
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の
各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準

平成２３年３月９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・食品産業技術総合研究機構（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。
また、中項目「第２－１ 試験及び研究並びに調査」については、大課題（中期目標

の最小区分）等を評価単位とする。
評価票及び上記に基づき設定した評価単位を付表１に示す。

２ 評価指標
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

に係る取り組み状況を勘案して評価を行う。指標は付表２に示す。
ただし、試験研究部分（中期計画「第２―１ 試験及び研究並びに調査」及び「第２

－５－（１）研究の推進方向」をいう。以下同じ。）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。なお、国・地方公共団体等の要請に応じて緊急対応等を行ったことにより、研究業
務に遅れが生じた場合には、それを勘案して研究の進捗状況を評価する。

３ 評価ランク
以下の５段階評価を基本とする。なお、評価のランク分けに当たり、Ａランク（計画

に対して業務が順調に進捗している）以外の評価を下した場合にはその理由を記述する。
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

Ｄ：計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

４ 評価手順
評価は以下の手順により行うものとする。

（１）評価単位における評価
評価単位における評価は、当該評価単位の業務実績、法人による自己評価結果及

び前年度の評価での指摘事項への対応状況等を調査・分析しつつ、２の評価指標及
び中期計画の内容に照らして評価を行う。

（２）評価単位の評価結果とウエイトによる上位項目の評価ランク算出
評価単位より上位の項目（大項目等）及び機関の総合評価に当たっては、評価単位

におけるすべての評価結果を反映し、かつ項目間における業務の性質の相違を考慮す
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るため、以下のとおり、上位項目の評価ランクを算出し、それを勘案して評価を行う
こととする。

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 Ｄ：０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
トは各項目における関連する予算額等を考慮して農業技術分科会が設定する。

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

０．５以上１．５未満：Ｃ ０．５未満：Ｄ

（３）大項目の評価及び総合評価
大項目の評価は、（２）の結果と特筆すべき業績（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及び所見を
記述するものとする。

機関の総合評価は、（２）の結果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行うとともに、当該
評価を下すに至った理由を記述し、併せて必要に応じ、業務内容の改善に関する勧告
を記述するものとする。

５ 法人による自己評価
（１）自己評価の実施

法人は、農業技術分科会の評価を受けようとするときは、本基準に定める方法によ
り自己評価を行い、その結果を、業務実績報告とあわせ、農業技術分科会に提出する
ものとする。

（２）自己評価の方法
法人は、試験研究部分について、大課題及び中課題（中期計画における最小区分）

ごとに自己評価を行うこととする。ただし、農業技術分科会が行う評価に支障がない
範囲で、当該年度の研究実績に応じて、効率的に評価を行える区分を設定できるもの
とする。試験研究部分以外については、原則として１の評価単位ごとに自己評価を行
うこととする。

自己評価を行う際は、２の評価指標、３の評価ランクに沿って実施するものとする。

６ 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）「生物系特定産業技術に関する民間研究の支援」の(3)特例業務の出資事業は、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
を行っていたものである。
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
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
・食品産業技術総合研究機構の中期計画及び業務方法書等を斟酌して、実用化の促進
及び収益の改善等総合的な観点から評価を行うものとする。

 
- 2 -



※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

独立行政法人

区 分

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

１－１ 評価・点検の実施と反映

１－２ 研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３ 研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４ 産学官連携、協力の促進・強化

１－５ 海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

第２ 国民に対して提供するｻｰﾋﾞ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

２－１ 試験及び研究並びに調査（別紙）

２－２ 近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授

２－３ 生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

２－４ 生物系特定産業技術に関する民間研究の支援

２－５ 農業機械化の促進に関する業務の推進

２－６ 行政との連携

評価ランク 評 価 結 果

平成◯◯年度 農業・食品産業技術総合研究機構業務実績評価票

農業・食品産業技術総合研究機構

総合評価

付表 １

農業・食品産業技術総合研究機構

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

区 分

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

１－１ 評価・点検の実施と反映

１－２ 研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３ 研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４ 産学官連携、協力の促進・強化

１－５ 海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

第２ 国民に対して提供するｻｰﾋﾞ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

２－１ 試験及び研究並びに調査（別紙）

２－２ 近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授

２－３ 生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

２－４ 生物系特定産業技術に関する民間研究の支援

２－５ 農業機械化の促進に関する業務の推進

２－６ 行政との連携

２－７ 研究成果の公表、普及の促進

２－８ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

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

第６ 剰余金の使途

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等

７－１ 施設及び設備に関する計画

７－２ 人事に関する計画

７－３ 情報の公開と保護

７－４ 環境対策・安全管理の推進

評価ランク 評 価 結 果

平成◯◯年度 農業・食品産業技術総合研究機構業務実績評価票

農業・食品産業技術総合研究機構

総合評価

付表 １

（注１）表中の区分は大項目及び中項目を示す。
評価ランク欄に※印があるものは評価を行う最小単位（評価単位）である。

（注２）評価結果欄の記述内容は次のとおり
総合評価：評価ランクの理由、必要に応じ勧告を記述
第１から第７までの大項目評価：評価ランクの理由及び所見を記述
中項目２－１ 試験及び研究並びに調査：別紙において大課題ごとに評価ランクの理由を記述

農業・食品産業技術総合研究機構
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※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

独立行政法人

区 分

ア 食料・農業・農村の動向分析及び農業技術開発の予測と評価

イ 農業の競争力強化と健全な発展に資する研究

Ａ 地域の条件を活かした高生産性水田・畑輪作システムの確立

評価ランク 評 価 結 果

農業・食品産業技術総合研究機構

第２－１ 試験及び研究並びに調査

付表 １（別紙）

(ｱ) 農業の生産性向上と持続的発展のための研究開発

(ｲ) 次世代の農業を先導する革新的技術の研究開発

Ｂ 自給飼料を基盤とした家畜生産システムの開発

Ｃ 高収益型園芸生産システムの開発

Ｄ 地域特性に応じた環境保全型農業生産システムの確立

Ｅ 環境変動に対応した農業生産技術の開発

Ａ 先端的知見を活用した農業生物の開発及びその利用技術の開発

Ｂ ＩＴ活用による高度生産管理システムの開発

Ｃ 自動化技術等を応用した軽労・省力・安全生産システムの開発

ウ 食の安全・消費者の信頼確保と健全な食生活の実現に資する研究

Ａ 高品質な農産物・食品と品質評価技術の開発

(ｱ) ニーズに対応した高品質な農産物・食品の研究開発

Ｄ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマスの低コスト・高効率

エネルギー変換技術の開発

農業・食品産業技術総合研究機構

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

区 分

ア 食料・農業・農村の動向分析及び農業技術開発の予測と評価

イ 農業の競争力強化と健全な発展に資する研究

Ａ 地域の条件を活かした高生産性水田・畑輪作システムの確立

評価ランク 評 価 結 果

農業・食品産業技術総合研究機構

第２－１ 試験及び研究並びに調査

付表 １（別紙）

(ｱ) 農業の生産性向上と持続的発展のための研究開発

(ｲ) 次世代の農業を先導する革新的技術の研究開発

Ｂ 自給飼料を基盤とした家畜生産システムの開発

Ｃ 高収益型園芸生産システムの開発

Ｄ 地域特性に応じた環境保全型農業生産システムの確立

Ｅ 環境変動に対応した農業生産技術の開発

Ａ 先端的知見を活用した農業生物の開発及びその利用技術の開発

Ｂ ＩＴ活用による高度生産管理システムの開発

Ｃ 自動化技術等を応用した軽労・省力・安全生産システムの開発

ウ 食の安全・消費者の信頼確保と健全な食生活の実現に資する研究

Ａ 高品質な農産物・食品と品質評価技術の開発

(ｱ) ニーズに対応した高品質な農産物・食品の研究開発

(ｲ) 農産物・食品の安全確保のための研究開発

Ｂ 農産物・食品の機能性の解明と利用技術の開発

Ｃ 農産物・食品の品質保持技術と加工利用技術の開発

Ｄ 農産物・食品の信頼確保に資する技術の開発

Ａ 農産物・食品の安全性に関するリスク分析のための手法の開発

Ｂ 人獣共通感染症、新興・再興感染症及び家畜重要感染症等の防除技術の開発

Ｃ 生産・加工・流通過程における汚染防止技術と危害要因低減技術の開発

エ 美しい国土・豊かな環境と潤いのある国民生活の実現に資する研究

Ａ バイオマスの地域循環システムの構築

(ｱ) 農村における地域資源の活用のための研究開発

(ｲ) 豊かな環境の形成と多面的機能向上のための研究開発

Ｂ 農村における施設等の資源の維持管理・更新技術の開発

Ｃ 農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発

オ 研究活動を支える基盤的研究

(ｱ) 遺伝資源の収集・保存・活用

(ｲ) 分析・診断・同定法の開発・高度化

Ｄ 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けたバイオマスの低コスト・高効率

エネルギー変換技術の開発

農業・食品産業技術総合研究機構
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付表 ２

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の評価基準における指標
（中期計画第１、第２―２～８（５(1)を除く）、第３～第７部分）

中期計画 評価単位ごとの指標 参考（21年度計画）
（評価のポイント）

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

運営費交付金を充当して行う事業並
びに民間研究促進業務及び特例業務に
ついては、競争的研究資金並びに民間
実用化研究促進事業費及び借入金償還
金等を除き、業務の見直し及び効率化
を進め、一般管理費については、中期
目標期間中、毎年度平均で少なくとも
前年度比３％の削減を行うほか、業務
経費については、中期目標期間中、毎
年度平均で少なくとも前年度比１％の
削減を行う。

なお、人件費については、行政改革
の重要方針（平成17年12月24日閣議決
定）を踏まえ、今後５年間において、
５％以上の削減（退職金及び福利厚生 （第３と一括して評価）
費（法定福利費及び法定外福利費）を
除く。また、人事院勧告を踏まえた給
与改定部分を除く。）を行うとともに、
国家公務員の給与構造改革を踏まえて、
役職員の給与について必要な見直しを
進める。

以上に加え、農業者大学校の廃止、
教授業務の移転を始めとする４法人の
統合後においては、法人全体として、
近接する研究拠点の事務及び事業の一
元化、支払い及び決算業務の一元化等
本部と内部研究所の役割分担の明確化
を進め、管理部門等の効率化を行い、
統合メリットを発現することにより、
中期目標期間の 終年度において平成1
7年度一般管理費比で10％相当額の抑制
を行う。

１．評価・点検の実施と反映 （指標１－１） １．評価・点検の実施と反映
業務のより一層の効率的・効果的な ア 効率的な自己評価・点検の ① 評価の効率化、高度化と必要な評価

運営のため、毎年度の独立行政法人評 体制整備が行われ、客観性、 ・点検体制の整備を図りつつ、毎年度の
価委員会の評価に先立ち、業務の運営 信頼性の高い評価・点検が実 独立行政法人評価委員会の評価に先立
状況、研究内容について外部専門家・ 施されているか。特に、自己 ち、業務の運営状況、研究内容について
有識者等を活用しつつ自ら評価・点検 評価・点検を通じて自身が有 外部専門家・有識者等を活用しつつ自ら
を行う。その際、評価の効率化、高度 する問題点の明確化、対応策 評価・点検を行う。
化に努めるとともに、農業、食品産業 の検討がなされているか。 ② 研究内容の評価については、成果の
その他の関連産業、国民生活等への社 質を重視しつつ、できるだけ具体的な指
会的貢献を図る観点から必要な評価・ イ 研究成果の普及・利用状況 標を設定して、効率的で客観性、信頼性
点検体制の整備を行う。研究内容の評 の把握が適切に行われている の高い評価を実施する。
価については、成果の質を重視すると か。 ③ 研究成果について、普及・利用状況
ともに、客観性、信頼性の高い評価を ウ 研究資源の投入と成果の分 の把握、研究資源の投入と得られた成果
実施する。また、研究成果の普及・利 析が適切に実施されている の分析を行う。
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用状況の把握、研究資源の投入と得ら か。 ④ 評価・点検結果は独立行政法人評価
れた成果の分析を行う。

評価・点検結果は独立行政法人評価 エ 評価・点検結果の反映方針 委員会の評価結果と併せて、予め定めた
委員会の評価結果と併せて、業務運営 が明確にされているか。また、 反映方法にしたがい、次年度の研究資源
への反映方針、具体的方法を明確化し 実際に反映されているか。 の配分等に的確に反映させる。
て、研究資源の配分等の業務運営に的 ⑤ 公正さと透明性を確保しつつ研究職
確に反映させる。 オ 内部統制のための法人の長 員の業績評価を実施し、その評価を通じ

また、研究職員の業績評価は、より のマネジメント（リーダーシ て優れた研究成果の創出につなげるとと
優れた研究成果の創出とその実用化を ップを発揮できる環境整備、 もに、評価結果の処遇への反映について
通じて組織としての実績の向上を図る 法人のミッションの役職員へ は、管理職での実績を踏まえて、一般研
等の観点から、公正さと透明性を確保 の周知徹底、組織全体で取り 究職員についても次年度における処遇反
しつつ行い、評価結果を処遇や研究資 組むべき重要な課題（リスク） 映を前提とした評価を実施する。
源の配分へ適切に反映させる。 の把握・対応、内部統制の現 ⑥ 一般職員及び技術専門職員全員を対

さらに、一般職員等については、組 状把握・課題対応計画の作 象とした新たな評価制度の試行につい
織の活性化と実績の向上を図る等の観 成）は適切に行われているか。 て、20 年度の試行結果・検証を踏まえ
点から、新たな評価制度を導入する。 つつ、本格的な導入に向けた試行を実施

カ 研究職員の業績評価が適切 する。
に行われているか。また、処
遇等への反映に向けた取り組
みが行われているか。

キ 一般職員を対象とした評価
制度の導入に向けた取り組み
が行われているか。

２．研究資源の効率的利用及び充実・ （指標１－２） ２．研究資源の効率的利用及び充実・
高度化 高度化
（１）研究資金 （１）研究資金

運営費交付金については、効率的・ ア 運営費交付金の重点配分、 運営費交付金については、効率的・効
効果的な研究等の推進を図るため、評 国の委託プロジェクト研究の 果的な研究等の推進を図るため、評価結
価結果等に基づき重点的に配分を行う。 重点実施が行われているか。 果等に基づき重点的に配分を行う。また、
また、食料・農業・農村政策上及び科 食料・農業・農村政策上及び科学技術政
学技術政策上の重要課題として国から イ 競争的研究資金等の外部資 策上の重要課題として国が公募する委託
受託するプロジェクト研究等を重点的 金の獲得に向けた十分な取り プロジェクト研究等については、積極的
に実施する。中期目標の達成に有効な 組みが行われ、獲得金額が増 に応募し確実に実施する。中期目標の達
競争的研究資金及びその他の外部資金 加しているか。 成に有効な競争的研究資金及びその他の
の獲得に積極的に取り組み、研究資金 外部資金の獲得に積極的に取り組み、研
の充実を図る。 究資金の充実を図る。
（２）研究施設・設備 （２）研究施設・設備
① 改修及び新設が必要な施設・設備 ウ ミッションの達成に向けた ① 建物等の資産の保有の必要性につい
については、研究の重点化方向を踏ま 施設・設備の計画的整備が行 て、独立行政法人整理合理化計画を踏ま
え、集約化、共同利用を図りつつ、計 われているか。 え、見直しを継続するとともに、引き続
画的な整備を推進する。その他の施設 き、必要な施設の改修整備を行う。また、
・設備についても、共同利用の推進、 エ 研究施設・設備の共同利用 研究施設・設備の集約・共同利用の促進
維持管理費の抑制等を図る。 の促進、維持管理費の抑制の と施設・設備維持管理経費の節減を図
② 施設・機械の有効利用を図るため、 取り組みが適切に行われてい る。畜産草地研究所の研究員宿舎は、22
共同利用を一層推進する。開放型研究 るか。 年度限りで廃止することとし、その処分
施設（オープンラボ等）については、 方法について、現在進められている小規
その情報をインターネット、冊子等を 模研究拠点の見直しも視野に入れて検討
介して広く公開し、利用促進を図る。 する。
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② 共同利用可能な機械の整備を進め
る。そのリストを引き続き作成し、イン
トラネット等で周知することにより有効

オ 開放型研究施設（オープン 利用を促進する。また、開放型研究施設
ラボ等）に関する情報をイン （オープンラボ等）の利用を一層促進す
ターネット等を介して公開 るため、施設内容、利用規程等の情報を
し、利用促進が図られている インターネット、冊子等を介して広く公

か。 開する。加えて、20 年度に策定した共
同研究施設に係る運営方針に基づき、本
部と内部研究所が一体となった運営を進
めるとともに、さらなる利用促進に向け
た方策を検討し、公立試験研究機関、大
学、民間との共同研究、各種分析、技術
講習等による産学官連携の強化を進め、
20 年度以上の利用促進を図る。

（３）組織 （３）組織
食料・農業・農村が直面する諸課題 ① バイオマス研究センターにおいて

の解決に向けて、旧独立行政法人農業 は、資源作物の育種、栽培技術、各種バ
・生物系特定産業技術研究機構、旧独 イオマスのエネルギー・物質変換技術、
立行政法人農業工学研究所及び旧独立 システム化、環境影響評価に関する研究
行政法人食品総合研究所が各々の使命 を総合的に実施する。研究成果の普及に
の達成のために実施してきた研究、地 向けて、展示会、講演会、パンフレット
域・行政・産業界にわたる連携及び研 等を活用した広報活動を積極的に実施す
究成果の社会還元を一層発展させるた る。バイオ燃料に関係する独立行政法人
め、生産基盤、農業生産現場から加工 で構成する「研究独法バイオ燃料研究推
・流通・消費までの一貫した応用技術 進協議会」については、農研機構バイオ
の開発と現場における課題解決型の研 マス研究センターが中心となり共同研
究開発を強化する。特に、食品の機能 究、研究会等を実施し、連携を強化する。
性に関する研究について、新たに分野 カ 食品の機能性に関する分野 ② 食品機能性研究センターにおいて
横断的な研究体制を整備する。また、 横断的研究体制、農業農村整 は、食品機能性に関する研究を効率的に
農業農村整備事業に係る行政現場への 備事業に係る行政現場への技 推進するための分野横断的な研究とし
技術支援を強化するための体制を整備 術支援を強化する体制が整備 て、脂溶性抽出物の抗酸化性評価法の妥
する。 されているか。 当性確認を行う。また、引き続き、機能

また、公的研究機関としての使命を 性成分の分析法の妥当性確認のための条
達成するため、行政、公立試験研究機 件設定を進め、単一試験室での妥当性確
関、生産者、消費者、大学、食品産業 認が終了したアントシアニンについて
等の期待に応えて、責任を持って研究 は、農作物や加工品への分析法の適用範
開発を着実に実施できる体制を確保す 囲の拡大を目指す。カロテノイドについ
る。このため、研究組織については、 ては、合成した内部標準物質の純度を高
研究現場からの提案に基づく研究課題 め、分析精度の向上を図る。
が効果的に推進できるよう、研究を責 ③ 技術移転センター等を通じて行政現
任を持って推進する研究リーダーが研 場への技術支援の一層の強化を図る。
究の進行管理、研究員の資質向上に十 キ 研究リーダーが研究の進行 ④ 政策目標、中期目標等に対応した研
分に力を発揮できる体制の整備と機動 管理等に力を発揮できる体制 究課題を効果的に推進するために導入し
的な組織運営に努める。 の整備が行われているか。 た研究チーム制の下で、研究チーム長が

研究の進行管理等に十分な力を発揮でき
るよう、その機動的な運営を確保する。
また、20 年度に実施した研究課題の見
直し、重点化に対応して研究チーム、サ
ブチームを再編するとともに、次期中期
計画立案に向けた検討体制を整備する。

さらに、長期的視点から研究開発を支 ク 長期的視点から研究開発を ⑤ 長期的視点から研究開発を支える基
える基礎的・基盤的な研究及び各種分 支える研究及び社会的貢献に 礎的・基盤的な研究及び各種分析・鑑定
析・鑑定等の専門研究を活かした社会 関する業務を行う体制整備が 等の専門研究を活かした社会的な貢献に
的な貢献に関する業務を行う体制を整 行われているか。 関する業務を行う態勢を引き続き整備
備し、研究所の効率的な業務運営と機 し、研究所の効率的な業務運営と機械・
械・施設等の効率的な利用を確保する。 施設等の効率的な利用を確保する。

加えて、各種評価の結果、食料・農
業・農村に関する政策の展開方向、研
究開発ニーズの動向、研究成果の普及
状況を踏まえて再編・改廃を含めた研
究組織の見直しを行い、その結果に基
づき、弾力的・機動的な組織運営を行
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う。
なお、主要な研究拠点とは別に設置 ケ 小規模な研究単位における ⑥ 20 年度に策定した小規模な研究拠

されている小規模な研究単位における 事務事業の、近接する研究拠 点の研究組織の見直しに係る基本計画及
事務及び事業については、研究資源の 点での一元化等に向けた取り び全体実施計画（骨子）に基づき、見直
効率的・効果的な利用を図るため、近 組みが行われているか。 し 6 拠点の実施計画を検討する。また、
接する研究拠点での一元化等を図り、 農業者大学校のつくばへの完全移転に伴
効率的な組織運営を行う。 って、近接する食品総合研究所に事務を

一元化するなどして管理部門の合理化を
図る。

（４）職員の資質向上と人材育成 （４）職員の資質向上と人材育成
① 人材育成プログラムを策定し、計 コ 人材育成プログラムが策定 ① 人材育成プログラムに基づき、階層
画的な人材育成を図る。 され、人材育成の取り組みが 別研修等を実施しつつ計画的な人材育成
② 各種制度を積極的に活用して研究 適切に行われているか。 を図る。また、研究開発力強化法第 24
職員の在外研究を計画的に実施する。 条に規定される「人材活用等に関する方
また、博士号の取得等を奨励し、適切 針」の策定に向けた検討に取り組む。
な指導を行う。 ② 研究機構在外研究員制度等を積極的

に活用して、研究職員の資質向上を図る。
また、研究成果の積極的な外部への公表
を指導しつつ、博士号未取得者について
は取得に向けた奨励・指導を行う。

③ 各種研修制度を活用し、業務遂行 サ 研究管理者育成、一般職員 ③ 階層別研修及び農林水産関係リーダ
に必要な研究マネジメントに優れた研 の企画部門への重点配置等のた ー研修を活用して、優れた研究管理者を
究管理者を育成する。 めの各種研修の実施、資格取得 育成するとともに、研究業務の対外説明
④ 一般職員の企画部門への重点配置 の支援が行われているか。 責任やコンプライアンス等の管理運営能
を図るため、必要な研修制度の充実及 力向上のための研修を実施する。
び研修への積極的参加を推進する。ま ④ 一般職員に対する企画業務・労働法
た、業務上必要な資格取得を支援する。 等に関する研修の充実及び参加を推進す
⑤ 技術専門職員が高度な専門技術・ る。また、業務上必要な資格取得を支援
知識を要する業務を行うために必要な する。特に、職員が主体的に取り組むべ
能力や資格を獲得するための研修等を き重要課題であるコンプライアンス、労
実施する。 働災害等に関する講義を充実するととも

に、若手職員の育成・資質向上を図るた
めの研修を新規に行う。また、企業会計
の知識習得を図るための簿記資格取得支
援研修を実施する。
⑤ 技術専門職員が行う中核的業務の資
質向上を図るため、試験作物の栽培管理
法・調査実験法、実験動物の飼養管理法
・試験実験法等に関する研修を実施す
る。また、マネージメント能力の向上を
図るために管理職能研修、中間指導職能
研修等を実施する。

３．研究支援部門の効率化及び充実・ （指標１ー３） ３．研究支援部門の効率化及び充実・
高度化 高度化
（１）本部と内部研究所の役割分担の ア 本部と内部研究所間の役割 本部と内部研究所の役割分担の見直し
見直しと内部研究所の組織再編により、 分担の見直し、本部や内部研 と内部研究所の組織再編により、以下の
効率的・効果的な研究支援部門の運営 究所の組織再編・人員配置が ような研究支援部門の業務の効率化、充
を確保する。 適切に行われているか。 実・高度化を図る。
（２）総務部門における支援的業務に イ 総務部門において、効率化 （１）総務部門における支援的業務につ
ついては、業務内容等の見直しにより、 に向けた業務見直しが適切に いては、引き続き、実施部門との連携に
支払及び決算事務の一元化を行う等、 行われているか。 より効率的な実施体制の整備を図る。ま
より効率的な実施体制の整備を図る。 た、農業者大学校については、近接する

食品総合研究所に事務の一元化を図る。
（３）農林水産省研究ネットワーク等 ウ 研究情報の収集、情報共有 （２）電子ジャーナル等については、費
を活用して、研究情報の収集・提供業 システム等による機構全体で 用対効果及び契約の効率化に配慮した導
務の効率化、充実・強化を図るととも の情報共有促進の取り組みは 入を引き続き進める。
に、情報共有システムの運用により研 適切に行われているか。 （３）事務処理の簡素化、文書資料の電
究機構全体の情報共有の促進及び業務 子媒体化等による業務の迅速化、効率化
の効率化を図る。 を図る。
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（４）事務処理の簡素化、文書資料の
電子媒体化等による業務の迅速化、効
率化を図る。
（５）現業業務部門の業務については、 エ 現業業務を高度な専門技術 （４）「技術専門職員の実行計画」に基
試験及び研究業務の高度化に対応した ・知識を要する分野に重点化 づき、本部による一元的人事管理のもと
高度な専門技術・知識を要する分野に するための見直し、研究支援 で、研究支援業務の効率化、充実・強化
重点化を図るために業務を見直し、研 業務の充実・強化並びにアウ を図る。また、研究支援業務の重点化に
究支援業務の効率化、充実・強化を図 トソーシング推進に向けた取 より、定型業務については外注化等を進
るよう努める。また、極力アウトソー り組みが行われているか。 め、要員の合理化に努める。
シングを推進する等により、要員の合
理化に努める。
（６）施設工事については、本部で一 オ 施設工事の本部一元管理、 （５）施設工事については、本部で一元
元的に計画、施工し、効率的な施設の 保守管理のアウトソーシング 的に計画、施工し、効率的な施設の維持
維持管理を図る。また、施設、機械等 等効率的な施設の維持管理が 管理を図る。また、施設、機械等の保守
の保守管理については、業務の性格に 行われているか。 管理については、定型的な業務はアウト
応じてアウトソーシングに努める。 ソーシングを基本とし、それ以外の業務

についても、アウトソーシングを進め、
業務の効率化を図る。

４．産学官連携、協力の促進・強化 （指標１－４） ４．産学官連携、協力の促進・強化
（１）特許、品種登録等の知的財産権 ア 知的財産センターが設置さ （１）知的財産センターを活用し、特許、
の確保及び利用の促進・強化を図るた れ、知財確保等の活動が行わ 品種等の知的財産権の確保及び利用の促
め、「知的財産センター」を設置する。 れているか。 進を図り、知的創造サイクルの拡大と円

滑な循環に資する。
（２）地方自治体、農業者・関係団体、 イ 地域研究・専門研究拠点に （２）これまでに整備してきた産学官連
他府省も含む関係機関、大学及び民間 おけるコーディネート機能の 携本部、産学官連携有識者会議等の連携
企業等との連携を強化するとともに、 強化など産学官連携強化の取 基盤を活用した活動を展開する。研究者
産学官連携強化のための研究・情報交 り組みが行われているか。 が産学官連携に安心して取り組めるよ
流の場を提供する。このため、地域研 ウ 他独法・大学・都道府県・ う、外部資金獲得等に係る制度・規程等
究・専門研究拠点におけるコーディネ 産業界等との研究支援、共 に関して分かりやすく解説したマニュア
ート機能の強化を図る。 同研究、交流等が行われ、 ル・資料等を作成するとともに、産との

その成果が出ているか。 連携研究を積極的に進める研究者に対し
て運営交付金を配布し、資金面での支援
を強化する。また、研究成果の応用・発
展性を見極め、実用化に向けた方向を示
唆する目利き役等による後押し体制の構
築に向けての検討を開始する。このよう
な新たな活動を円滑に推進するため、産
学官連携センターを増員する。
独立行政法人、行政部局、都道府県、

大学、民間等の参加を求めて、専門別、
地域別に試験研究推進会議を開催し、重
点的に推進すべき研究課題や推進方向に
ついて意見交換等を行うとともに、オー
プンラボの共同利用促進等の取組を通じ
た連携態勢の構築を進める。また、地域
における農業・食品に関わる多様な機関
の参加を得て、産学官連携推進のための
会議を開催する。さらに、地域研究・普
及連絡会議に参画し、技術的課題を共有
するとともに、その解決方策等について
検討する。

（３）指定試験事業等の国の助成によ （３）指定試験事業等の国の助成により
り公立機関等が実施する研究等への人 公立試験研究機関等が実施する研究等へ
的支援等の協力を行う。 の人的支援等の協力を引き続き行う。
（４）国公立試験研究機関、大学、産 （４）国公立試験研究機関、大学、産業
業界等との共同研究及び研究者の交流 界等との共同研究及び研究者の交流等を
等を積極的に推進する。また、研究の エ 非公務員型のメリットを活 積極的に推進する。
活性化、研究成果の普及等を図るため、 かし、弾力的に兼業を実施
非公務員型の独立行政法人への移行の できるようにする規定整備
メリットを活かし、弾力的に兼業を実 が行われているか。実際に
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施できるよう必要な整備を行う。 兼業が行われているか。
（５）他の独立行政法人とは、その役 オ 国際農林水産業研究センタ （５）他の独立行政法人とは、その役割
割分担に留意しつつ、研究目標の共有、 ーの国際共同研究との連携は 分担に留意しつつ、研究目標の共有、共
共同研究、人事交流を含めた連携、協 十分に行われているか。 同研究、人事交流を含めた連携、協力を
力を積極的に行う。特に、国際農林水 積極的に行う。特に、開発途上地域にお
産業研究センターが実施する国際共同 ける農業技術研究の協力・支援に当たっ
研究に必要に応じて協力する。 ては、国際農林水産業研究センターとの

連携を図る。
（６）農業や農村、食品産業等の振興 カ 行政部局との人事交流等の （６）農業や農村、食品産業等の振興に
に資する研究の水準の向上、研究の効 連携は十分行われているか。 資する研究の水準の向上、研究の効率的
率的な実施及び活性化のため、行政部 な実施及び活性化のため、行政部局との
局との人事交流を含めた密接な連携を 人事交流を含めた密接な連携を図る。
図る。
（７）連携大学院制度等を活用し、大 キ 連携大学院制度等を通じ、 （７）大学との一層の連携の強化を図る
学との一層の連携の強化を図る。 大学との一層の連携強化が図 ため、連携大学院に関する新たな協定の
（８）生物系特定産業技術の研究の高 られているか。 締結に努める。
度化や農業機械化の促進に関する産学 ク 生物系特定産業技術や農業 （８）生物系特定産業技術に関する競争
官連携の拠点としての機能を充実・強 機械化の促進に関して、産 的資金を活用した基礎的研究の支援、民
化する。 学官連携の拠点としての機 間における実用化段階の研究開発の支援

能の充実・強化が図られて 等に積極的に取り組むとともに、革新的
いるか。 な農業機械開発に向け、異分野の大学・

民間メーカーを含めた共同研究等を実施
する。

５．海外機関及び国際機関等との連携 （指標１－５） ５．海外機関及び国際機関等との連携
の促進・強化 の促進・強化

地球規模の環境問題や社会経済のグ ア 国際学会への参加、国際機 食料の安定供給等の国際的な課題へ適
ローバル化に伴う様々なリスクの発生 関との共同研究等が十分行わ 切に対応するとともに、質の高い研究開
等に適切に対応するとともに、質の高 れ、その成果が出ているか。 発の効率的・効果的推進のため、国際学
い研究開発の効率的・効果的推進のた 会における研究成果の発表等に努める。
め、国際学会への参加や研究成果の発 また、科学技術協力に関する政府間協定
表に努める。また、科学技術協力に関 等を活用し、海外諸国や国際機関との共
する政府間協定等を活用し、海外諸国 同研究等を推進する。国際機関等との連
や国際機関との共同研究等を推進する。 携を促進するため、MOU の締結につい

ても積極的に取り組む。
さらに、食品分析等の標準化を目指 イ 食品分析等の標準化に向け GMO 定量法の試験室間共同試験を行

し、海外機関等と試験室間共同試験(co た試験室間共同試験、水の利 う。
llaborative study)等を実施するとと 用・管理技術の研究等に関す 国際水管理研究所（IWMI)との連携の
もに国際水管理研究所(ＩＷＭＩ)等海 る国際機関との連携強化が行 下、水の利用・管理技術に関する研究を
外機関との連携を強化し、水の利用・ われているか。 推進する。韓国農漁村研究院との日韓共
管理技術の研究について国際的活動を 同研究により、資源循環社会を確立する
促進する。 ための再利用エネルギーの開発に関する

セミナーを開催する。また、メコン河委
員会等海外機関との研究協力を進める。
タイ国立家畜衛生研究所に設置した人

獣感染症共同研究センターを拠点とし
て、アジアにおける鳥インフルエンザ等
の人獣共通感染症や新興感染症の疫学調
査研究を推進する。

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

１．試験及び研究並びに調査 １．試験及び研究並びに調査
（略） （略）

２．近代的な農業経営に関する学理及 （指標２－２） ２．近代的な農業経営に関する学理及
び技術の教授 び技術の教授
（１）学理及び技術の教授に関する業 （１）学理及び技術の教授に関する業務
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務 ① 教授業務に関する重要事項を審議
① 定員は、新たな農業研修教育に関 し、教育に反映させるため、「農業者大
する農業者のニーズ等を踏まえて適切 学校評議会」を開催する。また、本評議
に設定する。 会での審議結果等を踏まえ、内部研究所

と緊密な連絡調整を行い、効果的な教育
運営を行うため、「農業者大校運営連絡
会」を開催するとともに、本連絡会の下
に「研究チーム派遣実習実施委員会」等
を設置し、効果的な実習の実施に向けた
具体的な検討等を行う。

② 意欲ある学生の確保及び定員の充 ア 学生確保に向けた取り組み ② 意欲ある学生の確保及び定員 40 名
足を図るため、以下の事項を効果的・ が適切に実施されているか。 の充足を図るため、学生募集に関して以
効率的に行い定員の充足率100％確保に 定員充足率100％確保に努め 下の活動を効果的・効率的に行う。
努める。 ているか。
（ア）道府県農業大学校、高等学校、 （ア）農業者大学校を広く紹介するため、
農業法人等へのきめ細かな情報提供 学校案内、ポスター等の作成及び配布、
（イ）新聞広告・インターネット等に 各種会議における学校紹介に加え、教育
よる宣伝活動 内容や学校生活についての記載を拡充す
（ウ）先進的農業経営者等の協力の下 るなどホームページの充実を図る。
での応募者の発掘 （イ）大学生等を対象とした、卒業生と
（エ）卒業生への資格付与等志望者へ 農研機構研究者による講演及び学校紹介
の魅力向上に資する仕組み導入に関す を行う「サイエンスカフェ」の実施、社
る検討 会人を主な対象とする就農フェア等への
（オ）その他、学生の募集に関する活 参加に加え、新たに、道府県農業大学校
動 等の学生を対象とした模擬講義や在校生

との交流等を行う「農業者大学校セミナ
ー」の開催等により、対象に応じたきめ
細かで直接的な働きかけや情報提供を行
う。また、先進的な農業経営を行ってい
る農業者大学校の卒業生や農業法人協会
の会員など先進的農業経営者等の協力の
下で応募者を発掘する。
（ウ）（ア）及び（イ）の活動等により
入学に関心を持った者を対象に、農業者
大学校で毎月定例的に実施する「オープ
ンキャンパス」では、学校説明、施設見
学に加え、新たに体験入学的な内容も取
り入れる。
（エ）20 年度の入学試験出願状況を踏
まえて試験日程等を見直し、意欲のある
者を確保する上で効果的で多様な入学試
験を実施する。

③ 教育の手法及び内容は、以下のと イ 本科及び専修科の教育手法 ③ 本科及び専修科において以下のとお
おりとする。 や教育内容は適切に計画され り実施する。
（ア）本科は、講義、演習及び実習の ているか。 （ア）本科は、大学教授、研究者、学識
組合せにより、先端的な農業技術及び 経験者等の講師による講義、演習及び実
先進的な経営管理手法を中心に教授す 習の組合せにより、先端的な農業技術及
る。また、多様な分野にわたる教育を び先進的な経営管理手法を中心に教授す
実施し、幅広い視野と多面的なものの る。また、多様な分野にわたる教育を実
見方・考え方を修得させる。 施し、幅広い視野と多面的なものの見方

・考え方を修得させる。その際、20 年
度における教育の実施状況を踏まえ、学
生個々人のニーズに一層対応した教育が
できるよう科目選択の自由度を高める等
のカリキュラムの見直しを行う。また、
平成 21 年 3 月に国立大学法人筑波大学
生命環境学群と締結した協定に基づき、
相互に公開する授業の受講等を通じ、教
育の充実と学生の資質向上を図る。

（イ）専修科は、先端的な農業技術及 （イ）専修科は、先端的な農業技術及び
び先進的な経営管理手法等に関する農 先進的な経営管理手法等に関する専門的
業者等のニーズを踏まえ、 新の研究 なコースとして設置し、農業経営の発展
開発の成果、社会情勢の変化に対応し に必要な学理及び技術を修得させること
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たカリキュラムを設定し、農業経営の とし、「セミナーコース」及び「科目履
発展に必要な学理及び技術を修得させ 修コース」を引き続き実施するとともに、
る。 新たなコースとして、様々な経営方法に
（ウ）学識経験者、先進的農業経営者、 関する意見交換、先進事例調査、専門家
研究者等による準備委員会を設置し、 による指導助言等を内容とする「農業者
新たな農業研修教育における教育目標、 教育発展コース」を実施する。
教育の手法・内容、その効果的・効率
的な実施体制等を検討する。なお、先
端技術等を効率的に修得するための新
たなカリキュラムの設定のため、既存
の施設を活用し、必要な体制を整備し
て検討する。
④ 教育の内容の改善を図るため、以 ④ 教育の内容の改善を図るため、以下
下のことを行う。 のことを行う。
（ア）旧農業者大学校の卒業生、非農 （ア）新しい教育課程の教育内容につい
家出身学生等の就農先となるような農 て、学識経験者等から成る農業者大学校
業法人の経営者及び指導農業士等の先 評議会において教育の実施、見直し、改
進的農業経営者や農業研修教育関係者 善について意見を求め、教育内容の改善
から、農業現場から見て望ましい教育 に活かす。
内容についての意見を把握し、カリキ
ュラムの検討の参考にする。
（イ）入学の対象となる者の農業研修 （イ）「サイエンスカフェ」に参加する
教育へのニーズを把握し、ニーズに応 大学生など、入学の対象となる者の農業
えた教育の内容となるよう努める。 研修教育へのニーズを把握し、ニーズに

応えた教育内容となるように努める。
（ウ）新しい教育課程の開始後、在学 （ウ）在学中の学生を対象に、教育内容
中の学生や卒業生を対象に、教育内容 の満足度等に関するアンケートを適切な
の満足度等に関するアンケートを適切 時期に実施し、授業の満足度が 80 ％以
な時期に実施し、授業の満足度が80％ 上となるよう教育内容の改善に努める。
以上となるよう教育内容の改善に努め
る。
⑤ 卒業生の就農率についておおむね9 ⑤ 新しい教育課程の学生の円滑な就農
0％を確保するため、以下のことを行う。 に向け、以下の取組を行い、卒業生の就

農率について概ね 90 ％を確保する。
（ア）現場の農業者による講義 （ア）就農意欲を高めるための現場の農

業者による講義
（イ）演習における学生に対する卒業 （イ）演習における卒業後の経営の参考
後の農業経営の方向についての具体的 となる先進経営の事例研究や将来の営農
な指導 プランの取りまとめ等を通じた卒業後の

農業経営の方向についての具体的な指導
（ウ）非農家出身学生等に対する農業 （ウ）平成 21 年 2 月に認可を取得した
法人の紹介・就農相談によるきめ細か 無料職業紹介事業や平成 20 年 2 月に日
な就農支援 本農業法人協会と締結した連携協力協定

の活用等による非農家出身学生等に対す
る農業法人の紹介、就農相談などきめ細
かな就農支援

（エ）その他、学生の就農意欲を高め （エ）就農意欲を高めるため、近隣の農
るための活動 家ほ場を借り受け、播種から収穫までの

一連の栽培管理等を演習の一環として実
施

⑥ 公開セミナーを開催するとともに、 ウ 公開セミナー等農業の担い ⑥ 農業及び農業者の実態、旧教育課程
教育の理念・内容、学生の取組、卒業 手育成業務に係る国民理解の の卒業生（以下「旧卒業生」という。）
生の特色ある活動等についてのインタ 醸成のための活動は行われて の活動・経営状況等について、国民の理
ーネットによる情報の発信、報道機関 いるか。 解を深めるために公開セミナーを開催す
等への積極的な情報提供等を行い、農 る。また、食料・農業・農村及び農政に
業の担い手育成業務に対し国民の理解 関する新たな知見を広げるための研究集
が得られるよう努める。 会の開催や専修科の「農業者教育発展コ

ース」の開設により、旧卒業生の生涯学
習を支援する。さらに、教育の内容、学
生の取組、旧卒業生の特色ある活動・経
営に対する取組等について、インターネ

（２）旧教育課程の継続 ット等を活用して広く情報提供を行う。
平成18年度までの入学者に対しては、 エ 平成１８年度までの入学者
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卒業生等現場の農業者による講義の実 に対する農業現場の声の教育
施により農業現場の声を教育課程に導 課程への導入、卒業後の農業
入するとともに、演習において、学生 経営の方向についての具体的
に対する卒業後の農業経営の方向につ な指導等が行われたか。また、
いての具体的な指導の実施等を行う。 卒業生の就農率はおおむね９
また、引き続き卒業生の就農率につい ０％以上確保できたか。
ておおむね90％以上を確保する。
（３）本校校舎等の移転 （３）本校校舎等の移転

農業者大学校本校校舎等（東京都多 オ 本校校舎等の売却及び移転 本校本館用地については、引き続き、
摩市連光寺３－23－１、岩手県岩手郡 に向けた取り組みが計画的に 関係機関と調整し、21 年度中の売却を
雫石町二十五地割字沼返19－２ほか、 なされているか。 図る。雫石拠点については 21 年度中に
計 159,065 ㎡）について、平成21年３ 売却する。
月までに売却する。なお、業務のより
円滑かつ効率的な運営を図るため、本
部の所在地へ移転し、売却収入等によ
り業務に必要な施設、設備等を整備す
る。

３．生物系特定産業技術に関する基礎 （指標２－３） ３．生物系特定産業技術に関する基礎
的研究の推進 的研究の推進

食料・農業・農村基本法、森林・林 食料・農業・農村基本法、森林・林業基
業基本法（昭和39年法律第161号）及び 本法（昭和 39 年法律第 161 号）及び水
水産基本法（平成13年法律第89号）等 産基本法（平成 13 年法律第 89 号）等
の基本理念を踏まえた「農林水産研究 の基本理念を踏まえた「農林水産研究基
基本計画」等の生物系特定産業技術（独 本計画」等の生物系特定産業技術（独立
立行政法人農業・食品産業技術総合研 行政法人農業・食品産業技術総合研究機
究機構法第２条に規定する生物系特定 構法第 2 条に規定する生物系特定産業技
産業技術をいう。以下同じ。）の開発に 術をいう。以下同じ。）の開発に関する
関する国の施策を踏まえ、生物の持つ 国の施策を踏まえ、生物の持つ様々な機
様々な機能を高度に利用した新技術・ 能を高度に活用することを主たる内容と
新分野を創出するための基礎的、独創 する基礎的研究を、その発展段階や特性
的な研究並びに様々な分野からの人材、 に応じて基礎から応用まで一体的に推進
研究手法、技術シーズ等を活用した産 することにより、生産性の飛躍的向上や
学官が連携して行う異分野融合型の試 農林水産物の高付加価値化、新需要の開
験研究等を推進するとともに、新事業、 拓等の生物系特定産業の発展の可能性を
新雇用が創出されるよう支援を行うた 広げ、新事業、新雇用が創出されるよう
め、基礎的研究業務を適正かつ着実に 支援を行うため、基礎的研究業務を適正
実施する。 かつ着実に実施する。

業務の推進に当たっては、競争的研 業務の推進に当たっては、競争的資金
究資金の効果を 大限に発揮させると の効果を 大限に発揮させるとともに、
ともに、課題の採択、評価の公正さ、 課題の採択、評価の公正さ、透明性を確
透明性を確保するため、以下の方針の 保するため、以下の方針の下に業務を実
下に業務を実施する。 施する。
（１）課題の公募・採択 （１）課題の公募・採択
① 特定の研究機関に限定せず、広く ア 広く課題が公募されている ① 21 年度の採択課題については、外
課題を公募するものとし、公募開始の か。課題の採択は適切に行わ 部の専門家、有識者で構成する選考・評
１ヶ月前には公募に関する情報をホー れているか。また採択課題に 価委員会の課題の審査結果を踏まえて決
ムページ等により公表するとともに、 ついては審査体制を含め公表 定する。なお、選考・評価委員の選定に
適宜地域での説明会を開催し、事前の されているか。課題選定時期 当たっては、選定・評価委員候補者の選
周知を図る。 の早期化への取り組みが行わ 定を外部に委託するなど、公平性を向上

れたか。 させる仕組みを整備する。
② 課題の採択に当たっては、客観性 ② 採択課題の審査に当たっては、研究
の高い評価指標に基づき、外部の専門 者の研究実績、研究計画や実施体制等研
家、有識者で構成する選考・評価委員 究内容に基づき評価を行い、優れた提案
会の審査結果を踏まえて決定する。 を選定する。また、若手研究者育成枠の

審査において、提案内容の独創性を重視
した審査を行うため、マスキング調査を
実施する。

③ 研究者の所属や経歴、業績等にと ③ 新たに採択した課題については、選
らわれず、研究内容に基づき評価を行 定結果を課題の提案者に対して通知する
い、優れた提案を選定するとともに、 とともに、審査体制とともに、ホームペ
特定の研究者に研究資金が集中しない ージ等により速やかに公表する。また、
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よう配慮する。 選考・評価委員会の名簿を公表するとと
もに、選考・評価委員の業績・実績につ
いても、可能な範囲で公表する。

④ 課題選定の時期を可能な範囲でこ ④ 22 年度の課題の採択に当たっては、
れまで以上に早める努力をするととも 契約の早期化を図る観点から公募時期を
に、選定結果を課題の提案者に対して 21 年度より早めるとともに、審査プロ
速やかに通知する。また、採択課題に セスの見直し行う。なお、募集に当たっ
ついては、審査体制とともに、ホーム ては、研究機関を限定せず、広く課題を
ページ等により速やかに公表する。 公募するものとし、公募開始の 1 ヶ月前

には公募に関する情報をホームページに
掲載する。

（２）研究の管理・評価 （２）研究の管理・評価
① 採択課題については、あらかじめ イ 研究目標の設定など研究計 ① 新たに採択した課題について、研究
研究期間を通じた研究計画を策定する。 画が適切に策定されている 期間を通じた研究計画を策定する。
研究計画には、研究期間終了時点の か。
終目標を明確に記述するとともに、３
年目を目途とした中間時点の目標を可
能な限り明確に記述するものとする。
② 研究計画に基づき、毎年度、課題 ウ プログラム・オフィサーの ② 引き続き、農研機構内部に、採択課
ごとに適切な手法で評価を行うととも 設置など研究課題の管理・運 題の管理・運営支援・評価等の実務を行
に、その結果を踏まえて研究の見直し 営等は適切に行われている う研究経歴のある責任者（プログラム・
等を行う。また、研究機構内部に、採 か。 オフィサー）を配置する。
択課題の管理・運営支援・評価等の実
務を行う研究経歴のある責任者（プロ
グラム・オフィサー）を設置する。
③ ３年を超える研究期間を要する課 エ 中間・終了時評価が適切に ③ 研究計画に基づき、課題ごとに評価
題については、研究期間の３年目に、 行われているか。また、評価 を行うとともに、その結果を踏まえて研
中間評価（５段階評価）を行う。また、 結果が、評価体制とともに公 究の見直し等を行う。
研究期間を終了する課題について終了 表され、資金配分等に反映さ ④ 研究期間が 3 年を超える課題につい
時評価を行う。評価に当たっては、客 れているか。 ては、研究期間の 3 年目に中間評価を行
観性の高い評価指標に基づき、外部の う。中間評価に当たっては、外部の専門
専門家、有識者で構成する選考・評価 家、有識者で構成する選考・評価委員会
委員会を活用したピアレビュー方式で を活用したピアレビュー方式で行う。
行う。 事後評価については、費用対効果に関

評価結果については、評価体制とと する評価項目を新たに設けることとす
もに、国民に分かりやすい形でホーム る。
ページにより公表する。また、中間評 評価の透明性を高める観点から、①評
価結果の高い課題については、資源配 価結果、②選考・評価委員会の名簿、③
分に反映させるとともに、評価結果が 可能な範囲での選考・評価委員の業績・
一定水準（５段階評価の２）に満たな 実績、④評価項目・評価基準等について
い課題は原則として中止又は規模を縮 ホームページにより公表する。
小する。 評価結果の高い課題については、資金

配分に反映させるとともに、評価結果が
一定水準（5 段階評価の 2）に満たない
課題は原則として中止又は規模を縮小す
る。また、優れた成果を上げつつある課
題が、次の研究ステージに応募した場合
には、その研究課題の成果・評価に係る
情報を次の研究ステージの審査委員会に
提供する。

④ 研究の評価及びそれに基づく資金 ⑤ 研究の評価及びそれに基づく資金配
配分については、研究機構の研究者の 分については、研究機構の研究者の応募
応募に係る課題を含め、基礎的研究業 に係る課題を含め、基礎的研究業務にお
務において管理・運営する。 いて管理・運営する。
⑤ 日本版バイ・ドール条項（産業活 オ 日本版バイ・ドール条項の ⑥ 委託研究の成果に係る知的財産権に
力再生特別措置法（平成11年法律第131 適用を積極的に進めている ついて、日本版バイ・ドール条項の適用
号）第30条）の適用を積極的に進め、 か。 を積極的に進め、受託者に権利を帰属さ
研究実施主体のインセンティブを高め せる。
る。
⑥ 継続課題については、研究の評価 ⑦ 継続課題に係る研究契約の締結につ
等に係る手続を踏まえた上で、委託先 いては、委託先の事情に起因する場合等
の事情に起因する場合等を除き、研究 を除き、研究継続に支障が生じないよう
継続に支障が生じないよう契約締結・ 迅速に事務処理を行う。
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確定等の事務処理を迅速に行う。 ⑧ 不正経理の未然防止、研究委託先の
研究費の使途調査等の対策を強化する。

（３）成果の公表等 （３）成果の公表等
① 委託研究を通じて、研究期間途中 カ 論文発表及び知的財産権取 ① 研究成果については、研究期間途中
から、研究者による学術雑誌や学会で 得に向けた法人の方針が明確 から研究者による学術雑誌や学会での発
の発表を促進し、中期目標の期間内に 化され、研究機関に理解され 表を促進し、査読論文発表数 456 報以
おける査読論文発表数を2,280報以上確 ているか。 上を確保する。
保する。また、委託研究を通じて、知 キ 査読論文発表数、国内特許 また、委託研究を通じて、知的財産権
的財産権の取得に努め、中期目標の期 等に関する数値目標の達成に の取得に努め、国内特許等の出願数を 50
間内に250件以上の国内特許等を出願す 向けた進捗はどうか。また、 件以上確保する。
るとともに、海外で利用される可能性、 特許等の海外出願に向けた指 なお、特許等の海外への出願において
我が国の農林水産業等への影響を配慮 導は適切に行われているか。 は、海外で利用される可能性、我が国の
して、特許等の海外出願を行う。 農林水産業等への影響を配慮させる。
② 研究期間終了年度に成果発表会等 ク 成果発表会開催など国民に ② 研究期間の終了した課題について、
を年１回以上開催するとともに、印刷 分かりやすい形での研究成果 成果発表会を開催するとともに、印刷物
物の作成やホームページへの掲載等に に関する情報提供が行われて の作成、ホームページへの掲載により情
より、できるだけ計量的手法等を用い いるか。 報提供を行う。
て、国民に分かりやすい形で研究成果
に関する情報提供を行う。
③ 研究が終了した課題について、事 ケ 研究終了課題について事業 ③ 研究が終了して一定期間が経過した
業目的に対する貢献状況を定期的に把 目的に対する貢献状況の把握 課題について、事業目的に対する貢献状
握・分析する。 ・分析が適切に行われている 況についての把握・分析を行う。
④ 旧農業に関する技術の研究開発の か。 ④ 旧農業に関する技術の研究開発の促
促進に関する特別措置法に基づく研究 進に関する特別措置法に基づく研究開発
開発の成果については、現地検討会の の成果について、現地検討会の開催、ホ
開催、ホームページによる公表等によ ームページ等による公表により、生産現
り、生産現場への普及を進める。 場への普及に努める。

４．生物系特定産業技術に関する民間 （指標２－４） ４．生物系特定産業技術に関する民間
研究の支援 研究の支援
（１）民間研究促進業務に係る委託事 （１）民間研究促進業務に係る委託事業
業 「農林水産研究基本計画」等の生物系

「農林水産研究基本計画」等の生物 特定産業技術の開発に関する国の施策を
系特定産業技術の開発に関する国の施 実現する方策の一つとして、生物系特定
策を実現する方策の一つとして、生物 産業技術に関する民間の研究開発を促進
系特定産業技術に関する民間の研究開 するため、実用化段階の試験及び研究を
発を促進するため、従来の出融資とい 民間企業等に委託する事業を行う。
う手法による基礎又は応用段階からの
試験及び研究に対する支援に代えて、
実用化段階の試験及び研究を民間企業
等に委託する事業を行う。
ア 公募の周知 ア 公募の事前周知について十 ア 公募の周知

公募に当たっては、ホームページ等 分な取り組みが行われたか。 公募に当たっては、ホームページ等の
のメディアを 大限に活用して情報提 また、課題選定の迅速化への メディアを 大限に活用するなどして積
供を行う。 取り組みが行われたか。 極的に情報提供を行う。

また、ホームページ上に公募開始の また、ホームページ上において公募開
１ヶ月前には、公募に係る事前の周知 始の１ヶ月前には公募に係る情報提供を
を行う。 行う。
イ 選定の迅速化 イ 選定の迅速化

新規採択課題については、公募締切 応募者の利便性を確保するため、公募
から採択決定までの期間を原則として1 締切から原則として 120 日以内に新規
20日以内とし、可能な限り期間の短縮 採択課題を決定する。
化を図り、応募者の利便性の確保に努
める。
ウ 採択時における事前評価の実施 イ 採択時の事前評価が、客観 ウ 採択時における事前評価の実施

外部の専門家及び有識者（以下「有 性の高い評価基準に基づき、 外部の専門家及び有識者（以下「有識
識者等」という。）で構成する評価委員 市場創出効果等適切な視点か 者等」という。）で構成する評価委員会
会を設置し、客観的な採択評価基準に ら厳正に行われているか。ま を設置し、客観的な採択評価基準に基づ
基づき、公正な評価を行う。その際、 た、採択結果の公表と不採択 き、公正な評価を行う。
同一の研究開発への研究資金の重複、 課題応募企業に対する理由の 同一の研究開発への研究資金の重複、
特定の研究者への研究費の集中を排除 通知が行われているか。 特定の研究者への研究費の集中を排除す
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しつつ、市場創出効果、研究課題の生 るためのチェックを研究機構内におい
物系特定産業や社会・経済への貢献度、 て、的確に行う。
新規性・実用化ニーズのほか、研究・ 市場創出効果、研究課題の生物系特定
事業化計画・実施体制の妥当性、事業 産業や社会・経済への貢献度、新規性・
の実現可能性・収益可能性等の視点か 実用化ニーズのほか、研究・事業化計画
らの審査を厳正に行う。 ・実施体制の妥当性、事業の実現可能性

なお、評価委員会を構成する委員に ・収益可能性等の視点からの審査を厳正
は当該研究分野に関して技術的な知見 に行う。
を有する者のほか、企業経営の専門家 評価委員会を構成する委員には当該研
を加える。 究分野に関して技術的な知見を有する者

また、採択結果の公開と不採択課題 のほか、企業経営の専門家を加える。
応募企業に対する理由の通知を行う。 また、採択結果を公開するとともに応

募のあった法人が不採択であっても当該
法人の利便に資するため、不採択に関す
る理由の通知を行う。

エ 採択案件の公表 エ 採択案件の公表
評価委員会の評価を経て新規採択し 評価委員会の評価を経て新規採択した

た案件については、速やかにホームペ 案件については、採択課題名、提案法人
ージに掲載して公表する。 名、採択課題の概要等を速やかにホーム

ページに掲載して公表する。
オ 年次評価に基づく研究課題等の見 ウ 年次評価が適切に行われ、 オ 年次評価に基づく研究課題等の見直
直し 研究開発の加速化・縮小・中 し

採択案件の委託期間中において、有 止・見直し等に反映されてい 20 年度及び 21 年度に採択した案件に
識者等の知見を活用し、毎年度、年次 るか。 ついて、有識者等の知見を活用し、年次
評価を行い、その結果を基に採択案件 評価を行い、その結果を基に採択案件の
の加速化・縮小・中止・見直し等を迅 研究の加速化・縮小・中止・見直し等を
速に行う。特に、評価結果が一定水準 迅速に行う。
に満たない案件については、原則とし 特に、評価結果が予め定めた一定水準
て当該案件の研究開発を中止する。 に満たない案件については、原則として

当該案件の研究開発を中止する。
年次評価は、個別課題ごとに報告書の

提出を求め、原則として統括責任者及び
研究代表者に対する年 1 回のヒアリング
を行うものとする。

カ 終了時評価の実施と公表等 エ 研究終了後課題について、 カ 終了時評価の実施と公表等
委託期間終了時において、企業経営 事業化の状況等の追跡調査や 19 年度に採択した案件について、企

の専門家を含む有識者等からなる総合 研究開発の実用化、経済社会 業経営の専門家を含む有識者等からなる
評価委員会を開催し、研究開発成果の への貢献・影響の評価が適切 総合評価委員会を開催し、研究開発成果
終了時評価を行う。 に行われているか。 の終了時評価を行う。

また、その後も事業化の状況等につ 終了時評価は、個別課題ごとに報告書
いて定期的に追跡調査を行い、研究開 の提出を求め、原則として統括責任者及
発の実用化、経済社会への貢献・影響 び研究代表者に対するヒアリングを行う
について、定量的な手法を含めた評価 ものとする。
を行うとともに、調査や評価の結果に なお、委託期間の延長申請がなされた
ついて、積極的に情報提供を行う。 案件があった場合は、終了時評価におい

なお、委託期間の延長申請がなされ て延長の必要性について厳格な評価を行
た課題は、委託期間終了時に延長の必 った上で延長の可否を決定する。
要性について厳格な評価を行った上で、
延長の可否を決定する。
キ 研究開発成果の帰属等 オ 日本版バイ・ドール条項の キ 研究開発成果の帰属等
研究開発成果については、「知的財産 適用比率について、適用でき 研究開発成果については、日本版バイ

戦略大綱」の趣旨を踏まえ、日本版バ ない場合を除き１００％とな ・ドール条項の適用比率を、委託先の事
イ・ドール条項の適用比率を、委託先 っているか。 情により適用できない場合等を除き 100
の事情により適用できない場合等を除 ％とすることにより、知的財産の創出や
き100％とすることにより、知的財産の 製品化を促進する。
創出や製品化を促進するとともに、製
品化に伴う売上納付の確保に努める。
ク 研究開発成果の事業化等への取組 カ 研究成果の事業化等への取 ク 研究開発成果の事業化等への取組

中期目標の期間内に採択する新規課 組が適切に行われているか。
題については、委託終了後３年以内を 利用が見込まれない特許等に
目途に事業化により売上が計上される 対する法人の対応状況は適切
率を50％以上とすることを目標とする。 か。

研究開発成果の事業化と売上計上を
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極力実現するため、以下の取組を行う。
① 継続中の課題については、個別課 ① 継続中の案件について、年次評価に
題ごとに報告書の提出を求め、毎年１ おいて、研究開発の進捗状況及び事業化
回のヒアリングを行い、研究開発の進 の構想とその取組状況を把握し、当該評
捗状況及び事業化の構想とその取組状 価結果を踏まえて必要な指導を行うもの
況を把握し、必要な指導を行う。 とする。
② 終了課題に係る追跡調査の結果を ② 20 年度までに終了した課題につい
踏まえ、事業化計画の見直し等を指導 て事業実施報告書を徴収し、必要に応じ
する。 て追跡調査を実施する。
③ 日本版バイ・ドール条項の規定に ③ 日本版バイ・ドール条項の規定によ
より委託先に帰属する特許権等の中で、 り委託先に帰属する特許権等の中で、委
委託先において当面利用が見込まれな 託先において当面利用が見込まれない特
い特許等、広く許諾又は移転等の希望 許等、広く許諾又は移転等の希望者を求
者を求めることが適切な特許等につい めることが適切な特許等の存在が認めら
ては、ホームページや公的な特許等の れた場合は、ホームページや公的な特許
流通データベースに掲載し、積極的に 等の流通データベースに掲載し、積極的
情報公開する。 に情報公開する。
ケ 研究開発成果等の公表 キ 研究開発成果等の公表が適 ケ 研究開発成果等の公表

研究開発成果や終了時評価の結果に 切に行われているか。 対外的に公表可能な研究開発成果が得
ついては、ホームページ等のメディア られた場合には、ホームページ等におい
を 大限に活用し、できるだけ計量的 て積極的な広報を行う。また、日本版バ
な手法を用いてとりまとめ、概要を積 イ・ドール条項の規定により委託先に帰
極的に公表する。また、日本版バイ・ 属する特許権等について、当該委託先に
ドール条項の規定により委託先に帰属 おける事業化の状況及び第三者への実施
する特許権等について、当該委託先に 許諾の状況等につき調査し、適切な形で
おける事業化の状況及び第三者への実 対外的に公表する。
施許諾の状況等につき毎年調査し、適
切な形で対外的に公表する。
（２）民間研究促進を中心とした産学 （２）民間研究促進を中心とした産学官
官連携のための事業 連携のための事業

民間研究開発の支援等により産学官 ク 産学官連携の取組が適切に 民間研究開発の支援等により産学官の
の連携を推進するため、中期目標の期 行われているか。また、イベ 連携を推進するため、21 年度中に全国
間内に全国で35回以上各種イベント等 ント等の開催数、共同研究の で７回以上各種イベント等により情報交
を開催し情報交流の場の提供を行うと あっせん・相談活動数等に関 流の場の提供を行うとともに、20 件以
ともに、100件以上共同研究のあっせん する数値目標の達成に向けた 上共同研究のあっせん・相談活動等を実
・相談活動等を実施する。 進捗はどうか。 施する。

また、生物系特定産業技術に関する また、生物系特定産業技術に関する
新の技術情報を的確に調査・収集・ 新の技術情報を的確に調査・収集・整理

整理し、広報誌及びホームページに掲 し、広報誌及びホームページに掲載する
載すること等により提供する。ホーム こと等により提供する。ホームページに
ページについては、月１回以上更新す ついては、月 1 回以上更新する等により、
る等により、情報の提供を迅速かつ積 情報の提供を迅速かつ積極的に行う。
極的に行う。
（３）特例業務 （３）特例業務
１）出資事業については、以下の取組 １）出資事業については、以下の取組を
を行う。 行う。
ア 平成17年度に新規の出資を終了し
た案件

出資期間終了後１年以内に企業経営
の専門家を含む有識者等からなる総合
評価委員会を開催し、研究開発成果の
終了時評価を行い、その評価結果につ
いて総合的な達成度を段階評価等でき
るだけ計量的な手法を用いてとりまと
め、概要をホームページ等により公表
する。
イ 中期目標期間中に出資終了後３年 ケ 中期目標期間中に出資終了
が経過する案件 後３年が経過する案件につい

出資終了後３年を目途にロイヤリテ て収益計上率に関する数値目
ィ等の事業収入により出資先研究開発 標の達成に向けた進捗はどう
会社に収益が計上される率を50％以上 か。
とすることを目標とする。
ウ 出資終了後の研究開発会社に係る コ 出資終了後の研究開発会社 ア 出資終了後の研究開発会社に係る取
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取扱い 等の整理の検討・実施やその 扱い
① 研究開発成果について積極的な広 場合の資金回収の最大化（欠 ① 出資終了後の研究開発会社の研究成
報を行うとともに、その後の事業化の 損金処理）への取り組みが十 果についてホームページ等において積極
取組状況及び経営状況等を把握し、必 分行われたか。 的な広報を行うとともに、その後の事業
要な場合には収益の改善策の策定等を 化の取組状況及び経営状況等を把握し、
指導する。また、研究開発会社等にお 必要に応じて収益の改善策の策定等の指
いて当面利用が見込まれない特許等、 導を行う。
広く許諾又は移転等の希望者を求める また、研究開発会社等において当面利
ことが適切な特許等については、積極 用が見込まれない特許等、広く許諾又は
的に情報公開する。 移転等の希望者を求めることが適切な特

許等については、ホームページや公的な
特許等の流通データベースに掲載し、積
極的に情報公開する。

② 今後、研究開発成果の活用の見込 ② 研究開発会社のうち、原則として、
がなく、かつ、収支見通しにおいて収 中期目標期間中に単年度損益黒字が見込
益を確保する見通しがない場合等には、 めず純資産額が維持・増加しない等の会
当該会社の整理を行う。整理に当たっ 社については、外部専門家の評価結果も
ては、原則として、外部専門家の評価 踏まえ、速やかに整理を行う。清算を行
を得るとともに、資金回収の 大化を う会社が保有する特許等については売却
図る。 を指導し、可能な特許等は換価し、資金

回収の 大化を図る。
③ また、民間の自主性を尊重しつつ ③ また、民間の自主性を尊重しつつ資
資金回収の 大化を図る等の観点から、 金回収の 大化を図る等の観点から所有
所有株式を売却することが適当と見込 株式の全部又は一部を売却することが適
まれる研究開発会社については、当該 当と見込まれる会社については、必要に
会社に係る所有株式を売却する。 応じて第三者の評価を得つつ、当該会社

に係る所有株式を売却する。
④ これらの概要をホームページ等に ④ 会社の整理を行った場合又は所有株
より公表する。 式の売却を行った場合は、その概要をホ

ームページ等により公表する。
２）融資事業については、貸付先に対 サ 融資事業について貸付金回 イ 貸付金の回収については、回収予定
し定期的に経営状況を把握できる資料 収に向けた取り組みが十分行 分等を確実に回収する。
の提出を求めるとともに、必要に応じ われたか。
て信用調査等を行うことにより、貸付
金の確実な回収を進める。

５．農業機械化の促進に関する業務の ５．農業機械化の促進に関する業務の推
推進 進
農業機械化促進法（昭和28年法律第2

52号）に基づいて行う、農業機械に関
する試験研究及び検査・鑑定等の業務
を、総合的かつ計画的に実施する。

農業機械の試験研究等の業務に当た
っては、同法に基づく「高性能農業機
械等の試験研究、実用化の促進及び導
入に関する基本方針」（以下「基本方針」
という。）に即し、以下の研究推進方向
に沿って、効率的かつ効果的な試験研
究を実施する。

農業機械の検査・鑑定の業務につい
ては、安全性評価及び環境性能評価の
充実を図りつつ、効率的かつ効果的に
実施する。

（１）研究の推進方向 （１）研究の推進方向
（略） （略）

（２）効率的かつ効果的な研究開発を （指標２－５－(2)） （２）効率的かつ効果的な研究開発を進
進めるための配慮事項 めるための配慮事項
（１）に掲げた高性能農業機械等の試 （１）に掲げた高性能農業機械等の試験
験研究を効率的かつ効果的に進めるた 研究を効率的かつ効果的に進めるため、
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め、以下の事項に配慮する。 以下の事項に配慮する。
① 開発・改良の課題設定に当たって ア 外部専門家による課題評 ① 開発・改良の課題設定に当たって
は、重点的かつ的確な課題設定を行う 価、機械の普及促進に向けた は、重点的かつ的確な課題設定を行うた
ため、外部専門家による厳格な課題評 開発・改良のニーズ調査を適 め、外部専門家による厳格な課題評価を
価を経るとともに、普及組織や関係団 切に実施し、研究資源の重点 経るとともに、普及組織や関係団体等の
体等の協力も得て消費者・実需者、農 化、実用化の促進を図ってい 協力も得て消費者・実需者、農業生産者
業生産者等に対して、幅広い視点から るか。 等に対して、幅広い視点からニーズ調査
ニーズ調査（開発改良ニーズ調査）を （開発改良ニーズ調査）を実施する。ま
実施する。また、開発した機械の普及 た、開発した機械の普及を促進させるた
を促進させるため、機械の性能面にと め、機械の性能面にとどまらず、経営の
どまらず、経営の視点に立った生産コ 視点に立った生産コストの削減、軽労化、
ストの削減、軽労化、環境保全等への 環境保全等への導入効果を重視する。
導入効果を重視する。
② 開発成果の実効性を高めるため、 イ 早期現地試験・モニタリン ② 開発成果の実効性を高めるため、現
現場ニーズの変化に対応した事業の展 グ・現地検討会の結果や研究 場ニーズの変化に対応した事業の展開を
開を進め、研究段階の試作機を用いた 成果の実用化・普及状況が事 進め、研究段階の試作機を用いた早期現
早期現地試験やモニタリングの実施、 業計画等の策定・見直し等に 地試験やモニタリングの実施、現地検討
現地検討会の開催等により現地適応性 反映されているか。 会の開催等により現地適応性について把
について把握・分析を行い、事業計画 握・分析を行い、事業計画の策定・見直
の策定・見直しに活用する。 しに活用する。

また、研究成果の農業機械メーカー また、研究成果の農業機械メーカーに
における実用化状況及び農業生産現場 おける実用化状況及び農業生産現場での
での普及状況やその要因、経営改善効 普及状況やその要因、経営改善効果を把
果を把握・分析することにより、事業 握・分析することにより、事業の展開や
の展開や見直し、普及促進のための改 見直し、普及促進のための改良に反映さ
良に反映させる。 せる。
③ 研究開発の効率化と研究期間の短 ウ 民間や大学との共同研究、 ③ 民間や大学との連携のため、共同研
縮化を図るため、民間や大学との連携 他研究分野との連携等が適切 究又は委託研究契約を締結するととも
による共同研究等を実施するとともに、 に図られているか。 に、研究機構内研究所における農業経営、
農業経営、作物育種、栽培技術、作業 作物育種、栽培技術、作業技術、農業土
技術、農業土木や食品工学等の研究分 木や食品工学等との協定研究の締結を促
野との密接な連携を図る。 進する。

評価結果とニーズ調査の結果を踏ま また、評価結果とニーズ調査の結果を
え、ニーズ及び緊急性の高い課題につ 踏まえ、ニーズ及び緊急性の高い課題を
いては、研究資源を重点的に配分して 選定、研究費を重点的に配分する。
優先的に実施し、早期に実用化を図る。
④ 開発機種の実用化を促進するため、 ④ 開発機種の実用化を促進するため、
当該事業の実施主体及び関連農業機械 当該事業の実施主体及び関連農業機械メ
メーカー等民間事業者に対して部品の ーカー等民間事業者に対して部品の共通
共通化、汎用化、設計調整等に関する 化、汎用化、設計調整等に関する支援を
支援を実施するとともに、技術指導、 実施するとともに、技術指導、研修生の
研修生の受入れ、技術相談等による技 受入れ、技術相談等による技術支援を実
術支援を実施する。 施する。

（３）農業機械の検査・鑑定 （指標２－５－(3)） （３）農業機械の検査・鑑定
① 農業機械の安全性や環境性能の向 ア 安全性評価・環境性能評価 ① 農業機械の安全性や環境性能の向上
上に向け、事故調査の実施及びその結 の充実に向けた取り組みが に向け、事故調査の実施及びその結果や
果、国内外の規制の動向等を踏まえ、 行われているか。 研究成果を踏まえ、歩行運転を行う機械
検査・鑑定における事故防止・被害低 及び刈払機の飛散物防護カバーについ
減に向けた安全性評価、排出ガスの規 て、22 年度からの検査・鑑定の安全性
制強化への対応や農薬のドリフト低減 評価基準の見直しに向けた取り組みを行
に資するよう環境性能評価の充実を図 う。農薬のドリフト低減に資するよう環
る。 境性能評価の充実に向け、開発した液剤

散布機のドリフトの効率的な測定技術の
検査・鑑定への適用性を検討する。

② 検査手法の改善等による効率的な イ 検査・鑑定業務に係る平均 ② 検査の効率化を図るため、申請者デ
検査・鑑定の実施、事務処理の合理化 処理期間の短縮に関する数値 ータの活用や事務処理の一層の合理化を
等を進め、検査・鑑定の実施から成績 目標の達成に向けた進捗はど 進め、検査・鑑定実施から成績書提出ま
書提出までの期間を10％短縮する。 うか。 での期間を短縮する。
③ 農作業事故の防止を目指し、開発 ③ 農作業事故の防止を目指し、開発改
改良研究や事故調査の分析結果に基づ 良研究や事故調査の分析結果に基づいた
いた農業機械作業の安全に係る情報を、 農業機械作業の安全に係る情報を、農業
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農業者、農業関係団体、普及関係者等 者、農業関係団体、普及関係者等に積極
に積極的かつ効果的に提供するため、 的かつ効果的に提供するため、ホームペ
ホームページ等、広報内容の充実を図 ージ等、広報内容の充実を図る。
る。
④ 外部から寄せられた検査・鑑定に ウ 農業機械作業の安全に係る ④ 外部から寄せられた検査・鑑定に関
関する質問及びその回答を分かりやす 情報、検査・鑑定に関する質 する質問及びその回答を、分かりやすい
い形でとりまとめ、３ヶ月ごとにホー 問及び回答等について、ホー 形でとりまとめ、3 ヶ月毎にホームペー
ムページを通じて情報提供を行う。 ムページ等を通じて適切に情 ジに掲載する。
⑤ 型式検査合格機、安全鑑定適合機 報提供が行われているか。 ⑤ 検査成績、機種の特徴等のデータを
について、機械導入等の際の指針とし 追加し、データベースを充実させ、機械
て活用されるよう、検査成績の内容、 導入等の参考として活用されるようホー
機種の特徴等を容易に検索・比較でき ムページを通じて一般の利用に供する。
るデータベースを充実させ、ホームペ
ージを通じて広く一般の利用に供する。

６．行政との連携 （指標２－６） ６．行政との連携
（１）総合的研究の推進のための連携 ア 行政部局と密接な連携をと （１）総合的研究の推進のための連携
① 我が国を代表する食料・農業・農 りつつ、生産・流通・消費等 ① 地域の自然条件及び社会経済条件等
村に関する技術上の総合的な研究機関 にかかる総合的研究が的確に に即して地域農業を変革し、かつ、生産
として、行政部局と密接な連携を図り 推進されているか。 現場及び地域産業に直結した技術等によ
つつ、生産基盤、農業生産現場から加 る地域農業の確立及び地域の活性化を図
工・流通・消費までの技術並びにこれ イ 連絡会議・協働のシンポジ ることを目的とした地域農業確立総合研
らと関連した農村及び食品産業の振興 ウムの開催など行政との連携 究を、行政部局と密接な連携を図りつつ、
に資する一貫した応用技術の開発を的 ・協力が十分行われている 生産、流通及び消費の各方面からの意見
確に推進するとともに、行政の委員会 か。委員会委員としての協力、 を取り入れて実施する。
・会議等に職員を派遣する。また、行 技術相談への対応に関する数 また、地方農政局等が主催する地域研
政との協働によるシンポジウム等の開 値目標の達成見込みはどう 究・普及連絡会議に対しては、地域試験
催、行政等の要請に応じた技術情報の か。 研究推進会議との役割分担に留意ししつ
適切な提供を行う。 つ、｢国の施策で対応すべき技術的課題｣

や｢農業新技術 200X ｣の候補となる課題
や技術を積極的に提案するなど、連携、
協力を推進する。
さらに、行政の要請に応じ、委員会・

会議等に職員を派遣するとともに、協働
によるシンポジウム等の開催、技術情報
の適切な提供を行う。

② 農業農村整備の推進を支えるため、 ウ 農業農村整備の推進のため ② 全国の地方農政局の農業農村整備関
事業現場で発生する技術的課題の解決 の技術支援、受託研究等への 係国営事業所等からは、個別施設機能の
のための技術支援、受託研究等への取 取組みが適切に行われている 評価、調査、設計内容の分析、管理方法
組を一層推進する。 か。 の開発、対策工法の検討、水質や有用資

源等の分析等に関する受託研究を実施す
る。これらの成果を社会に還元すること
により、農村工学分野としての社会貢献
を果たす。

③ 中期目標期間内に行政への委員等 ③ 行政への委員等としての協力は、農
としての協力について、農業・食品産 業・食品産業技術に関する試験研究の業
業技術に関する試験研究等の業務にお 務において 540 件以上、農業機械化促
いて2,700件以上、農業機械化促進法に 進法に基づく試験研究の業務において
基づく試験研究等の業務において115件 23 件以上を目指す。行政からの技術相
以上を目指す。中期目標期間内に行政 談については、農業・食品産業技術に関
からの技術相談に対する対応件数につ する試験研究の業務において 1,440 件以
いて、農業・食品産業技術に関する試 上、農業機械化促進法に基づく試験研究
験研究等の業務において7,200件以上、 の業務において 80 件以上を目指す。
農業機械化促進法に基づく試験研究等
の業務において400件以上を目指す。

（２）災害対策基本法及び国民保護法 （２）災害対策基本法及び国民保護法等
等に基づく技術支援 エ 災害対策基本法等に基づく に基づく技術支援
① 災害対策基本法（昭和36年法律第2 災害対応、食品安全基本法に ① 災害対策基本法（昭和 36 年法律第
23号）や武力攻撃事態等における国民 基づく緊急対応、重要な家畜 223 号）や国民保護法（平成 16 年法律
の保護のための措置に関する法律（国 伝染病発生時の緊急防疫活動 第 113 号）に基づく指定公共機関とし
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民保護法）（平成16年法律第113号）の など危機管理への機動的対応 て、集中豪雨や地震、武力攻撃事態等の
指定公共機関として、集中豪雨や地震 が適切に行われたか。 災害に機動的に対応する。
等の災害に機動的に対応する。
② 食品安全基本法（平成15年法律第4 ② 食品安全基本法（平成 15 年法律第
8号）に基づく緊急対応を含めて、農産 48 号）に基づく緊急対応を含めて、農
物・食品の安全性の確保に向けて機動 産物・食品の安全性の確保に向けて機動
的に対応する。 的に対応する。行政部局と農研機構、関

連研究機関との間で情報交換・討議を行
うために食品安全研究連絡会議を 11 月
に開催する。トランス脂肪酸に対する社
会的な関心の高まりを受け、平成 19 年 1
月 30 日より食品総合研究所のホームペ
ージで公開している関連情報を更新す
る。

③ 重要な家畜伝染病発生時の緊急防 ③ 重要な家畜伝染病発生時の緊急防疫
疫活動等の危機管理に際しては、国・ 活動等の危機管理に際しては、国・地方
地方自治体等の要請に応じて積極的に 自治体等の要請に応じて積極的に協力す
協力する。 る。

７．研究成果の公表、普及の促進 （指標２－７） ７．研究成果の公表、普及の促進
（１）国民との双方向コミュニケーシ ア 広く国民・関係機関に分か （１）国民との双方向コミュニケーショ
ョンの確保 りやすい研究情報を発信し、 ンの確保

研究開発の推進に際しては、国民に 国民との双方向コミュニケー 研究開発の推進に際しては、国民に対
対する説明責任を果たすため、国民と ションを確保しているか。 する説明責任を果たすため、国民との継
の継続的な双方向コミュニケーション 続的な双方向コミュニケーションを確保
を確保するとともに、多様な情報媒体 するとともに、多様な情報媒体を効果的
を効果的に活用し、広く国民・関係機 に活用し、広く国民・関係機関に分かり
関に分かりやすい研究情報を発信する。 やすい研究情報を発信する。
特に、遺伝子組換え技術等の先端的な イ 遺伝子組換え技術、農業農 特に、遺伝子組換え技術については、20
研究活動についての科学的かつ客観的 村の多面的機能等について、 年度に策定した遺伝子組換え作物研究の
な情報を分かりやすく発信し、関係者 国民の理解を得るための取り 推進方針に基づき正確で分かりやすい情
の理解を得るよう努める。 組みが十分行われているか。 報提供を行うため、研究管理担当理事を

農業・農村の持つ多面的機能の研究 議長とする GMO 研究戦略会議の指揮の
活動については、広く国民・関係機関 下でコミュニケーション活動を行うなど
に研究情報を分かりやすく発信し、理 組織的な取組を強化する。
解を得るとともに積極的な意見交換を 農業・農村の持つ多面的機能に関する
行うよう努める。 研究活動については、一般公開等での展

示・実演・講演会等やホームページ等を
通じ、広く国民・関係機関に研究情報を
分かりやすく発信し、理解を得るととも
に積極的な意見交換を行うよう努める。

（２）成果の利活用の促進 （２）成果の利活用の促進
① 研究成果の中で生産・流通加工現 ウ 普及に移しうる成果に関す ① 研究成果の中で生産・流通加工現場
場や国民に利活用できる（普及に移し る数値目標達成に向けた進捗 や国民に利活用できる（普及に移しうる）
うる）研究成果を外部の評価により、 はどうか。成果の選定、フォ 研究成果を外部の評価により、農業・食
中期目標の期間内に農業・食品産業技 ローアップ等が適切に行われ 品産業技術に関する試験研究の業務にお
術に関する試験研究の業務において560 ているか。 いて 112 件以上、農業機械化促進法に
件以上、農業機械化促進法に基づく試 基づく試験研究の業務において 10 件以
験研究の業務において50件以上を選定 上を選定し、農業農村整備事業の現場、
し、農業農村整備事業の現場、普及・ 普及・行政部局、食品産業界等と緊密に
行政部局、食品産業界等と緊密に連携 連携しつつ、普及を図る。また、研究成
しつつ、普及を図る。また、これら研 果の基盤整備の現場、生産現場や食品産
究成果の基盤整備の現場、生産現場や 業界への普及状況のフォローアップ調査
食品産業界への普及状況のフォローア を実施する。
ップ調査を実施する。
② 行政、生産者や国民が利用可能な エ 受け手を明確にし、研究成 ② 行政、生産者や国民が利用可能な各
各種のマニュアル、データベース等を 果の普及・利活用を促進する 種のマニュアル、データベース等を作成
作成するとともに、農林水産省研究ネ 取り組みが適切に行われてい するとともに、農林水産省研究ネットワ
ットワーク、インターネットを活用し るか。その効果は出ているか。 ーク、インターネット等を活用して、研
て、研究成果の受け手を明確にしつつ 究成果の受け手を明確にしつつ成果の普
成果の普及、利活用を図る。 及、利活用を図る。
（３）成果の公表と広報 （３）成果の公表と広報
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① 研究成果は国内外の学会、シンポ オ 論文の公表に関する数値目 ① 研究成果は国内外の学会、シンポジ
ジウム等で発表するとともに、中期目 標達成に向けた進捗はどう ウム等で発表するとともに、農業・食品
標の期間内に農業・食品産業技術に関 か。 産業技術に関する試験研究の業務におい
する試験研究の業務において6,900報以 て 1,380 報以上、農業機械化促進法に基
上、農業機械化促進法に基づく試験研 づく試験研究の業務において 11 報以上
究の業務において55報以上の査読論文 の査読論文を学術雑誌、機関誌等に公表
を学術雑誌、機関誌等に公表する。 する。
② 主要な研究成果については、イン カ 研究成果に関する情報提供 ② 主要な研究成果については、インタ
ターネットを通じて迅速に情報提供を と公開は適切に行われたか。 ーネットを通じて迅速に情報提供を行う
行うほか、具体的な展示や催事、研究 プレスリリースに関する数値 ほか、展示や催事、研究成果発表会等を
成果発表会等を通じて公開する。また、 目標達成に向けた進捗はどう 通じて公開する。また、特に重要な成果
特に重要な成果に関しては、適宜マス か。 に関しては、適宜マスコミに情報を提供
コミに情報を提供する。中期目標期間 する。プレスリリースについては、農業
内にプレスリリースについて、農業・ ・食品産業技術に関する試験研究の業務
食品産業技術に関する試験研究の業務 において 100 件以上、農業機械化促進
において500件以上、農業機械化促進法 法に基づく試験研究の業務において 20
に基づく試験研究の業務において100件 件以上を目指す。
以上を目指す。 さらに、研究成果の受け渡し先を明確

さらに、研究成果の受け渡し先を明 キ 研究成果の受け渡し先への にし、その特性に応じた分かりやすく適
確にし、その特性に応じた分かりやす 効果的な広報が行われている 切な方法により、効果的な広報を行う。
く適切な方法により、効果的な広報を か。
行う。
（４）知的財産権等の取得と利活用の （４）知的財産権等の取得と利活用の促
促進 進
① 「知的財産センター」を活用し、 ク 知財センターを活用し、特 ① 知的財産センターを活用し、特許、
特許、品種登録等の知的財産権の確保 許、品種登録等の知的財産権 品種等の知的財産権の確保及び利用の促
及び利用の促進・強化を図る。 の確保、利用促進の取り組み 進・強化を図る。
② 知的財産権の取得に努め、中期目 が適切に行われたか。特許に ② 知的財産権の取得に努め、国内特許
標の期間内に国内特許等を農業・食品 関する数値目標達成に向けた 等を農業・食品産業技術に関する試験研
産業技術に関する試験研究の業務にお 進捗はどうか。外国出願は適 究の業務において 100 件以上、農業機
いて500件以上、農業機械化促進法に基 切に行われているか。 械化促進法に基づく試験研究の業務にお
づく試験研究の業務において115件以上 いて 23 件以上出願するとともに、国内
出願するとともに、国内特許の保有数 特許の保有数に占める許諾数の割合を農
に占める許諾数の割合を農業・食品産 業・食品産業技術に関する試験研究の業
業技術に関する試験研究の業務におい 務において 16 ％以上、農業機械化促進
て16％以上、農業機械化促進法に基づ 法に基づく試験研究の業務において 18
く試験研究の業務において18％以上と ％以上とすることを目指す。また、必要
することを目指す。また、海外で利用 に応じて、特許等の外国出願を行う。
される可能性、我が国の農業や農村及
び食品産業等への影響を配慮して、特
許等の外国出願を行う。
③ 育種研究成果については、中期目 ケ 育種研究成果に関する数値 ③ 育種研究成果については、種苗法（平
標の期間内に140件以上の品種登録出願 目標達成に向けた進捗はどう 成 10 年法律第 83 号）に基づき 28 件以
を種苗法（平成10年法律第83号）に基 か。外国出願は適切に行われ 上の品種登録出願を行う。特性が優良で
づいて積極的に行い、育種研究成果の ているか。 普及性の高いものについては農林認定申
普及及び利用促進を図る。また、海外 請を積極的に行い、普及及び利用促進を
で利用される可能性、我が国の農業や 図る。また、海外で利用される可能性、
食品産業等への影響を配慮して、外国 我が国の農業や食品産業等への影響を配
出願を行う。 慮して、外国出願を行う。
④ 職務発明等による補償金の取扱い ④ 特許等登録補償金及び実施補償金の
等について研究職員等へ周知し、知的 取扱い等を研究職員へ周知させる等によ
財産権取得のインセンティブを与える。 り、知的財産権取得のインセンティブを

与える。
⑤ 取得した知的財産権に係る情報提 コ 知的財産に関する情報提 ⑤ 取得した知的財産権については、イ
供はインターネット、その他の手段や 供、ＴＬＯの活用など知的財 ンターネット、パンフレットの作成・配
多様な機会を通じて積極的に行うとと 産の利用促進の取り組みは適 付、各種イベント等を通じて積極的に情
もに、農林水産大臣が認定した技術移 切に行われたか。 報提供を行うとともに、TLO の技術移
転機関（ＴＬＯ）の技術移転活動等を 転活動等を活用し、民間等における利用
活用し、民間等における利用を促進す を促進する。この場合、知的財産権の実
る。この場合、知的財産権の実施の許 施の許諾等については、TLO とも連携
諾等については、ＴＬＯとも連携しつ しつつ、我が国の農業や農村及び食品産
つ、我が国の農業や農村及び食品産業 業等の振興に配慮の上、決定する。
等の振興に配慮の上、決定する。
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８．専門研究分野を活かしたその他の （指標２－８） ８．専門研究分野を活かしたその他の
社会貢献 社会貢献

（１）分析、鑑定の実施 （１）分析、鑑定の実施
行政、各種団体、大学等の依頼に応 ア 行政等の依頼に応じ、専門 行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、

じ、研究機構が有する高度な専門的知 知識を必要とする分析・鑑定 研究機構が有する高度な専門的知識が必
識が必要とされ、他の機関では実施が が適切に行われたか。 要とされ、他の機関では実施が困難な分
困難な分析、鑑定を実施する。 析、鑑定を実施する。

特に、動物衛生に関しては、診断の イ 動物衛生に関して、疫病発 特に、動物衛生に関しては、診断の困難
困難な疾病、診断に特殊な試薬や技術 生時の危機管理が適切に行わ な疾病、診断に特殊な試薬や技術を要す
を要する疾病、新しい疾病、国際重要 れ、社会的責務が果たされた る疾病、新しい疾病、口蹄疫等の国際重
伝染病が疑われる疾病等について、適 か。 要伝染病が疑われる疾病等について、適
切に病性鑑定を行い、疾病発生時の危 切に病性鑑定を行い、疾病発生時の危機
機管理に関わる社会的責務を果たす。 管理に関わる社会的責務を果たす。
（２）講習、研修等の開催 （２）講習、研修等の開催
① 行政・普及部局、検査機関、民間、 ウ 講習、研修等の開催、国等 ① 行政・普及部局、検査機関、民間、
農業者、各種団体等を対象とした講習 の委託講習の受託や講師派 農業者、各種団体等を対象とした講習会、
会、講演会、技術研修等の積極的な開 遣、研修生の受け入れ等が積 講演会、技術研修等の積極的な開催に努
催に努め、中期目標期間内に行政技術 極的に行われたか。研修等の める。特に、農村工学研究所の行う行政
研修等の総受講者数について、2,400名 総受講者数に関する数値目標 技術研修等については総受講者数 480
以上を目指す。また、国や団体等から 達成に向けた進捗はどうか。 名以上を目指す。また、国からの委託に
の委託講習・研修業務の受託、及びそ より行う普及指導員を対象とした革新的
れらが主催する講習会等への講師派遣 農業技術習得研修に積極的に取り組むと
等に積極的に協力する。 ともに、その他の国や団体等からの委託

講習・研修業務の受託、及びそれらが主
催する講習会等への講師派遣等に協力す
る。

② 他の独立行政法人、大学、国公立 ② 果樹研究所、野菜茶業研究所及び九
試験研究機関、産業界等の研修生を積 州沖縄農業研究センターにおいて、農業
極的に受け入れ、人材育成、技術水準 者を養成する農業技術研修を実施する。
の向上、技術情報の移転を図る。また、 他の独立行政法人、大学、国公立試験研
海外からの研修生を積極的に受け入れ 究機関、産業界等の研修生を積極的に受
る。 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。

③ 外部に対する技術相談窓口を設置 ③ 技術相談窓口を通して外部からの技
し適切に対応する。 術相談に適切に対応する。
（３）国際機関、学会等への協力 （３）国際機関、学会等への協力
① 国際機関、学会等の委員会・会議 エ 国際獣疫事務局（ＯＩＥ） ① 我が国を代表する農業技術に関わる
等に職員を派遣する。また、政府の行 の事業への協力、ＦＡＯ/Ｗ 研究機関として、国際機関、学会等の委
う科学技術に関する国際協力・交流に ＨＯ合同食品規格委員会等への 員会・会議等に職員を派遣するととも
協力する。 職員派遣など国際機関、学会等 に、政府の行う科学技術に関する国際協

への協力が適切に行われている 力・交流に協力する。
② 国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の要請 か。 ② 国際獣疫事務局（OIE）の要請に応
に応じ、重要動物疾病に係るリファレ じ、重要動物疾病に係るリファレンス・
ンス・ラボラトリーとして、ＯＩＥの ラボラトリーとして、OIE の事業に協力
事業に協力する。また、ＦＡＯ／ＷＨ する。
Ｏ合同食品規格委員会（Ｃｏｄｅｘ）、 ③ FAO/WHO 合同食品規格委員会
国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ） （Codex)及び OECD の資料作成等に協
やＯＥＣＤ等の国際機関の活動に職員 力するとともに、OECD 新規食品・飼料
を派遣するなどの協力を行う。 の安全性に関するタスクフォース会合の

副議長を派遣し、その他要請があれば職
員を派遣する。
④ 国際かんがい排水委員会（ICID）、
国 際 水 田 ・ 水 環 境 ネ ッ ト ワ ー ク
（INWEPF）等に協力する。
⑤ 国際協力機構の実施する技術協力プ
ロジェクト等を支援する。

（４）家畜及び家きん専用の血清類及 （４）家畜及び家きん専用の血清類及び
び薬品の製造及び配布 薬品の製造及び配布

民間では供給困難な家畜及び家きん オ 行政と連携しつつ、家畜及 民間では供給困難な家畜及び家きん専
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専用の血清類及び薬品について、行政 び家きん専用の血清類及び薬 用の血清類及び薬品について、行政と連
と連携しつつ、適正な品目及び量等を 品の安定供給の取り組みが適 携しつつ、適正な品目及び量等を調査し、
調査し、家畜防疫及び動物検疫を実施 切に行われているか。 家畜防疫及び動物検疫を実施する国公立
する国公立機関等への安定供給を図る。 機関等への安定供給を図る。
（５）外部精度管理用試料の供給と解 （５）外部精度管理用試料の供給と解析、
析、標準物質の製造と頒布 標準物質の製造と頒布

国際標準化機構(ＩＳＯ)ガイド43－ カ 外部精度管理用試料、ＧＭ ISO ガイド 34 に基づいて定量分析用
１に基づく重金属汚染米試料、かび毒 Ｏ検知用標準物質等の製造・ の GM 大豆認証標準物質を作製する。
汚染小麦試料等の外部精度管理用試料 頒布が適切に行われている また、引き続き、精米粉末及びひじき粉
の供給・解析、ＩＳＯガイド34に基づ か。 末によるカドミウム等の外部精度管理事
くＧＭＯ検知用標準物質等の製造・頒 業を実施する。
布を行う。

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、 （指標３－１） 第３ 予算（人件費の見積りを含む。）
【法人全体（全勘定）】

ア 法人経営に係る具体的方針
が明確にされているか。また、
方針どおりに実行され、改善
効果が現れているか。

イ 法人予算全体の人件費（業
績評価を勘案した役員報酬を
含む）、業務経費、一般管理
費等法人運営における予算配
分の方針について、重点配分
方針を打ち出すなど明確にさ
れているか。

ウ 競争的研究資金等の外部資
金の獲得に向けた十分な取り
組みが行われ、獲得金額が増
加しているか。
【指標１－２のイと同じ】

エ 法人における知的財産権等
実施料収入等自己収入増加に
向けた取り組みが行われ、そ
の効果が現れているか。

オ 利益剰余金について、その
財源ごとに発生要因を明確に
し、適切に処理されているか。
目的積立金の申請状況と申請
していない場合は、その理由
が明確にされているか。

カ 人件費削減目標の達成に向
けた具体的な取り組みが行わ
れているか。その実績等から
目標達成の見通しはどうか。

キ 法人の給与水準は適切か。
国の水準を上回っている場
合、その理由が明確にされて
いるか。

ク 法人における業務経費、一
般管理費の削減に向けた取組
が行われ、その効果が現れて
いるか。

ケ 保有資産の見直しについ
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て、減損会計による経理事務
が適切に行われているか。

コ 官民競争入札等の活用につ
いて、検討が適切に行われて
いるか。

サ 一般競争入札等の範囲拡大
や契約の見直し、契約に係る
情報公開は適切に行われてい
るか。

シ 特定関連会社、関連公益法
人等に対する個々の委託の妥
当性、出資の必要性が 明確
にされているか。

ス 内部統制のための監事の
活動（法人の長のマネジメ
ントに留意した監事監査の
実施、監事監査で把握した
改善点等の法人の長等への
報告）が適切に行われてい
るか。

セ 法人におけるコンプライア
ンス体制の整備状況（倫理
行動規程の策定、第三者を
入れた倫理委員会等の設置、
研究上の不正に関する適切
な対応など）が明確にされ
ているか。

ソ 会計検査院、政独委等から
の指摘に適切に対応してい
るか。（他の評価指標の内容
を除く）

【農業技術研究業務勘定】 （指標３－２） １．農業技術研究業務勘定
ア 農業技術研究業務の予算配 （１）予算

１．予算 分の方針及び実績が明確にさ （２）収支計画
平成18年度～平成22年度予算 れているか。 （３）資金計画

［人件費の見積り］ イ 農業技術研究業務における
期間中総額109,574百万円を支出す 競争的資金を含めた受託収入

る。 及び知的財産収入等自己収入
ただし、上記の額は、役員報酬並び の増加についての具体的方針

に職員基本給、職員諸手当、超過勤務 が明確にされているか。また、
手当、休職者給与及び国際機関派遣職 方針どおりに実行され、その
員給与に相当する範囲の費用であり、 効果が現れているか。
今後の人事院勧告を踏
まえた給与改定分は含んでい ウ 農業技術研究業務における
ない。 経費削減についての具体的方

針が明確にされているか。ま
２．収支計画 た、方針どおりに実行され、
平成18年度～平成22年度収支計画 その効果が現れているか。
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３．資金計画 エ 農業技術研究業務について
平成18年度～平成22年度資金計画 運営費交付金及び受託収入の

外部委託費の内訳と委託に係
る成果、外部委託に係る考え
方が明記されているか。

【基礎的研究業務勘定】 （指標３－３） ２．基礎的研究業務勘定
１．予算 ア 基礎的研究業務の予算配分 （１）予算
平成18年度～平成22年度予算 の方針及び実績が明確にされ （２）収支計画

ているか。 （３）資金計画
［人件費の見積り］
期間中総額672百万円を支出する。 イ 基礎的研究業務における経
ただし、上記の額は、役員報酬並び 費削減についての具体的方針

に職員基本給、職員諸手当、超過勤務 が明確にされているか。また、
手当、休職者給与及び国際機関派遣職 方針どおりに実行され、その
員給与に相当する範囲の費用であり、 効果が現れているか。
今後の人事院勧告を踏まえた給与改定
分は含んでいない。

２．収支計画
平成18年度～平成22年度収支計画

３．資金計画
平成18年度～平成22年度資金計画

【民間研究促進業務勘定】 （指標３－４） ３．民間研究促進業務勘定
１．予算 ア 民間研究促進業務の資金配 （１）予算
平成18年度～平成22年度予算 分の方針及び実績が明確にさ （２）収支計画

れているか。 （３）資金計画
［人件費の見積り］
期間中総額596百万円を支出する。 イ 民間研究促進業務における
ただし、上記の額は、役員報酬並び 経費削減についての具体的方

に職員基本給、職員諸手当、超過勤務 針が明確にされているか。ま
手当、休職者給与及び国際機関派遣職 た、方針どおりに実行され、
員給与に相当する範囲の費用であり、 その効果が現れているか。
今後の人事院勧告を踏まえた給与改定
分は含んでいない。

２．収支計画
平成18年度～平成22年度収支計画

３．資金計画
平成18年度～平成22年度資金計画

【特例業務勘定】 （指標３－５） ４．特例業務勘定
１．予算 ア 特例業務において、計画で （１）予算
平成18年度～平成22年度予算 見込んだ収支が計画通り進捗 （２）収支計画

しているか。 （３）資金計画
［人件費の見積り］
期間中総額48百万円を支出する。 イ 特例業務における経費削減
ただし、上記の額は、役員報酬並び についての具体的方針が明確

に職員基本給、職員諸手当、超過勤務 にされているか。また、方針
手当、休職者給与及び国際機関派遣職 どおりに実行され、その効果
員給与に相当する範囲の費用であり、 が現れているか。
今後の人事院勧告を踏まえた給与改定
分は含んでいない。

２．収支計画
平成18年度～平成22年度収支計画
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３．資金計画
平成18年度～平成22年度資金計画

【農業機械化促進業務勘定】 （指標３－６） ５．農業機械化促進業務勘定
ア 農業機械化促進業務の予算 （１）予算

１．予算 配分の方針及び実績が明確に （２）収支計画
平成18年度～平成22年度予算 されているか。 （３）資金計画

［人件費の見積り］ イ 農業機械化促進業務におけ
期間中総額3,570百万円を支出する。 る経費削減についての具体的
ただし、上記の額は、役員報酬並び 方針が明確にされているか。

に職員基本給、職員諸手当、超過勤務 また、方針どおりに実行され、
手当、休職者給与及び国際機関派遣職 その効果が現れているか。
員給与に相当する範囲の費用であり、
今後の人事院勧告を踏まえた給与改定 ウ 農業機械化促進業務におけ
分は含んでいない。 る競争的資金を含めた受託収

入及び知的財産収入等の自己
２．収支計画 収入増加についての具体的方
平成18年度～平成22年度収支計画 針が明確にされているか。ま

た、方針どおりに実行され、
３．資金計画 その効果が現れているか。
平成18年度～平成22年度資金計画

第４ 短期借入金の限度額 （指標４）
短期借入を行った場合、その

中期目標の期間中の各年度の短期借 理由、金額、返済計画等が適
入金は、農業技術研究業務勘定におい 切か。
て47億円、基礎的研究業務勘定におい
て19億円、民間研究促進業務勘定にお
いて１億円、特例業務勘定において３
億円、農業機械化促進業務勘定におい
て２億円を限度とする。
想定される理由： 年度当初における
国からの運営費交付金の受入れ等が遅
延した場合における職員への人件費の
遅配及び事業費等の支払遅延を回避す
るとともに、運用収入等の収納の時期
と事業費等の支払の時期に一時的な差
が生じた際に円滑な業務の運営を図る
ため。

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保 （指標５） 第４ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
に供しようとするときは、その計画 本校校舎等の売却及び移転 供しようとするときは、その計画

農業者大学校本校校舎等（東京都多 に向けた取り組みが計画的にな 本校本館用地については、引き続き関
摩市連光寺３－23－１、岩手県岩手郡 されているか。 係機関と調整し、21 年度中の売却を図
雫石町二十五地割字沼返19－２ほか、 【指標２－２のオと同じ】 る。雫石拠点については 21 年度中に売
計 159,065 ㎡）について、平成21年３ 却する。
月までに売却する。なお、業務のより
円滑かつ効率的な運営を図るため、本
部の所在地へ移転し、売却収入等によ
り業務に必要な施設、設備等を整備す
る。

第６ 剰余金の使途 （指標６）
農業の競争力強化と健全な発展に資 剰余金が適正な使途に活用さ

する研究、食の安全・信頼の確保と健 れているか。また、それにより
全な食生活の実現に資する研究、美し 成果が出ているか。
い国土・豊かな環境と潤いのある国民
生活の実現に資する研究及び農業機械
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化の促進に資する試験研究等中期目標
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
に必要な分析機器等の研究用機器更新
・購入等に使用する。

また、基礎的研究業務における競争
的研究資金による試験研究の充実・加
速、民間研究促進業務における委託事
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、又は、特例業
務の円滑な運営のために必要な資金等
に使用する。

第７ その他農林水産省令で定める業 （指標７－１） 第５ その他農林水産省令で定める業務
務運営に関する事項等 ミッションの達成に向けた施 運営に関する事項等
１．施設及び設備に関する計画 設・設備の計画的整備が行われ １．施設及び設備に関する計画

業務の適切かつ効率的な実施の確保 ているか。
のため、業務実施上の必要性及び既存 【指標１－２のウと同じ】
の施設、設備の老朽化等に伴う施設及
び設備の整備改修等を計画的に行う。

（１）農業技術研究業務勘定
（１）農業技術研究業務勘定 研究施設の整備
平成18年度～平成22年度施設、設備に 果実・花き品質解析棟建替
関する計画 特殊実験棟改修

機関維持運営施設の整備
電力関連設備改修
（構内受変電設備改修）

耐震改修
共同実験室耐震改修
共同実験棟耐震改修

（２）農業機械化促進業務勘定
（２）農業機械化促進業務勘定 精密測定実験棟等改修工事
平成18年度～平成22年度施設、設備に 付属農場収納舎等改修工事
関する計画

２．人事に関する計画 ２．人事に関する計画
（１）人員計画 （指標７－２） （１）人員計画
ア 方針 （ア）方針

効率的・効果的な業務の推進が図ら ア 本部と内部研究所間の役割 効率的・効果的な業務推進体制を整備
れるように研究管理支援部門の組織体 分担の見直し、本部や内部研 するため、再雇用職員の配置を含めて、
制を見直し、適切な職員の配置を行う。 究所の組織再編・人員配置が 職員の適切な人員配置に努める。特に、
また、研究分野の重点化や研究課題を 適切に行われているか。 産学官連携に関する方針や方策、制度の
着実に推進するための組織体制を整備 【指標１－３のアと同じ】 企画・立案に関する事務等を行う専任者
し、職員を重点的に配置する。 の配置を行う。また、20 年度に実施し

た研究課題の見直し、重点化に対応した
人員配置を行う。

イ 人員に係る指標 イ 期末の常勤職員数が、期初 （イ）人員に係る指標
期末の常勤職員数は、期初職員相当 職員相当数を上回っていない 21 年度の常勤職員数は、中期目標期

数を上回らないものとする。 か。 間の期初を上回らないものとする。
（参考：期初の常勤職員相当数 3,145
名、期末の常勤職員数の見込み 2,987
名）
（２）人材の確保 （２）人材の確保
① 研究職員の採用に当たっては、長 ウ 任期付雇用、研究リーダー ① 研究職員の採用は、任期付雇用を基
期的なテニュア制への移行を念頭に置 の公募等を活用し、長期的視 本とし、一部試験採用及び選考採用を組
き、任期付雇用の拡大等を図り、中期 点に立った人材確保の取り組 合せつつ、優秀な人材を確保する。任期
目標達成に必要な人材を確保する。 みを行っているか。 付研究員はテニュア制により任用する。
② 研究リーダーについては、広く人 ② 研究機構内外から広く人材を求める
材を求めるための公募方式の積極的な ために、研究チーム長の公募による任用
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活用を検討する。 の拡大に努める。
③ 次世代育成支援行動計画に基づき、 エ 仕事と子育てを両立しやす ③ 次世代育成支援行動計画に基づいた
仕事と子育てを両立しやすい雇用環境 い雇用環境の整備に向けた取 仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の
の整備に努める。 り組みが行われているか。 整備を図るため、民間託児所及びベビー

シッター利用による一時預かり保育支援
制度の利用促進を図る。

④ 基礎的研究業務における競争的研 オ 基礎的研究業務のプログラ ④ 基礎的研究業務における競争的資金
究資金による試験研究の成果の質の確 ム・オフィサーの人材が確保 による試験研究の成果の質の確保のた
保のため、プログラム・オフィサーの されているか。 め、プログラム・オフィサーの役割を担
役割を担う者として相応しい人材を12 う者として相応しい人材を 12 名以上確
名以上確保する。 保する。
⑤ 基礎的研究業務における競争的研 ⑤ 基礎的研究業務における競争的資金
究資金による試験研究のマネジメント による試験研究のマネジメントシステム
システムの向上等のため、プログラム の向上等のため、プログラム・ディレク
・ディレクターを１名確保する。 ターを 1 名確保する。
⑥ 女性研究者の採用に関しては、応 カ 女性研究者の応募に占める ⑥ 女性研究者の採用に関しては、応募
募者に占める女性割合と、採用者に占 割合と採用に占める割合でか 者に占める女性割合と採用者に占める女
める女性割合とでかい離が生じないよ い離が生じていないか。 性割合の間にかい離が生じないよう努め
う努める。 る。

３．情報の公開と保護 （指標７－３） ３．情報の公開と保護
研究機構の諸活動の社会への説明責 ア 社会への説明責任の観点か 研究機構の諸活動の社会への説明責任

任を的確に果たすため、保有する情報 ら、情報提供の充実の取り組 を的確に果たすため、保有する情報の提
の提供の施策の充実を図るとともに、 みが行われているか。また、 供の充実を図るとともに、開示請求に対
開示請求に対しては適正かつ迅速に対 開示請求に適切に対応してい しては適正かつ迅速に対応する。
応する。また、個人の権利、利益を保 るか。 また、個人の権利、利益を保護するため、
護するため、個人情報の適切な取扱い イ 個人情報の取扱いは適切に 個人情報の適切な取扱いをより一層推進
をより一層推進する。 なされているか。 する。

４．環境対策・安全管理の推進 （指標７－４） ４．環境対策・安全管理の推進
（１）環境対策の推進 ア 化学物質等の管理が適正に （１）環境対策の推進

化学物質等を適正に管理するととも 行われているか。 毒物・劇物、向精神薬、核燃料物質等
に、環境負荷低減のためのエネルギー の規制物質を適正に管理する。このため
の有効利用に積極的に取り組む。また、 イ エネルギーの有効利用、環 に、関連諸規定の教育・訓練を徹底する
環境情報の提供の促進等による特定事 境報告書の公表など環境負荷 とともに、コンピュターを利用した管理
業者等の環境に配慮した事業活動の促 低減の取り組みを積極的に行 システムを導入する。
進に関する法律（平成16年法律第77号） っているか。 昼休み時間帯の照明の消灯、冷暖房の
に基づき、環境配慮の方針等を記載し 温度設定の適正化等の取組によりエネル
た環境報告書を公表する。 ギーの有効利用に積極的に取り組む。環

境情報の提供の促進等による特定事業者
等の環境に配慮した事業活動の促進に関
する法律に基づき、環境配慮の方針、20
年度の環境配慮の取組の状況等を記載し
た環境報告書を作成、公表する。「京都
議定書目標達成計画（平成 17 年４月閣
議決定）」を踏まえ、独法地球温暖化対
策に関する実行計画の策定についての取
組を推進する。

（２）安全管理の推進 （２）安全管理の推進
事業活動に伴う事故及び災害を未然 ウ 職場環境の点検・巡視等の 労働安全衛生マネジメントシステムの

に防止するため、職場環境の点検・巡 安全対策が適切に行われてい 日常的点検及び改善、研修並びに外部診
視を行うなど、安全衛生委員会を活用 るか。 断の実施等を推進するとともに、安全衛
し、安全対策を推進する。 生委員会の活用により、安全対策を推進

する。また、心の健康作り計画に基づき
必要なメンタルヘルスケア、復帰支援等
を実施する。
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