に移しうる 分であった連携しつつ、生産現場へ普及 果の利活用状況についてのフォ
成果等の選定手続き、運用、 ｂ：取り組みはやを図る。 ローアップ手法を確立する。
選定、公表及び普及状況、フ や不十分であ
ォローアップの実施状況 った② 行政、生産者等が利用可 ② 行政、生産者等が利用可能

ｃ：取り組みは不能な各種のマニュアル、デー な各種のマニュアル、データベ
十分であったタベース等を作成するととも ース等を作成するとともに、農

に、農林水産省研究ネットワ 林水産省研究ネットワーク等を
（指標３ ：農業技術研究業 ａ：達成度90％ーク等を活用して、成果の普 活用して、成果の普及、利活用 ）
務において50件以上の普及に 以上及、利活用を図る。 を促進する。
移しうる成果の選定、公表 ｂ：達成度50以

上90％未満
ｃ：達成度50％
未満

（２）農業機械の実用化の促進 （指標４）高性能農業機械に ａ：取り組みは十（２）農業機械の実用化の促
係る主要部品の共通化、汎用 分であった進 農業機械化促進業務における研
化及び金型の設計等に関する ｂ：取り組みはや農業機械化促進業務におけ 究成果のうち、高性能農業機械
技術支援の実施状況 や不十分である研究成果のうち、高性能農 実用化促進事業（農業機械化促

った業機械実用化促進事業（農業 進法第５条の２第２項第２号に
ｃ：取り組みは不機械化促進法第５条の２第２ 規定する事業をいう ）の対象。

十分であった項第２号に規定する事業をい となった農業機械については、
う ）の対象となった農業機 その実用化に向けて、当該事業。
械については、その実用化に の実施主体及び関連農業機械メ
向けて、当該事業の実施主体 ーカーに対して部品の共通化、
及び関連農業機械メーカーに 汎用化及び金型の設計等に関す
対して部品の共通化、汎用化 る技術支援を行う。
及び金型の設計等に関する技
術支援を行う。

（３）成果の公表と広報 （指標５ ：農業技術研究業 ａ：達成度90％（３）成果の公表と広報 ）
務において1,100報以上の論 以上① 研究成果は国内外の学 ① 研究成果は国内外の学会、
文の公表及び公表誌名 ｂ：達成度50以会、シンポジウム等で発表す シンポジウム等で発表するとと

上90％未満るとともに、中期目標の期間 もに、農業技術研究業務におい
ｃ：達成度50％内に農業技術研究業務におい て1,100 報以上、農業機械化促
未満て5,600報以上、農業機械化 進業務において８報以上の論文

促進業務において21報以上の を学術雑誌、機関誌等に公表す
（指標６ ：農業機械化促進 ａ：取り組みは十論文を学術雑誌、機関誌等に る。 ）
業務における論文の公表状況 分であった公表する。
及び公表誌名 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

（指標７ ：研究成果の公表 ａ：取り組みは十② 主要な研究成果について ② 研究成果については、その ）
及びマスコミへの情報提供及 分であったは、その内容をインターネッ 内容をインターネットや「つく
び外部からの反応状況 ｂ：取り組みはやトホームページでの迅速な掲 ばリサーチギャラリー」の展示
（年報等各種広報誌の種類と や不十分であ載及び定期的な更新を行うほ 等を通じて公開に努めるととも
発行部数等、ホームページの ったか、機関誌や「つくばリサー に、重要な成果に関しては、適
アクセス状況、マスコミへの ｃ：取り組みは不チギャラリー」等での展示、 宜マスコミに情報を提供する。
発表件数、利用者の反応状況 十分であった研究成果発表会等を通じて公 また 新品種・新製品の試食会、 、
を受けた改善状況等）開するとともに、重要な成果 発表会、公開行事の開催や各種

に関しては、適宜マスコミに イベントへの積極的参加等によ
情報を提供する。また、パブ り、研究成果の利活用の促進に
リックアクセプタンスの確保 努める。
を図る。 ③ パブリックアクセプタンス

の確保を図る。

（４）知的財産権等の取得と利 （指標８ ：農業技術研究業 ａ：達成度90％（４）知的財産権等の取得と ）
活用の促進 務において60件以上の国内特 以上利活用の促進

許出願 ｂ：達成度50以① 知的財産権の取得に努 ① 知的財産権の取得に努め、
上90％未満め、中期目標の期間内に農業 農業技術研究業務において60

ｃ：達成度50％技術研究業務において280件 件以上、基礎的研究業務におい
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未満以上、基礎的研究業務におい て20件以上、農業機械化促進業
て60件以上、農業機械化促進 務において20件以上の国内特許

（指標９） ａ：取り組みは十業務において56件以上の国内 等を出願する。また、必要に応
基礎的研究業務における知 分であった特許等を出願する。また、海 じて 特許等の外国出願を行う、 。

的財産権の取得状況 ｂ：取り組みはや外で利用される可能性、我が
（知的財産権の出願状況等） や不十分であ国の農林漁業や飲食料品製造

った業等への影響を配慮して、特
ｃ：取り組みは不許等の外国出願を行う。

十分であった

（指標１０）農業機械化促進 ａ：取り組みは十
業務における知的財産権の取 分であった
得状況 ｂ：取り組みはや
（知的財産権の出願状況等） や不十分であ

った
ｃ：取り組みは不

十分であった

（指標１１ ：30件以上の新 ａ：達成度90％② 育種研究成果について ② 育種研究成果に基づき、種 ）
品種及び中間母本の登録申請 以上は、積極的に種苗法に基づく 苗法に基づく品種登録を行うと

ｂ：達成度50以品種登録を行うとともに、海 ともに、農林水産省の命名登録
上90％未満外で利用される可能性、我が 制度を活用し、30件以上の新品

ｃ：達成度50％国の農林漁業や飲食料品製造 種及び中間母本の登録申請を行
未満業等への影響を配慮して、外 う。また、必要に応じて、外国

国出願を行う。また、育種研 出願を行う。
究成果の普及及び利用促進を
図るため、農林水産省の命名
登録制度を活用し、中期目標
の期間内に130件以上の新品
種及び中間母本の登録申請を
行う。
③ 補償金の充実等により、 ③ 補償金の充実等を研究職員
知的財産権取得のインセンテ へ周知させる等により、知的財
ィブを与える。 産権取得のインセンティブを与

える。
（指標１２ ：知的財産権等 ａ：取り組みは十④ 取得した知的財産権に係 ④ 取得した知的財産権に係る ）
の利活用の状況 分であったる情報提供はインターネット 情報提供はインターネット等を
外部機関への許諾数及び主 ｂ：取り組みはやを通じて行うとともに、研究 通じて行うとともに、研究成果 （

要品種の普及面積等の利活用 や不十分であ成果移転促進事業等を活用 移転促進事業等を活用し、知的
の状況、インターネットによ ったし、産業界等における知的財 財産権の利活用を促進する。
る成果の公表の状況等） ｃ：取り組みは不産権の利活用を促進する。こ

十分であったの場合、知的財産権の実施の
許諾等については、我が国の
農林漁業や飲食料品製造業等
の振興に支障を来すことのな
いよう考慮の上、決定する。

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

（指標１ ：経費節減に係る ａ：取り組みは十）
取り組み 分であった
（支出の削減についての具体 ｂ：取り組みはや
的方針及び実績、改善効果、 や不十分であ
第１ 業務運営の効率化に関 った
する目標を達成するためとる ｃ：取り組みは不
べき措置に示された運営費交 十分であった
付金で行う業務及び民間研究
促進業務に係る事業（除く競
争的資金）における経費節減
状況、生物系特定産業技術研
究推進機構から継承した業務
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の人件費及び一般管理費につ
いての経費節減の取り組み状
況）

（指標２ ：法人運営におけ ａ：資金の配分が）
る資金の配分状況 効果的であっ
（人件費（業績評価を勘案し た
た役員報酬を含む 、業務経 ｂ：資金の配分が）
費、一般管理費等法人全体の あまり効果的
資金の配分方針及び実績（経 ではなかった
費節減の取り組みの明確化、 ｃ：資金の配分が
効率化の反映状況等 、経営 効果的ではな）
管理体制（内部統制・監査体 かった
制を含む）の方針及び実績、
関連する業務の状況、等）

農業技術研究業務 ａ：取り組みは十農業技術研究業務勘定 １．農業技術研究業務
分であった（１） 予算

（指標３ ：経費（業務経費 ｂ：取り組みはや平成１３年度～平成１７年度 （２） 収支計画 ）
及び一般管理費）節減に係る や不十分であ予算 （３） 資金計画
取り組み った［人件費の見積り］
（支出の削減についての具体 ｃ：取り組みは不期間中総額 百万円103,537
的方針及び実績 改善効果等 十分であったを支出する。 、 ）

但し、上記の額は、役員報
酬並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当、休職者

（指標４ ：受託収入、競争 ａ：取り組みは十給与及び国際機関派遣職員給 ）
的資金及び自己収入増加に係 分であった与に相当する範囲の費用であ
る取り組み ｂ：取り組みはやる。
（競争的資金、受託収入等自 や不十分であ
己収入の増加についての具体 った
的方針及び実績等） ｃ：取り組みは不平成１３年度～平成１７年度

十分であった収支計画

（指標５ ：農業技術研究業 ａ：資金の配分が平成１３年度～平成１７年度 ）
務運営における資金の配分状 効果的であっ資金計画
況 た
（人件費、業務経費、一般管 ｂ：資金の配分が
理費等農業技術研究業務全体 あまり効果的
の資金の配分方針及び実績、 ではなかった
関連する業務の状況、予算決 ｃ：資金の配分が
定方式、等） 効果的ではな

かった

民間研究促進業務
民間研究促進業務 ２ 民間研究促進業務

（指標６ ：経費節減に係る ａ：取り組みは十）
取り組み 分であった平成 年度～平成 年度 （１） 予算15 17
（支出の削減についての具体 ｂ：取り組みはや予算 （２） 収支計画
的方針及び実績等） や不十分であ［人件費の見積り］ （３） 資金計画

った役員報酬並びに職員基本
ｃ：取り組みは不給、職員諸手当、超過勤務手

十分であった当、休職者給与及び国際機関
派遣職員給与に相当する範囲

（指標７ ：収支計画の実績 ａ：実績の収支差の費用である。 ）
状況 プラスとなった
（計画で見込んだ収支差と実 ｂ：実績の収支差
績の収支差との対比） がややマイナス平成 年度～平成 年度15 17

となった収支計画
ｃ：実績の収支差

が大きくマイナ
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スとなった平成 年度～平成 年度15 17
資金計画

基礎的研究業務
基礎的研究業務 ３ 基礎的研究業務

（指標８ ：経費節減に係る ａ：取り組みは十）
取り組み 分であった（１） 予算
（支出の削減についての具体 ｂ：取り組みはや平成 年度～平成 年度 （２） 収支計画15 17
的方針及び実績等） や不十分であ予算 （３） 資金計画

［人件費の見積り］
った役員報酬並びに職員基本給、

ｃ：取り組みは不職員諸手当、超過勤務手当、
十分であった休職者給与及び国際機関派遣

職員給与に相当する範囲の費
（指標９ ：基礎的研究業務 ａ：取り組みは十用である。 ）
運営における資金の配分状況 分であった
（基礎的研究業務全体の資金 ｂ：取り組みはや
の配分方針及び実績、関連す や不十分であ平成 年度～平成 年度15 17
る業務の状況 予算決定方式 った収支計画 、 、
等） ｃ：取り組みは不

十分であった
平成 年度～平成 年度15 17
資金計画

農業機械化促進業務４ 農業機械化促進業務
農業機械化促進業務 （１） 予算

（指標１０ ：経費節減に係 ａ：取り組みは十（２） 収支計画 ）
る取り組み 分であった平成 年度～平成 年度 （３） 資金計画15 17
（支出の削減についての具体 ｂ：取り組みはや予算
的方針及び実績 改善効果等 や不十分であ［人件費の見積り］ 、 ）

った役員報酬並びに職員基本
ｃ：取り組みは不給、職員諸手当、超過勤務手

十分であった当、休職者給与及び国際機関
派遣職員給与に相当する範囲

（指標１１ ：自己収入増加 ａ：取り組みは十の費用である。 ）
に係る取り組み（検査・鑑定 分であった
等自己収入の増加についての ｂ：取り組みはや
具体的方針及び実績等） や不十分であ

った
ｃ：取り組みは不

十分であった

（指標１２ ：農業機械化促 ａ：資金の配分が）
進業務運営における資金の配 効果的であった
分状況 ｂ：資金の配分
（農業機械化促進業務全体の あまり効果的
資金の配分方針及び実績、関 ではなかった
連する業務の状況、予算決定 ｃ：資金の配分が
方式、等） 効果的ではな

かった

第４ 短期借入金の限度額
運営費交付金の受け入れ及

び社債等の利息支払金の入金
（指標 ：短期借入を行った遅延等が想定されることか ）

理由、返済の見ら、業務の円滑な推進を確保 場合、その
込み及び金額するため、中期目標の期間中

の各年度において、農業技術
研究業務において４３億円、
民間研究促進業務において１
億円、基礎的研究業務におい
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て１６億円、農業機械化促進
業務において２億円を限度と
して、短期借入金を得られる
ものとする。

第５ 重要な財産を譲渡し、
重要な財産を譲渡又は担保に供しようとすると （指標 ：）

、 、きはその計画 し 又は担保に供した場合
その理由及び使途

重要な財産を譲渡し、又は
担保に供しようとする計画
は、なし。

第６ 剰余金の使途
（指標 ：承認された剰余金自給率向上、消費者・実需 ）
の使途の内容と関連する成果者のニーズへの対応、省力・

低コスト生産・流通、環境負
荷低減等中期目標における重
点的研究課題の解決に向けた
試験研究の充実・加速、及び
そのための分機器等、研究用
機器の更新・購入等に使用す
る。
また、民間研究促進業務に

おける出融資事業及び民間研
究を促進するための情報収集
・整理・提供事業等及び基礎
的研究業務における競争的資
金による試験研究の充実・加
速等に使用する。

第７ その他農林水産省令で Ⅳ その他農林水産省令で定め
定める業務運営に関する事項 る業務運営に関する事項
等 １ 施設及び設備に関する計画

１ 施設及び設備に関する計 （指標 ：施設及び設備の改農業技術研究業務 ）
画 修・整備に伴う研究業務の改

善状況農業技術研究業務及び農業機 （中央農業総合研究センター）
（改修・整備前後での研究業械化促進業務において業務の 気象観測室改修
務の能率向上の実績等）適切かつ効率的な実施の確保 （花き研究所）

のため、業務実施上の必要性 生理遺伝実験棟新築
※注：評価に当たっては、施及び既存の施設、設備の老朽 （畜産草地研究所）
設の竣工、稼働時期等を勘案化等に伴う施設及び設備の整 乾燥舎建替、 跨道橋補修工事
し、当該年度の翌年度に評価備改修等を計画的に行う。 （近畿中国四国農業研究センタ
を行うことを考慮する。ー）

農業技術研究業務 庁舎及び共同実験室浄化槽改
平成13年度～平成17年度施 修
設、設備に関する計画

農業機械化促進業務
農業機械化促進業務

平成15年度下期～平成17年度 粒子状物質測定施設改修、上
施設、設備に関する計画 水道施設改修
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２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画（人員及
び人件費の効率化に関する目標
を含む ）。

１）人員計画 １）人員計画
（指標１ ：人員配置状況 ａ：取り組みは十（１）方針 （１）方針 ）
（管理業務の効率化及び改善 分であった管理業務の効率化に伴う適切 職員の適正配置の検討を踏ま
の状況、人員配置の重点化の ｂ：取り組みはやな職員の配置を行う。また、 え、業務の状況に応じて効果的
状況等） や不十分であ農業技術研究業務及び農業機 配置を行う。業務運営の効率化

った械化促進業務については、重 を進め、常勤職員数の削減に努
ｃ：取り組みは不点研究領域への職員の重点配 める。

十分であった置等を行うことにより、研究
業務の効率的、効果的な推進
を行う。

（２）人員に係る指標 （指標２ ：人員管理状況 ａ：管理は適切で（２）人員に係る指標 ）
（常勤職員数等人員の指標に あった期末の常勤職員数は、期初職 平成16年度の常勤職員数は2,86
係る人員管理に関する具体的 ｂ：管理はやや不員相当数及び認可法人からの 0 名とする。
方針及び実績等） 適切であった移行職員相当数を上回らない

ｃ：管理は不適切ものとする。
であった（参考：農業技術研究業務：

期初職員相当数2,839名、期
末常勤職員数2,742名認可法
人からの移行職員相当数： 1

、 ）03名 期末常勤職員数101名

２ ）人材の確保 （指標３ ：優秀な人材を確 ａ：取り組みは十２）人材の確保 ）
保するために採った方策とそ 分であった① 職員の新規採用について ① 職員の新規採用について
の実績 ｂ：取り組みはやは、国家公務員採用試験の活 は、国家公務員採用試験の活用
（研究職における任期付任用 や不十分であ用及び選考採用により行う。 及び選考採用により行う。研究
の計画の策定状況及び実績、 った研究職員については任期付任 職員については、任期付任用制
研究職における公募制の導入 ｃ：取り組みは不用の拡大を図る。また、中期 による採用計画を策定し、それ
実績（公募に対する応募状 十分であった目標達成に必要な人材を確保 に基づき任期付任用の拡大を図
況 、各種制度を利用した支するため、ポストドクター等 る。また、中期目標達成に必要 ）
援者の受け入れ状況等）を活用する。 な人材を確保するため、ポスト

ドクター等の派遣制度を活用す
② 広く人材を求めるため、 る。
研究を行う職については公募 ② 国家公務員試験Ⅰ種では適
の導入を図る。 任者が得られない特別の知識、

能力または技術を必要とするポ
ストについては、公募制による
採用計画を策定し、それに基づ
き公募を行う。また、広く人材
を求めるため、研究部長の任用
にあたっては、原則として公募
制により行う。

（指標４ ：競争的資金によ ａ：取り組みは十③ 基礎的研究業務における ③ 基礎的研究業務における競 ）
る試験研究の向上に向けた取 分であった競争的資金による試験研究の 争的資金による試験研究の成果
り組み ｂ：取り組みはや成果の質の確保のため、プロ の質の確保のため、プログラム
（プログラム・オフィサー等 や不十分であグラム・オフィサーを2名、 ・オフィサーを2名、その役割
の確保の実績） ったその役割を担う者として相応 を担う者として相応しい人材を

ｃ：取り組みは不しい人材を10名以上確保す 10名以上確保する。
十分であったる。 ④ 基礎的研究業務における競

④ 基礎的研究業務における 争的資金による試験研究のマネ
競争的資金による試験研究の ジメントシステムの向上等のた
マネジメントシステムの向上 め、プログラム・ディレクター
等のため、プログラム・ディ を1名確保する。
レクターを1名確保する。
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３ その他３ その他
（指標 ：資金需要に係る情民間研究促進業務における融 融資事業については、抜本的 ）
報収集状況資事業については、中期目標 な見直し案の策定のため、対象
（融資希望、本制度への要望期間中の経済情勢を踏まえた となる企業の意向をとりまとめ
等の把握状況等）融資実行件数・相談件数の増 るととともに、他の研究法人等

減 対象となる企業の意向 融 の研究支援制度、各種制度資金、 （
資希望 本制度への要望等 等の実態、府省における研究開、 ）、

、 。他の研究支援施策（研究開発 発施策を把握検討し 整理する
資金の提供を行う他の金融機 出資事業については、その改
関、融資以外の支援制度等） 善の必要性等について検討する
の動向等を把握し、中期目標 ため、関係省の指導を得つつ、
終了時までに融資事業の抜本 他の研究法人等の研究支援制

、 、的見直し案を策定する。 度 府省における研究開発施策
支援対象となる民間企業等の意
向等を把握する。

注）大項目第４、第５、第６及び第７―１、第７－３については、指標について評価単位の評価結果を適用して評価
を行い、その結果をそれぞれの大項目の評価結果とする。
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独立行政法人名

（指標１）

（指標２）

評価委員氏名・所属

研究職員の業績評価の実施状況（評価の
仕組み、結果は処遇、研究資源の配分に
反映、検討会の開催等）

評価単位

指標 ランク

Ⅰ―１　評価・点検の実施

研究課題及び機関の自己点検評価の実
施状況（外部有識者の活用、結果の研究
資源配分への反映、結果の公表等）

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

指
　
標
　
の
　
評
　
価

評
　
　
　
　
　
　
価
　
　
　
　
　
　
欄

評
　
価
　
単
　
位
　
の
　
評
　
価

（評価単位レベル）（中期計画Ⅰ、Ⅱ―２、Ⅱ―３、Ⅲ～Ⅶに使用）

農業・生物系特定産業技術研究機構

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

（注）

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

付表２－１

評 価 結 果

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

（注）

（ コ メ ン ト ）

付表２－１ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価委員氏名・所属

（コ メ ン ト）

評価単位
Ⅱ―１―Ｈ－１）　水稲等の先導的品種育成、遺伝・育種研究及び栽培生
理・品質制御技術の開発

評　価　結　果

（評価単位レベル）（中期計画Ⅱ―１に使用）

付表２－２

Ｓ：計画を大幅に上回る業績が挙がっている
Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表２－２ 農業・生物系特定産業技術研究機構



付表 ３
各事業年度における農業・生物系特定産業技術研究機構の業務の実績に関する評価結果の集約の体系図

中 期 計 画
ウエイト）（

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため
とるべき措置

第１―１」の評価 C),理由及び所見― １ 評価・点検の実施 「 (A,B,
「 」 、― ２ 研究資源の効率的利用 「第１―２」の評価 第１ 加重平均:点(A,B,C),〃

「第１―３」の評価 ランク分け― ３ 研究支援の効率化及び充実・高度化 (A,B,C),〃
(A,B,C),〃― ４ ― （１） 「第１―４」の評価

( )― （２） 農業技術分科会
(A,B,C),〃― ５ 管理事務業務の効率化 「第１―５」の評価

「第１―６」の評価 評価― ６ 職員の資質向上 (A,B,C),〃
C),理由及び所見(A,B,

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 （ウエイト）

１ 農業技術研究業務に係る試験及び研究並びに調査－

２ 民間研究促進業務に係る出資事業－

３ 民間研究促進業務に係る融資事業－

－４ 民間研究促進業務に係るその他事業

「第２」加重平均: 点,－５ 基礎的研究業務
ランク分け

農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査－６
( )農業技術分科会

－７ 農業機械の検査、鑑定等

評価ー ８ 専門研究分野を活かした社会貢献
,理由及び所見 加重平均: 点,(A,B,C)

ランク分けー ９ 成果の公表、普及の促進
（ウエイト）

農業技術分科会

上記及び特筆す
べき業績等を総
合的に勘案

評価結果（別記）
(A,B,C)

理由及び所見

第３ 予算（人件費の見積りを含む 、 第３」の評価。） 「
収支計画及び資金計画 ,理由及び所見(A,B,C)

（ウエイト）

第４ 短期借入金の限度額
「第４」の評価 ,理由及び(A,B,C)
所見（ウエイト）

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよう
とするときは、その計画 「第５」の評価 ,理由及び(A,B,C)

所見 （ウエイト）

第６ 剰余金の使途 「第６」の評価 ,理由及び(A,B,C)
所見 （ウエイト）

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に
「 」 、関する事項 第７ 加重平均:点

ランク分け
第７―１」の評価 (A,B,C),理由― １ 「施設及び設備に関する計画
及び所見

農業技術分科会)― ２ 「人事に関する計画 第７―２」の評価 (A,B,C),理由 (
及び所見
第７―３」の評価 (A,B,C),理由― ３ その他 「

及び所見 評価
,理由及び(A,B,C)

所見
ウエイト） （ウエイト）（

※ は、本基準に示された方法によって農業技術分科会で決定する。（ウエイト）

付表３ 農業・生物系特定産業技術研究機構



付表３別記

各事業年度における農業・生物系特定産業技術研究機構の業務の実績に関する評価結果の集約の体系図
（中期計画「第２－１～９ ）」

農業技術研究業務に係る試験及び研究並びに調査第２－１

ウエイト)－Ａ 農業技術開発の予測と評価手法の開発研究 評価(S,A,B,C),理由及び所見(

ウエイト)－Ｂ 多様な専門分野を融合した研究 評価(S,A,B,C),理由及び所見(

共通専門研究・中央地域農業研究－Ｃ
評価 「第２－１－Ｃ」加重平均:点,ランク分け－１） (S,A,B,C),理由及び所見(ウエイト)

( )･･････ ↓ 農業技術分科会
ウエイト) ウエイト)－12）評価 評価(S,A,B,C),理由及び所見 (S,A,B,C),理由及び所見( (

北海道農業研究－Ｄ
評価 「第２－１－Ｄ」加重平均:点,ランク分け 「第２－１」－１） (S,A,B,C),理由及び所見(ウエイト)

･･････ ↓ 加重平均：( )農業技術分科会
評価 評価 点,ランク分け－８） (S,A,B,C),理由及び所見 (S,A,B,C),理由及び所見( (ウエイト) ウエイト)

↓
農業技術分科会)－Ｅ 東北農業研究 (

評価 「第２－１－Ｅ」加重平均:点,ランク分け－１） (S,A,B,C),理由及び所見(ウエイト)
(S,A,B,C),･･････ ↓ ( ) 評価農業技術分科会

(S,A,B,C),理由及び所見 (S,A,B,C),理由及び所見 理由及び所見－８）評価 評価( (ウエイト) ウエイト)
・

ウエイト)・ (
・

動物衛生研究― Ｍ
評価 「第２－１－Ｍ」加重平均:点,ランク分け－１） (S,A,B,C),理由及び所見(ウエイト)

( )･･････ ↓ 農業技術分科会
ウエイト) ウエイト)－６）評価 評価(S,A,B,C),理由及び所見 (S,A,B,C),理由及び所見( (

ウエイト)― Ｎ 遺伝資源の収集、評価及び保存 評価(S,A,B,C),理由及び所見(

ウエイト)― Ｏ 公立研究機関との研究協力 評価(S,A,B,C),理由及び所見(

ウエイト)－２ 民間研究促進業務に係る出資事業 評価(A,B,C),理由及び所見 (

第２－１～９」「
加重平均：

点,ランク分け
－３ 民間研究促進業務に係る融資事業 ↓評価(A,B,C),理由及び所見 (ウエイト)

（ ）農業技術分科会

(A,B,C),評価
及び所見理由

ウエイト)－４ 民間研究促進業務に係るその他事業 評価(A,B,C),理由及び所見 (
ウエイト)(

ウエイト)－５ 基礎的研究業務 評価(A,B,C),理由及び所見 (

－６ 農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査
評価 「第２－６」加重平均:点,ランク分け－ )1 (S,A,B,C),理由及び所見 (ウエイト)

( )･･････ ↓ 農業技術分科会
ウエイト) ウエイト)－ )5 評価 評価(S,A,B,C),理由及び所見 (A,B,C),理由及び所見( (

ウエイト)－７ 農業機械の検査、鑑定等 評価(A,B,C),理由及び所見 (

ウエイト)－８ 専門研究分野を活かした社会貢献 評価(A,B,C),理由及び所見 (

ウエイト)－９ 成果の公表、普及の促進 評価(A,B,C),理由及び所見 (

※ は、本基準に示された方法によって農業技術分科会で決定する。（ウエイト）

付表３別記１ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

評価対象項目

項目名

下位の項目の点数の加重平均：

Ⅱ―１―Ｈ―１）　水稲等の先導的品種育成、遺伝・育
種研究及び栽培生理・品質制御技術の開発

Ⅱ―１―Ｈ―２）　豆類、甘しょ、資源作物の先導的品
種育成、遺伝・育種研究及び安定多収栽培・品質制
御技術の開発

Ⅱ―１―Ｈ―３）　麦類の先導的品種育成、遺伝・育種
研究及び栽培生理・品質制御技術の開発

ランク

評価

（コ メ ン ト）

Ⅱ―１―Ｈ　作物研究

下
位
の
項
目
の

評
価
結
果

評
　
価
　
対
　
象
　
項
　
目
　
の
　
評
　
価

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

付表４－１

点

点

点

3.5点以上　　　　 ：Ｓ
2.5点以上3.5点未満：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満            ：Ｃ

（注）

Ｓ：計画を大幅に上回る業績が挙がっている
Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

（中項目より一つ下の項目への集約に使用）

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表４－１ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

ランク

評価

（コ メ ン ト）

評価対象項目

項目名

下位の項目の点数の加重平均：

Ⅱ―１　試験及び研究並びに調査

下
位
の
項
目
の
評
価
結
果

評

価

対

象

項

目

の

評

価

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

（中項目Ⅱ―１への集約に使用）

付表４－２

点

点

点

3.5点以上　　　　 ：Ｓ
2.5点以上3.5点未満：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満            ：Ｃ

（注）

Ｓ：計画を大幅に上回る業績が挙がっている
Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

点

点

点

点

点

点

点

Ⅱ―１―Ａ　農業技術開発の予測と評価手法の開発研究

Ⅱ―１―Ｂ　多様な専門分野を融合した総合的な研究

Ⅱ―１―Ｃ　共通専門研究・中央地域農業研究

Ⅱ―１―Ｄ　北海道農業研究

Ⅱ―１―Ｅ　東北農業研究

Ⅱ―１―Ｋ　野菜茶業研究

Ⅱ―１―Ｌ　畜産草地研究

Ⅱ―１―Ｍ　動物衛生研究

Ⅱ―１―Ｎ　遺伝資源の収集、評価及び保存

Ⅱ―１―Ｏ　公立試験研究機関等との研究協力

点

点

点

点

点

Ⅱ―１―Ｆ　近畿中国四国農業研究

Ⅱ―１―Ｇ　九州沖縄農業研究

Ⅱ―１―Ｈ　作物研究

Ⅱ―１―Ｉ　 果樹研究

Ⅱ―１―Ｊ　花き研究

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表４－２ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

ランク

評価

（コ メ ン ト）

評価対象項目

項目名

下位の項目の点数の加重平均：

Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

Ⅰ―１　評価・点検の実施

Ⅰ―２　研究資源の効率的利用

Ⅰ―３　研究支援の効率化及び充実・高度化

中
項
目
の
評
価
結
果

（大項目Ⅰへの集約に使用）

点

点

点

付表４－３

点

点

点

Ⅰ―４　連携、協力の促進

Ⅰ―５　管理事務業務の効率化

Ⅰ―６　職員の資質向上

評
　
価
　
対
　
象
　
項
　
目
　
の
　
評
　
価

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

2.5点以上　　　　 ：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満            ：Ｃ

（注）

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表４－３ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

ランク

評価

（コ メ ン ト）

評価対象項目

項目名

下位の項目の点数の加重平均：

Ⅱ　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

Ⅱ―１　試験及び研究並びに調査

Ⅱ―８　専門研究分野を活かした社会貢献

Ⅱ―９　成果の公表、普及の促進

中
項
目
の
評
価
結
果

（大項目Ⅱへの集約に使用）

点

点

点

付表４－４

評
　
価
　
対
　
象
　
項
　
目
　
の
　
評
　
価

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

（注）

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

2.5点以上　　　　 ：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満            ：Ｃ

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

点

点

点

点

点

点Ⅱ―７　農業機械の検査、鑑定等

Ⅱ―６　農業機械化促進業務に係る試験及び研究
　　　　　並びに調査

Ⅱ―５　基礎的研究業務

Ⅱ―４　民間研究促進業務に係るその他の事業

Ⅱ―３　民間研究促進業務に係る融資事業

Ⅱ―２　民間研究促進業務に係る出資事業

付表４－４ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

評価対象項目

項目名

下位の項目の点数の加重平均：

ランク

評価

（コ メ ン ト）

Ⅶ　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

Ⅶ―１　施設及び設備に関する計画

Ⅶ―２　人事に関する計画
（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）

中
項
目
の

評
価
結
果

（大項目Ⅶへの集約に使用）

点

点

付表４－５

評
　
価
　
対
　
象
　
項
　
目
　
の
　
評
　
価

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

（注）

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

2.5点以上　　　　 ：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満             ：Ｃ

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表４－５ 農業・生物系特定産業技術研究機構



独立行政法人名

評価結果 点数 ウエイト

評価委員氏名・所属

項目名

大項目の点数の加重平均：

Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
るべき措置

Ⅱ　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

Ⅲ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資
金計画

Ⅶ　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事
項

ランク

評価

（コ メ ン ト）

大
項
目
の
評
価
結
果

機
　
関
　
単
　
位
　
の
　
評
　
価

（機関単位の総合評価に使用）

点

点

点

付表４－６

点

点
数

、
ウ
エ
イ
ト

に
よ
る
ラ
ン
ク
分
け

評
価
委
員
に
よ
る
評
価

点

（注）

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

（注）

2.5点以上　　　　 ：Ａ
1.5点以上2.5点未満：Ｂ
1.5点未満              ：Ｃ

平成◯◯年度　農業・生物系特定産業技術研究機構業務実績評価票

農業・生物系特定産業技術研究機構

付表４－６ 農業・生物系特定産業技術研究機構


