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独立行政法人家畜改良センター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

づく独立行政法人家畜改良センター（以下「センター」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おける業務の実績

に関する評価及び法第３４条の規定に基づく中期目標の期間における業務の実

績に関する評価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、

別紙に定めるセンターの中期計画の各項目を評価単位とする下位項目の評価結

果を踏まえた上位項目の評価（以下「項目別評価」という。）及び全体の評価

（以下「総合評価」という。）により行うものとする。

（３）中期目標期間における業務の実績に関する評価については、中期目標の期間

における業務の実績の全体について、（２）の例に準じて行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の業務の実績に関する評価及び中期目標の期間に

おける業務の実績に関する評価の結果、センターの業務運営について改善すべ

き点が明らかになった場合には、改善の方向について勧告するものとする。

２ 各事業年度における業務の実績に関する評価の方法

（１）小項目以下の評価方法

① 中期計画に属する小項目以下の最小評価項目（以下「最小評価項目」と

いう。）ごとに中期目標等に基づき、原則として、業務の質的及び量的達

成度の両面からできる限り具体的・客観的な５段階の評価指標（ＳＡＢＣ

Ｄ）を設定し評価する。

ただし、５段階の評価指標がなじまない最小評価項目については、Ｓ、

Ｄ評価を設定しないものとする。

② 最小評価項目の評価を行うに当たっては、評価指標に照らし、業績が５

段階のいずれに相当するかは、実績報告書その他の資料、センターからの

ヒヤリング等による十分な調査及び分析を行った上で評価を行う。

③ 最小評価項目の評価指標については、次により設定し、評価を行うもの

とする。

ア 中期目標等に数値目標がある場合は、原則として、質的及び量的達成

度を評価する指標を設定する。

イ 各事業年度における定量的指標は、原則として、中期目標期間の数値
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目標を均等割りした数値（５で除した数値）に基づいて、設定する。

なお、各事業年度の年度計画に達成すべき数値目標が定められている

場合は、当該数値の達成度について評価を行う。

ウ 中期目標等に数値目標がない場合は、中期計画等に基づく目標の達成

度を評価する定性的評価指標を設定するが、その際極力業務の質的側面

からも評価する。

なお、各事業年度の実績評価を行うに当たっては、年度計画において

定められている具体的目標等に照らし、達成度の評価を行うものとする。

エ 定量的に定められている項目の評価

原則として次の考え方により達成度を評価するものとする。

（ア）「○○以上」「少なくとも○○」の記述となっている項目

Ｓ：目標値に対して、１００％以上の達成割合であり、

かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：目標値に対して、１００％以上の達成度合

Ｂ：目標値に対して、７０％以上１００％未満の達成度合

Ｃ：目標値に対して、７０％未満の達成度合

Ｄ：目標値に対して、７０％未満の達成度合であり、

かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

(イ)「○○程度」の記述となっている項目

Ｓ：目標値に対して、９０％以上の達成度合であり、

かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：目標値に対して、９０％以上の達成度合

Ｂ：目標値に対して、５０％以上９０％未満の達成度合

Ｃ：目標値に対して、５０％未満の達成度合

Ｄ：目標値に対して、５０％未満の達成度合であり、

かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

（ウ）「全ての○○」等の記述となっている項目

Ｓ：目標値に対して、１００％以上の達成度合であり、

かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：目標値に対して、１００％以上の達成割合

Ｂ：目標値に対して、８０％以上１００％未満の達成度合

Ｃ：目標値に対して、８０％未満の達成度合

Ｄ：目標値に対して、８０％未満の達成度合であり、

かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

オ 定性的に定められている項目の評価

原則として次の考え方により達成度を評価するものとする。

Ｓ：計画を大きく上回り、優れた成果が得られた

（中期目標達成に向け、特筆すべき業務の進捗状況にある）

Ａ：計画どおり順調に実施された

（このペースを維持すれば中期目標達成可能）
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Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

（一部改善で中期目標を達成可能と見込まれる）

Ｃ：計画どおり実施されなかった

（中期目標の達成が困難であり、業務の大幅な改善・見直しが必

要）

Ｄ：計画どおり実施されず、その要因は法人の不適切な業務運営に

あった

（業務の改善等の勧告を行う必要がある）

④ 小項目以下の項目において、その下にさら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、Ｓ：３点、Ａ

：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点、Ｄ：－１点の区分により各下位項目の評価

を点数化した上で、次の３段階により当該上位項目の評価を行う。

なお、最小評価項目に設定された評価指標については、当該評価指標の

数を下位項目の数とみなす。

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。

⑤ 上記評価の結果、Ａ評価となった小項目以下の項目であって、各下位項

目の達成状況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。

（２） 中項目の評価方法

① 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、各小項目につき、Ｓ：３点、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点、Ｄ

：－１点の区分により小項目の評価結果を点数化した上で、中項目につい

ては、Ａ、Ｂ、Ｃの下記により３段階評価を行うものとし、特殊事情、業

績等の特筆すべき事項にも配慮するものとする。

ただし、Ａ評価とした場合には、各小項目の達成状況及びその他の要因

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。

なお、Ｓ評価及びＤ評価とした場合には、その理由を明記するものとす

る。
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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各小項目の点数の合計値」とする。

② 中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

のとする。

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

等の特筆すべき事項等

（３）大項目の評価方法

① 大項目の評価は、中項目別の評価結果の積み上げによる項目別評価の結

果を踏まえつつ、

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

・ それぞれの項目の機関としての業務に占める重要性

等の特筆すべき事項等も総合的に勘案して、下記によりＡ、Ｂ、Ｃの３

段階評価を行うものとする。

その際、各中項目につき、Ｓ：３点、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点、

Ｄ：－１点の区分により評価結果を点数化した上で、下記により行う。

ただし、Ａ評価とした場合には、各中項目の達成状況及びその他の要因

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。

なお、Ｓ評価及びＤ評価とした場合には、その理由を明記するものとす

る。

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各中項目の点数の合計値」とする。

② 中期計画の「◎第４短期借入金の限度額」については、当該大項目に直

接３段階の評価指標（ＡＢＣ）を設定し、「◎第５重要な財産の処分等に関

する計画」及び「◎第６余剰金の使途」については、当該大項目に直接５
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段階の評価指標（ＳＡＢＣＤ）を設定し評価する。

③ 大項目の評価を行うに当たっては、①の評価の留意事項等についても記

載することとし、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずる

べき措置等についても記載するものとする。

（４）総合評価の方法

① 項目別評価の結果を踏まえつつ、

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標等に記載されている事項以外の業績

・ Ｓ評価の有無・内容

・ それぞれの項目の機関としての業務に占める重要性

等の特筆すべき事項等も総合的に勘案して、原則として、次の３段階評価を

行うものとする。

その際、上記の留意事項等を併せて記載するものとし、必要がある場合に

は、業務の適正化を図るために講ずるべき措置等についても記載するものと

する。

Ａ：計画どおり実施されたまたは計画を上回り実施された

（中期目標の達成が可能である）

Ｂ：概ね計画どおり実施された

（事業計画等の改善を行うことにより中期目標が達成可能である）

Ｃ：計画どおり実施されなかった

（中期目標の達成が困難である）

② 上記評価の結果、Ａ評価とした場合には、各大項目の達成状況及びその要

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 中期目標の期間における業務の実績に関する評価の方法

２の「各事業年度における業務の実績に関する評価の方法」を準用する。

その際、各事業年度における評価内容に加え、

・ 当該独立行政法人の業務を継続させる必要性

・ 組織のあり方その他その組織の全般にわたる事項

等についての検討を行う。

４ その他の留意事項

（１）各事業年度の実績評価について、２年目以降の評価に当たっては、前年度ま

での年度評価を参考にするとともに、累年の業績も考慮する。

（２）特に４年目の評価については、次期中期目標及び計画の検討開始時期に当た

ることから、この年までの累年の評価を併せ行うこととし、特に次期目標・計

画に反映させるべき事項について充分な分析及び検討を行う。
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（３）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。

（４）当該事業年度において業務を実施しないこととされているものについては、

当該項目の評価を行わないものとする。

（５）評価結果がＣ評価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

析を十分行うことする。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過程において、その理由を付すとともに、

Ａ評価又はＢ評価に修正することも可とする。

また、Ｂ評価、Ｃ評価及びＤ評価としたものは、適切に業務改善につなげる

観点からその理由を付すとともに、達成方法等の改善すべき事項、方向性等に

ついて勧告を付すものとする。

さらに、Ｓ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付す

ものとする。

（６）すべての評価項目について、その評価の経緯と評価理由その他を検討し、必

要がある場合は評価項目に付すものとする。



別　紙

中期計画に属する各項目の評価単位

評価単位

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 ◎　大項目

１　業務対象の重点化 ○　中項目

（１）　家畜の改良増殖業務の重点化 ◇　小項目

 ア　種畜供給の重点化 □　細項目

（ア）　乳用牛 △　微項目

（イ）　肉用牛 △　微項目

（ウ）　豚 △　微項目

（エ）　鶏 △　微項目

（オ）　馬、めん羊及び山羊 △　微項目

 イ　高度技術等の活用による家畜改良の実施 □　細項目

 ウ　多様な家畜改良等の推進 □　細項目

（２）　飼料作物種苗の増殖業務 ◇　小項目

 ア　飼料作物種苗の増殖業務 □　細項目

 イ  役割分担の明確化 □　細項目

２　業務運営の効率化及び組織体制の合理化 ○　中項目

（１）　業務運営の効率化 ◇　小項目

 ア　家畜等の遺伝資源の活用 □　細項目

（ア）家畜遺伝資源の活用 △　微項目

（イ）飼料作物種苗遺伝資源の保存 △　微項目

 イ　人材の活用 □　細項目

（ア）人事配置 △　微項目

（イ）組織の合理化・業務遂行の効率化 △　微項目

（ウ）人材の育成 △　微項目

ウ 土地・建物等の有効活用 □ 細項目

中期計画に属する各項目

 ウ　土地 建物等の有効活用 □　細項目

 エ  業務の進行管理 □　細項目

 オ　業務の重複の防止 □　細項目

（ア）家畜改良増殖業務の重点化 △　微項目

（イ）飼料作物種苗増殖業務の重点化 △　微項目

（ウ）調査研究業務の重点化 △　微項目

（２）　組織体制の合理化・強化 ◇　小項目

 ア  組織体制整備 □　細項目

 イ　要員の合理化 □　細項目

 ウ  技術専門職の人材育成 □　細項目

 エ  飼養管理、飼料生産作業の外部化 □　細項目

（３）　ガバナンスの強化・充実 ◇　小項目

 ア  内部統制の強化 □　細項目

（ア）　効果的な統制環境の整備 △　微項目

（イ）　リスクの評価と迅速な対応 △　微項目

（ウ）　相互けん制機能が確保された統制活動 △　微項目

（エ）　情報と伝達 △　微項目

（オ）　モニタリングによる監視・評価・是正 △　微項目

 イ　コンプライアンスの徹底 □　細項目

 ウ　監査の強化 □　細項目

 エ　情報開示体制の確立 □　細項目

 オ　人事配置の適正化 □　細項目

 カ　事業の内部審査及び評価 □　細項目

（４）　リスク管理の強化 ◇　小項目

 ア  防疫対策の徹底 □　細項目

 イ  保有遺伝資源のリスク分散 □　細項目



 ウ  種畜等の受託管理 □　細項目

（５）　情報セキュリティ対策の強化 ◇　小項目

 ア  情報システムの適正な管理、情報セキュリティの確保 □　細項目

 イ  規則の周知及び対策の教育 □　細項目

 ウ  事故・不祥事の再発防止 □　細項目

３　経費の削減及び自己収入の拡大 ○　中項目

（１）　一般管理費・人件費等の削減・見直し ◇　小項目

 ア  一般管理費・業務経費 □　細項目

 イ  財務分析 □　細項目

 ウ  官民競争入札等の導入 □　細項目

 エ  人件費 □　細項目

（２）　契約の点検・見直し ◇　小項目

 ア  経費の節減 □　細項目

 イ  調査研究業務 □　細項目

 ウ  法人契約 □　細項目

 エ  増殖用種子の配布 □　細項目

（３）　自己収入の拡大 ◇　小項目

 ア  自己収入の拡大 □　細項目

 イ  監査の実施 □　細項目

（４）　知的財産の管理 ◇　小項目

◎　大項目

１　家畜改良及び飼養管理の改善等 ○　中項目

（１）　乳用牛 ◇　小項目

 ア  全国的な改良の推進 □　細項目

（ア）　全国的な乳用牛の改良推進 △　微項目

（イ）　後代検定の推進 △　微項目

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

 イ　遺伝的能力評価の実施 □　細項目 

（ア）　遺伝的能力の評価・公表 △　微項目

（イ）　総合指数 △　微項目

（ウ）　評価手法の改善 △　微項目

（エ）　ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 △　微項目

（オ）　ブラウンスイス種の遺伝的能力評価 △　微項目

 ウ　候補種雄牛等の生産・供給　 □　細項目

（ア）　優良な候補種雄牛等の生産・供給 △　微項目

（イ）　SNP情報の活用 △　微項目

（ウ）　泌乳持続性に優れる改良用雌牛の作出 △　微項目

（エ）　泌乳能力に優れる改良用雌牛の生産 △　微項目

 エ　その他　 □　細項目

（ア）　後代検定への参加終了 △　微項目

（イ）　候補種雄牛の待機業務終了 △　微項目

（２）　肉用牛 ◇　小項目

 ア　全国的な改良の推進 □　細項目

（ア）　全国的な肉用牛の改良推進 △　微項目

（イ）　広域後代検定の推進 △　微項目

 イ　遺伝的能力評価の実施 □　細項目

（ア）　肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供 △　微項目

（イ）　遺伝的能力の評価・公表 △　微項目

（ウ）　評価手法の改善 △　微項目

 ウ　候補種雄牛等の生産・供給 □　細項目

（ア）　黒毛和種の多様性確保及び候補種雄牛等の生産・供給 △　微項目

（イ）　増体性に優れる黒毛和種候補種雄牛の生産 △　微項目



△　微項目

（エ）　褐毛和種の多様性確保及び種畜の生産・供給 △　微項目

（オ）　日本短角種の多様性確保及び育種改良素材の生産・供給 △　微項目

（３）　豚 ◇　小項目

 ア　全国的な豚改良の推進 □　細項目

（ア）　全国的な豚の改良推進 △　微項目

（イ）　種畜供給の重点化 △　微項目

 イ　遺伝的能力評価の実施 □　細項目

（ア）　遺伝的能力評価の実施・公表 △　微項目

（イ）　評価手法の改善 △　微項目

 ウ　優良種豚等の生産・供給 □　細項目

（ア）　雌系品種の繁殖性改良 △　微項目

（イ）　雄系品種の肉質改良 △　微項目

（ウ）　実験用小型ブタの維持・供給 △　微項目

（エ）　肉豚生産農家への直接供給業務終了 △　微項目

（４）　鶏 ◇　小項目

 ア　全国的な鶏改良の推進 □　細項目

（ア）　全国的な国産鶏の改良推進 △　微項目

（イ）　種鶏開発の重点化 △　微項目

 イ　優良種鶏等の生産・供給 □　細項目

（ア）　卵用鶏の産卵性改良 △　微項目

　a　卵用鶏の産卵性改良 ▽  微細項目

　b  卵用鶏の卵質改良 ▽  微細項目

（イ）　肉用鶏の増体性の改良 △　微項目

　a  肉用鶏の増体性改良 ▽  微細項目

  b　肉用鶏の羽装改良 ▽  微細項目

（ウ）　組合せ検定の実施 △　微項目

（５） 馬 ◇ 小項目

（ウ）　黒毛和種における飼料利用性、早熟性等に関する検定手法の開発

（５）　馬 ◇　小項目

 ア　全国的な馬改良の推進　 □　細項目

（ア）　全国的な馬の改良推進 △　微項目

（イ）　飼養管理・繁殖技術の向上、人工授精の普及 △　微項目

　a  農用馬の飼養管理技術及び繁殖技術の向上 ▽  微細項目

  b  家畜人工授精技術の普及 ▽  微細項目

 イ　能力評価の実施 □　細項目

（ア）農用馬の発育及び繁殖性の向上推進 △　微項目

（イ）農用馬の能力評価方法の開発 △　微項目

 ウ　優良種馬の生産・供給 □　細項目

（ア）　純粋種農用馬の生産・供給 △　微項目

（イ）　日本在来馬の保存支援 △　微項目

（６）　めん羊・山羊 ◇　小項目

 ア　民間等への技術支援等 □　細項目

 イ　繁殖技術及び飼養管理技術の向上 □　細項目

（７）　家畜の飼養管理の改善 ◇　小項目

 ア　損耗率の低減、受胎率や育成率の向上 □　細項目

 イ　生産コスト縮減 □　細項目

（８）　家畜伝染性疾病に対するリスク管理の強化 ◇　小項目

 ア　防疫対策の徹底 □　細項目

 イ　保有遺伝資源のリスク分散 □　細項目

（９）　家畜の遺伝資源の保存 ◇　小項目

２　飼料作物の増殖に必要な種苗の生産・供給 ○　中項目

（１）　国内育成品種の種苗増殖 ◇　小項目

（２）　生産量の向上 ◇　小項目



（３）　飼料用稲種子の安定供給確保 ◇　小項目

（４）　地域適応性等の検定試験の実施 ◇　小項目

（５）　奨励品種選定試験結果等の情報提供 ◇　小項目

（６）　飼料作物の遺伝資源の保存 ◇　小項目

３　飼料作物の種苗の検査 ○　中項目

（１）　ＯＥＣＤ品種証明制度等に基づく検査及び証明 ◇　小項目

（２）　ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）認定の維持 ◇　小項目

４　調査研究 ○　中項目

（１）　育種改良関連技術 ◇　小項目

 ア　遺伝子解析情報を活用した育種手法 □　細項目

 イ　食肉の食味に関する評価手法 □　細項目

（２）　繁殖関連技術 ◇　小項目

 ア　優良な家畜の増殖の実現 □　細項目

（ア）　肉用牛 △　微項目

（イ）　豚 △　微項目

 イ　肉用牛の受胎率向上 □　細項目

 ウ　技術的支援の実施 □　細項目

（３）　飼養管理関連技術 ◇　小項目

 ア　放牧関連技術の改善 □　細項目

 イ　飼養管理技術に関する調査等の実施    □　細項目

 ウ　給与方法の改善 □　細項目

 エ  技術的支援の実施 □　細項目

５　講習及び指導 ○　中項目

（１）　成果等の情報提供 ◇　小項目

（２）　技術の普及指導 ◇　小項目

 ア　家畜の飼養管理技術等の普及 □　細項目

 イ　センターが独自に実施する研修等 □　細項目

（ア） 酪農 ルパ 畜産環境保全のための研修 △ 微項目（ア）　酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修 △　微項目

（イ）　生産現場技術の研修 △　微項目

（ウ）　免許取得講習会の開催  △　微項目

 ウ  中央畜産技術研修の実施 □　細項目

 エ  民間機関等の個別研修の受入れ □　細項目

（ア）　個別研修の受入れ △　微項目

（イ）　講師の派遣 △　微項目

（ウ）　研修施設の提供 △　微項目

（３）　海外技術協力 ◇　小項目

 ア　ネットワークの構築によるニーズの的確な把握 □　細項目

 イ　専門家の派遣 □　細項目

 ウ　研修員の受入れ □　細項目

 エ  人材育成 □　細項目

６　家畜改良増殖法に基づく検査等　 ○　中項目

（１）　種畜検査員の確保 ◇　小項目

（２）　立入検査員の確保 ◇　小項目

（３）　種畜検査の移管に係る協力・支援 ◇　小項目

（４）　種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 ◇　小項目

（５）　種苗法に基づく検査員の確保 ◇　小項目

（６）　カルタヘナ法に基づく立入検査等 ◇　小項目

（７）　カルタヘナ法に基づく検査員の確保 ◇　小項目

○　中項目

（１）　事務の的確な実施 ◇　小項目

 ア　牛個体識別台帳の作成及び記録　 □　細項目

 イ　牛個体識別台帳の記録の保存 □　細項目

７　牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく事務等



 ウ  牛個体識別台帳の正確な記録の確保 □　細項目

 エ  修正の申出の受理 □　細項目

 オ　記録された事項の公表 □　細項目

 カ  各種届出の受理 □　細項目

 キ  個体識別番号の決定・通知 □　細項目

（２）　牛個体識別システムの利便性向上 ◇　小項目

（３）　牛個体識別情報の有効活用 ◇　小項目

（４）　緊急検索体制の構築 ◇　小項目

（５）　牛以外のトレーサビリティの導入支援 ◇　小項目

８　センターの人材・資源を活用した外部支援 ○　中項目

（１）　口蹄疫等の家畜伝染病が発生した場合の緊急防疫対応 ◇　小項目

◇　小項目

（３）　種畜等の受託管理 ◇　小項目

（４）　技術開発への協力 ◇　小項目

（５）　委員会への協力 ◇　小項目

第３　予算、収支計画及び資金計画 ◎　大項目

１

２　財務内容の改善 ○　中項目

３　

４　自己収入の確保 ○　中項目

（１）　外部資金の獲得 ◇　小項目

（２）　自己収入の拡大 ◇　小項目

５　経費の削減 ○　中項目

６　資産の管理 ○　中項目

（１）　土地・建物等の有効活用 ◇　小項目

（２）　資産の貸付 ◇　小項目

７　経理の適正化　 ○　中項目

（２）　自然災害、家畜伝染性疾病等が発生した場合の家畜、乾牧草等の支援

第４　短期借入金の限度額 ◎　大項目

第５　重要な財産の処分等に関する計画 ◎　大項目

第６　剰余金の使途 ◎　大項目

第７　その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 ◎　大項目

１　施設・設備の整備に関する計画 ○　中項目

２　職員の人事等 ○　中項目

（１）　人材の確保 ◇　小項目

 ア　センター業務を担う人材の確保 □　細項目

 イ　積極的な人事交流 □　細項目

 ウ  人材の育成 □　細項目

 エ  要員の合理化 □　細項目

（２）　人事配置 ◇　小項目

（３）　人事管理 ◇　小項目

 ア  人事評価の適正化 □　細項目

 イ  経理の適正化 □　細項目

（４）　研修の実施 ◇　小項目

 ア  一般職の人材育成 □　細項目

 イ  技術専門職の人材育成 □　細項目

３　積立金の処分に関する事項 ○　中項目


