
独立行政法人農業者大学校の業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）。

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という ）に基。

づく独立行政法人農業者大学校（以下「大学校」という ）の業務の実績に関する。

評価を行うに当たっての基準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績に

関する評価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第３４条の規定。

（ 「 」に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価 以下 中期目標の実績評価

という ）を受けなければならないとされている。。

（ ） 、 、２ 各事業年度の実績評価は 当該事業年度における業務の実績の全体について

原則として大学校の中期計画の小項目（以下「小項目」という ）を評価単位。

とし、小項目の評価、小項目の評価結果を踏まえた中項目（以下「中項目」と

。） 、 （ 「 」 。）いう の評価 中項目の評価結果を踏まえた大項目 以下 大項目 という

の評価及び全体の評価（以下「総合評価」という ）の４段階で行うものとす。

る。なお、各項目は別紙に定めるとおりである。

（ ） 、 、３ 中期目標の実績評価は 中期目標の期間における業務の実績の全体について

（２）の例により行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、大学

校の業務運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の方向に

ついて勧告するものとする。

２ 各事業年度及び中期目標の期間における実績評価の方法

（１）小項目以下の評価方法

① 小項目以下の評価は、以下のとおり行う。

ア 定量的に定められている項目の評価

Ａ：各年度の目標・計画数値の９０％以上

Ｂ：各年度の目標・計画数値の５０％以上９０％未満

Ｃ：各年度の目標・計画数値の５０％未満

イ 定性的に定められている項目の評価

Ａ：順調に実施された

Ｂ：概ね順調に実施された

Ｃ：実施できなかった

② 小項目以下の項目において、その下に更に小さな評価項目が設定されてい



る場合、当該項目の評価は、下位項目の評価結果の積み上げにより行うもの

とする。その際、原則として、下位の各項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、

Ｃ：０点の区分により、各下位項目の評価結果を点数化した上で、下記によ

り当該上位項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「下位項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該、 、 、

上位項目に属する各下位項目の点数の合計値」とする。

③ 各項目の評価は、大学校が業務の進捗状況を記載した書類を評価委員会に

提出し、これに基づいて行うこととする。

（２）中項目の評価方法

中項目の評価は、小項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その

際、原則として、各小項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分によ

り、評価結果を点数化した上で、下記により中項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「小項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該中、 、 、

項目に属する小項目の点数の合計値」とする。

ただし 「業務運営の効率化に関する事項」における中項目「学理及び技術、

の教授に関する業務」及び「果樹農業に関する研修業務」の評価については、

上記にかかわらず （１）の①に準じて行い 「業務運営の効率化による経費の、 、

抑制」については、上記にかかわらず、以下により評価を行う。

Ａ：当該指標に対する達成度合１００％以上

Ｂ：同７０％以上１００％未満

Ｃ：同７０％未満

なお、Ａ評価の項目については、各小項目の達成率及びその他の要因を分析

し、必要に応じＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要

因を分析し、必要に応じＤ評価とすることができる。



（３）大項目の評価方法

大項目の評価は、中項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その

際、原則として、各中項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分によ

り、評価結果を点数化した上で、下記により大項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「中項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該大、 、 、

項目に属する中項目の点数の合計値」とする。

ただし、大項目のうち 「第３ 予算、収支計画及び資金計画 「第４ 短、 」、

期借入金の限度額」及び「第５ 剰余金の使途」については、それぞれに直接

評価指標を設定して評価を行うものとする。

なお、Ａ評価の項目については、各中項目の達成率及びその他の要因を分析

し、必要に応じＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要

因を分析し、必要に応じＤ評価とすることができる。

大項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものと

し、これらも総合的に勘案することとする。

・ 当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・ 中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・ 予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったた

め、予定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場

合にあっては、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（４）総合評価

、 。 、① 総合評価は 中項目の評価結果の積み上げにより行うものとする その際

原則として、各中項目につきA：２点、B：１点、C：０点の区分により評価

結果を点数化した上で、下記により総合評価を行う。

Ａ：満点×９/１０≦合計点

Ｂ：満点×５/１０≦合計点＜満点×９/１０

Ｃ：合計点＜満点×５/１０

※「満点」とは 「中項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「全中項、 、 、

目の点数の合計値」とする。

ただし、総合的に勘案し、必要に応じＳ評価とすることができる。また、

Ｃ評価とした場合には、要因を分析し、必要に応じＤ評価とすることができ

る。



② 総合評価を行うに当たっては次の事項を併せて記載するものとする。

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情等

・ 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特筆すべき

事項

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずべき措置等

も併せて記載するものとする。

（５）中期目標の期間における評価

中期目標の期間における評価は、上記（１）～（４）に準じて行うものとす

る。

３ その他の留意事項

（１）当該事業年度に業務を実施しないこととされているものや要請に応じて行う

ものについては、要請等がなかった場合には、当該項目の評価を行わないこと

とする。

（２）独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の見

直しを行うものとする。

その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評価を

行うに当たり、法人は、費用と効果の関係についての具体的な把握等に努める

ものとし、評価委員会は他の法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人の取組

についても適切に評価するものとする。

（３）評価結果がＣとなる見込みの小項目以下の項目については、その要因分析を

十分に行うこととする。要因分析の結果、特に必要であると認められるものに

ついては、評価委員会における評価の過程において、Ａ評価又はＢ評価に修正

することも可とする。

また、とりわけ達成度合いが低いものについては、達成方法等を見直すこと

等の勧告を付すものとする。

（４）Ｓ評価及びＤ評価の判断をした場合には、評価シートに判断した理由等を明

記することとする。



平成１７年度独立行政法人農業者大学校の評価指標及び評価方法

〔中期目標・中期計画の各項目ごとの評価〕 （◎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 評価指標及び評価方法等 事業報告及び特記事項 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

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
点数化した合計点数
（ ）Ａ：６点 平成13年度は４点

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
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
務を除く ） 務を除く ） 修業務を除く ） 期間における評価を行。 。 。

う場合は中期計画）に
教育時間当たりのコ 演習、特別講義等の 就農意欲の醸成等教 定めた目標数値の達成

ストを３％低減させる 教育時間数を増加させ 育内容の充実を図るた 度合。 、
教育内容の充実を図る め、演習、特別講義等 Ａ：90％以上
とともに、中期目標の の時間数を平成１２年 Ｂ：50％以上90％未満
期間中に教育時間当た 度に比べ４５時間程度 Ｃ：50％未満
りのコストを３％削減 増加させ、教育時間当
する。 たりのコストの低減を

図る。

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＝年度計画（中期目標に

おける期間の評価を行
研修時間当たりの 研修カリキュラムの 流通販売に関する知 う場合は中期計画）に

コストを３％低減さ 充実、研修生のニーズ 識の付与、栽培技術及 定めた目標数値の達成
せる。 に見合った研修コース び販売に関する実習の 度合

の設定等を行うことに 充実等を図るため、落 Ａ：90％以上



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
中に研修時間当たりの 緑果樹農業研修の総研 Ｃ：50％未満
コストを３％削減する 修時間をそれぞれ平成。

12年度に比べ40時間程
度増加させ、教育時間
当たりコストの低減を
図る。

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
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
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

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
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
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、
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

措置 措置 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 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
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
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
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（（ ）
（ 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、（ 。 （
く ） を除く ） Ｂ：１点、Ｃ：０点。 。

の区分により点数化し
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
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 指標１＝学生の確保のための
充足を図るため、新 定員の充足を図 新聞等の宣伝活動、卒
聞広告等の宣伝活動 るため、新聞、雑 業生の協力の下での広
の的確な実施、卒業 誌等の広告、イン 報活動、インターネッ
生の協力の下でのき ターネットによる トによる周知の実施状
め細かな応募者の発 周知等広汎な宣伝 況
掘、インターネット 活動を的確に実施 Ａ：計画どおり順調に実施さ
による周知等により するとともに卒業 れた
学生募集を効果的に 生や農業経営者団 Ｂ：概ね計画どおり順調に実
行う。 体の構成員等の地 施された

域で活躍している Ｃ：計画どおり実施できなか
農業者の協力を得 った
てきめ細かな応募
者の発掘を行う。

指標２＝学生確保状況〔入学
者数（農業実務経験
者 〕）

Ａ：確保目標（５名）の90％
以上

Ｂ：確保目標の50％以上90
％未満

Ｃ：確保目標の50％未満

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
学生に対する卒業 ね90％以上を確保す 90％以上を確保す
後の農業経営の方 るため、 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（ ） （
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。 （ 。）
農意識を高めるこ る講義を実施し, 農 による講義を充実 Ａ：計画どおり順調に実施さ
とにより、卒業生 業現場の声を教育課 させ、就農意欲の れた



の就農率について 程に導入するととも 醸成を図るととも Ｂ：概ね計画どおり順調に実
おおむね90％以上 に、 に、 施された
を確保する （就農 Ｃ：計画どおり実施できなか。
率の算定に当たっ った
ては、卒業生が継
続的に農業研修等
を行う場合を就農 （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
に含めるものとす 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
る ） 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。

向についての具体 の事例研究、就農支 導の実施状況
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
を行い、学生の就 円滑な就農への指導 れた
農意欲を高める。 の実施を行う。 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

指標５＝卒業生の卒業時の就
農率（おおむね90％
以上 の確保状況 先） （
進的農業者等の下で

、 、の研修のほか 将来
就農の意志があり、
就農後の経営に役立
つ知識、技術等を得
るために就職する場
合も含む）

Ａ：80％以上
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
ア 卒業生を対象に ケート調査の実施状（ ） 、
以下のアンケート （ア）卒業後２年程度の 況
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
業者大学校の教育 学中の教育の満足度 れた
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
ニーズを把握する を実施する。 施された。

Ｃ：計画どおり実施できなか
（ア）卒業後５年以上 ・ 卒業後５年以上 った

を経た農業者を対 を経た農業者を対
象に、農業現場か 象に、農業現場か
らみて望ましい教 らみて望ましい教
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、



その結果を分析す る。
ることにより、新
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）学識経験者によ 指標７＝今後の教育ニーズや
見直しを行うとと るカリキュラム検 るカリキュラム検 将来の食料・農業・
もに、将来の食料 討委員会を設置 討委員会を設置 農村の方向性を踏ま
・農業・農村の方 し、上記アンケー し、上記アンケー えたカリキュラムの
向性を踏まえたカ ト調査の分析結果 ト調査の分析結果 見直しについて計画
リキュラム編成を （教育の満足度、 （教育の満足度、 の遂行状況
行う。 今後の教育ニーズ 今後の教育ニーズ Ａ：計画どおり順調に実施さ

等）や将来の食料 等）や将来の食料 れた
・農業・農村の方 ・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 向性を踏まえ、 施された
リキュラム等の見 カリキュラムの Ｃ：計画どおり実施できなか
直しを行う。 見直しについて った

検討すし、結果
のとりまとめを
行う。

（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、
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
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

合計点
Ａ：20点以上（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 研修生の確保と定 指標１＝研修生確保のための
員の充足を図るため 員の充足を図るため 新聞等の宣伝活動、イ、 、
新聞広告等の宣伝活 新聞広告等の宣伝活 ンターネットによる周
動の的確な実施、修 動の的確な実施、修 知の実施状況
了生の協力の下での 了生の協力の下での Ａ：計画どおり順調に実施さ
きめ細かな応募者の きめ細かな応募者の れた
発掘、インターネッ 発掘、インターネッ Ｂ：概ね計画どおり順調に
トによる周知等によ トによる周知等によ 実施された
り研修生募集を効果 り研修生募集を効果 Ｃ：計画どおり実施できな
的に行う。 的に行う。 かった

指標２＝研修生確保状況（長
期研修入所者数）

Ａ：確保目標（39名）の90％
以上

Ｂ：確保目標の50％以上90％
未満

Ｃ：確保目標の50％未満

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
生に対する修了後の ね90％以上を確保す ね90％以上を確保す
農業経営に関する指 るため、 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
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
いておおむね90％以 施や や れた
上を確保する （就農 Ｂ：概ね計画どおり順調に実。
率の算定に当たって 施された
は、研修所修了生が Ｃ：計画どおり実施できなか
継続的に農業研修等 った
を行う場合を就農に
含めるものとする ）。

（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
了後の農業経営に 修了後の農業経営 関する指導
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
等を行い、研修生 施等を行い、研修 れた
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
る。 める。 施された

Ｃ：計画どおり実施できなか



った

指標５＝修了生の修了時の就
農率（おおむね90％
以上 の確保状況 先） （
進的農業者等の下で

、 、の研修のほか 将来
就農の意志があり、
就農後の経営に役立
つ知識、技術等を得
るために就職する場
合も含む）

Ａ：80％以上
Ｂ：45％以上80％未満
Ｃ：45％未満

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
況

（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
道府県果樹行政担 道府県果樹行政 者を対象に、研修 れた
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
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
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
についてのアンケ 研修内容につい った
ートを実施し、そ てのアンケート
の結果を分析する 調査を実施し、
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
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
見直しを行う。

（イ）研修内容の見直 指標７＝農業現場からみて望
しに資するため、 ましい研修内容の見
アンケート調査を 直しの実施状況
踏まえ、研修内容 Ａ：計画どおり順調に実施さ
の見直しについて れた
検討する。 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
（※検討会の開催・研修内容
の見直しを計画した年度のみ
適用）



（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
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
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
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
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
の改善を図る。 内容の改善を図る る。 施された。

Ｃ：計画どおり実施できなか
った

（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
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
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
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
合ったコース設定 を行う。 ースの設定を行 れた
を行う。 う。 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

指標10＝小中学生等の農業体
験の受入の実施状況

Ａ：順調に実施された
Ｂ：概ね順調に実施された
Ｃ：計画どおり実施できなか

った

（オ）果樹農業への理 指標11＝農業関係機関等から
解を促進するた の視察の受入状況
め、小中学生等の A：順調に実施された
体験学習、視察受 B：概ね順調に実施された
け入れ等を行う。 C：実施できなかった

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：２点、Ｂ：１点、
教育内容の質の向 Ｃ：０点の区分により

上等に資するため、 点数化した合計点数
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
価結果をＡ：２点、

ア 卒業後の農業 ア 中期目標期間中に ア 卒業後の農業者を Ｂ：１点、Ｃ：０点の
者を対象に、農 １回以上、卒業後の 対象に実施した、農 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 業経営の実態に関す 合計点
関するアンケー 業経営の実態に関す るアンケート調査の 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 とりまとめを行う 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
の実施状況

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 イ 卒業後の農業者 指標２＝経営状況に関する詳
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、
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
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）
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
細な実態調査を 関する詳細な実態 な実態調査を行 れた
行う。 調査を行 う。 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

ウ 卒業後の農業者 ウ 全国を７地域 北 ウ 東北及び九州の 指標３＝研究集会の開催状況（



を対象に、毎年度 海道・東北 関東 ２地域において、 （毎年度２地域以上）、 、
２地域以上におい 北陸 東海 近畿 当該地域の実態に Ａ：計画どおり順調に実施さ、 、 、
て研究集会を開催 中国・四国、九州 即したテーマを設 れた
する。 ・沖縄 に区分し 定し、卒業後の農 Ｂ：概ね計画どおり順調に実） 、

毎年度２地域以上 業者を対象とした 施された
において、当該地 研究集会を開催す Ｃ：計画どおり実施できなか
域の実態に即した る。 った
テーマを設定し、
卒業後の農業者を
対象とした研究集
会を開催する。

エ 経営改善等に資す エ 経営実態調査及び エ 経営実態調査及び 指標４＝経営改善等に資する
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 情報のホームページ
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 への掲載状況
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さ、

毎年度２回以上、ホ を、年２回、ホーム 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実
る。 施された

Ｃ：計画どおり実施できなか
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
情報提供 提供 提供 指標＝以下の指標１～２の評

価結果をＡ：２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
（毎年度）

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



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
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
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
展開している成 ている成果等につ している成果等に 況
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
適時かつ的確な を深めるため、公 解を深めるため公 れた
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
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
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。
る。 て情報提供を行 った

う。

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
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。）

及び資金計画 価結果をＡ：２点、
Ｂ：１点、Ｃ：０点

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
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
一般管理費）節減に
係る取組（支出の削
減についての具体的
方針及び実績等）

Ａ：取組は十分であった
Ｂ：取組はやや不十分であっ

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
金の配分状況（人件
費、業務経費、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：効率的な資金の配分は十
分であった

Ｂ：効率的な資金の配分はや
や不十分であった

Ｃ：効率的な資金の配分は不
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借
運営費交付金の受け入 運営費交付金の受け 入金の借入に至った理

れが遅延。 入れが遅延。 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
指標＝当該年度に係る剰余金

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
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
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
る事項 る事項

指標＝中項目の評価結果を
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

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

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

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、
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
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
び設備の整備・改修等 設及び設備の整備・改 であった
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

った



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、
（１）方針 （１）方針 Ｃ：０点の区分により

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、
教育・研修機能の充 教育・研修機能の充 ◇職員の人事に関する方針
実への対応に必要な 実への対応に必要な 指標＝人員の適正配置、必要
人員を確保する。 人員を確保する。 な人員の確保状況

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
指標＝年度末（中期目標の期

期末の常勤職員数 年度末の常勤職員 間における評価を行う
を期初の98％とする 数を年度初の100％ 場合は期末）の常勤職。

とする。 員数
（参考） Ａ：計画どおり順調に実施さ
期初の常勤職員数 （参考） れた

４３人 年度初の常勤職員数 Ｂ：概ね計画どおり順調に実
期末の常勤職員数の ４３人 施された
見込み ４２人 年度末の常勤職員数 Ｃ：計画どおり実施されなか

の見込み ４３人 った

人件費総額見込み 各年度の年度計画におい
１，７０９百万円 人件費総額見込み て規定されている具体的

３４８百万円 目標に基づき、達成度合
を評価する

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、人材の（ ） 、 （ ） 、
人材の養成などにつ 人材の養成などにつ 養成
いての計画 いての計画 指標＝職員の任用、研修への

職員の参加、国の機関
人事院主催の国家 人事院主催の国家公 等との人事交流の実施

公務員採用試験合格 務員採用試験合格者名 状況
者名簿から、職員を 簿から、職員を任用す Ａ：計画どおり順調に実施さ



任用するとともに、 るとともに、国等が行 れた
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実
職員の参加、国の機 加、国の機関等との人 施された
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か
より、職員の資質向 資質向上を図る。 った
上を図る。

〔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


