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参考１

独立行政法人農林水産消費安全技術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

法人農林水産消費安全技術センター（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ように定める。

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）各事業年度における業務の実績に関する評価については、当該事業年度における

業務の実績の全体について、原則としてセンター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、これら各項目の評価結果を踏まえつつ特殊事情等も総合的

に勘案した上での全体の評価（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）小項目の評価方法

中期目標、中期計画（以下、「中期計画等」という。）に対応した指標により、各

年度の年度計画において定められている具体的目標と業務実績を勘案し、中期計画の

達成度について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価を行うものとして、評価に当たっ

ては特殊事情、業績等の特筆すべき事項にも配慮するものとする。

なお、Ｓ評価及びＤ評価をした場合には、その理由を明記するものとする。

① 定量的に定められている項目の評価

中期計画等で定量的な数値が設定されている場合は、原則としてその数値を中

期目標の期間（５年間）で除して得られた数値（年度ごとの目標値が設定されて

いる場合は、その数値）を目標値として、次の考え方をベースに基準を策定し、

評価を行う。

ただし、中期目標期間途中において数値の達成度合による評価が困難な場合に
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は、中期目標期間終了前事業年度までの評価は②により行うものとし、中期目標

期間終了事業年度において次の５段階で行うものとする。

ア 「～以上」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

人の不適切な運営にあった

イ 上記以外の項目

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、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

人の不適切な運営にあった

② 定性的に定められている項目の評価

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった

※ 評価項目によっては、ＳＡＢＣＤの基準の表現が若干異なる。

③ 小項目の評価において、Ｂ又はＣ評価となる見込みの項目については、その要

因分析を行うものとする。要因分析の結果、やむを得ざる事情があると認めら

れるものについては、Ａ又はＢ評価に修正することができるものとする。

（２）中項目の評価方法

中項目の評価は、小項目別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、
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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 ≦ 各小項目の合計点

Ｂ：満点×５／１０ ≦ 各小項目の合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：各小項目の合計点 ＜ 満点×５／１０点

※ 「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。

注：小項目がない場合は、その中項目の評価指標により、（１）に準じ、５段階評

価を行うものとする。

（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り行うものとする。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

より中項目の評価結果を点数化した上で、大項目については、下記によりＡ、Ｂ、

Ｃの３段階評価を行うものとする。併せて、当該評価を下すに至った経緯、中期

計画等に記載されている事項以外の業務等特筆すべき事項、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さ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についても記載する。

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 ≦ 各中項目の合計点

Ｂ：満点×５／１０点 ≦ 各中項目の合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：各中項目の合計点 ＜ 満点×５／１０点

※ 「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。

注：中項目がない場合は、その大項目の評価指標により、（１）に準じ、５段階評

価を行うものとする。

（４）総合評価の方法

① 総合評価は、中項目別の評価結果の積み上げにより行うものとする。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

中項目の評価結果を点数化した上で、大項目については、下記によりＡ、Ｂ、Ｃの

３段階評価を行うものとする。併せて、当該評価を下すに至った経緯、中期計画等

に記載されている事項以外の業務等特筆すべき事項についても記載する。
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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 ≦ 各中項目の合計点

Ｂ：満点×５／１０点 ≦ 各中項目の合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：各中項目の合計点 ＜ 満点×５／１０点

※ 「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 総合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、特殊事情等

・中期目標終了時点を見据えた各事業年度の業務の進捗状況、残された期間に行

うべき事項等

・業務の実績が特に優れているＳ評価となった項目については、その状況、要因

等の分析を行い、推奨すべき事項等

・業務の達成度合が低い等によりＢ、Ｃ又はＤ評価となった項目については、そ

の状況、要因等の分析を行い、今後の改善の方向等

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。

４ その他の留意事項

（１）評価項目としているが、要請に応じて業務を行うこととされているものや当該年

度に業務を実施しないこととされているものなどについて、当該年度にその業務に

ついて要請等がなかった場合には、当該項目の評価を行わないものとする。

また、中期目標期間の中途において新たに評価されるべき事項を含む項目につい

ては、当該事項に係る実績が生じた年度以降、当該事項も含めて評価を行うものと

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。
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別紙

評価項目（総合評価●、大項目◎、中項目○、小項目◇） 評価

●総合評価

◎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

○効率的な組織体制の確保と適正な要員配置

◇科学に基づく農業生産資材の安全性の検証に技術的側面からより効率的・効

果的に貢献できる人材の育成

◇農業生産資材の安全性確保に係るデータ要求基準の変更に伴う検査項目の高

度化や増加等に対応した要員配置

◇情報提供業務の縮減に伴う組織体制の見直し

◇門司事務所の福岡センターへの移転・統合

○管理部門の簡素化

◇札幌センター管理部門における要員配置の適正化、管理業務の一体的実施

○自己収入の確保

◇依頼検査、講師派遣等に関する手数料の見直し、有料化についての周知・広

報による自己収入の確保

○保有資産の見直し等

◇堺ほ場の廃止等、保有資産の見直しによる不要資産の国庫への返納

◇保有する特許権の必要性吟味と利用拡大に向けた周知の実施

○契約の点検・見直し

◇一者応札・応募の改善

◇契約監視委員会における点検・見直し等による契約の適正化

○透明性の確保

◇第三者委員会の設置等、適切な方法による評価の実施等による事業の重点化

及び透明性の確保

○内部統制の充実・強化

◇役員会を最高意思決定機関とする法人運営、内部監査、マネジメントレビュ

ー等の実施による継続的な業務改善活動の推進、役職員の法令遵守の徹底

◇外部有識者からの助言の受け入れによる国民目線を取り入れた改善への取り
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組み

○業務運営コストの縮減

◇一般管理費（人件費を除く。）の毎年度平均で少なくとも前年度比３％の抑

制

◇業務経費の毎年度平均で少なくとも前年度比１％の抑制

◇アウトソーシングの導入及び官民競争入札の検討

◇分析機器等の効率的な利用

◇無駄削減プロジェクトチームにおける経費節減の検討・評価

○人件費の削減等

◇給与水準の適正化と取組状況の公表

◇総人件費の削減等

○農業生産資材の安全等の確保に関する業務

◇肥料関係業務の重点化・効率化

◇農薬関係業務の重点化・効率化

◇飼料及び飼料添加物関係業務の重点化・効率化

◇土壌改良資材関係業務の重点化・効率化

○農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

◇食品表示の監視業務の重点化・効率化等

◇登録認定機関の調査業務の重点化・効率化

○調査研究業務

◇調査研究課題の重点化

○情報提供業務

◇情報提供業務の重点化

○関係機関との連携

◇関係機関と効果的連携体制の構築

◇国民生活センターとの協定に基づいた対応

◎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

○食品の安全と消費者の信頼の確保のための的確・迅速な対応

◇農林水産大臣の要請への対応体制の整備等

◇ISO／IEC17025に基づく品質保証体制の構築
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○情報提供業務の的確な実施

◇専門的・技術的な知見を活用したわかりやすい情報発信

◇事業者、検査機関、都道府県等に対する法令に関する知識、検査技術、食品

の品質・表示等に関する講習会の開催等

◇依頼者や利用者等の声を反映した業務の改善（顧客満足度：３．５以上）

○検査・分析に係る信頼性の確保及び業務遂行能力の継続的向上

◇検査等業務に係る品質保証体制の構築

◇検査等業務の的確な遂行に必要な研修の計画的な実施

○調査研究業務の充実

◇外部有識者を含めた委員会の開催、必要に応じた共同試験等の実施等

○情報セキュリティ対策の推進

◇センターのIT事情に応じた情報セキュリティ対策の構築

◇情報セキュリティに関する教育訓練の実施

○肥料関係業務

◇肥料の登録等申請に係る調査結果の報告期間（２０業務日以内）

◇仮登録肥料に係る肥効試験結果の報告期間（１年以内）

◇肥料取締法に基づく立入検査結果の報告期間（３６業務日以内）

◇肥料原料用の肉骨粉等に係る検査と適合する製造事業場の公表

◇「汚泥肥料中の重金属管理手引書」の普及・指導等

◇未利用資源の肥料利用に関する情報の収集・整理等

○農薬関係業務

◇農薬の登録検査結果の報告期間（基準の設定が必要な農薬：１年４ヶ月以内

それ以外：１０．５ヶ月以内）

◇農薬の登録申請に係る検査結果の報告

◇農薬取締法に基づく立入検査結果の報告期間（２５業務日以内）

◇農薬取締法に基づく集取品の分析結果の報告期間（６０業務日以内）

◇ＧＬＰ制度に基づく適合試験機関の査察結果の報告期間（３０業務日以内）

◇技術的知見の国際会議等への反映とその結果の活用

◇農産物中の農薬の残留状況に関する調査分析の実施

○飼料及び飼料添加物関係業務

◇基準・企画、検討資料の妥当性調査の実施

◇有害物質、病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子組換え体のモニタリング検査の

実施と公表
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◇飼料添加物の検定及び表示の処理期間（２０業務日以内）

◇登録検定機関に対する調査・技術的指導（共同試験）の実施（それぞれ毎事

業年度１回）

◇飼料及び飼料添加物の製造設備等の検査並びに技術的指導の実施

◇抗菌性物質を添加する製造事業場の検査等の実施

◇動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造事業場の検査及び結

果の公表

◇特定飼料等製造業者等の登録等の申請に係る検査期間（特定飼料製造業者：

５０業務日以内、規格設定飼料製造業者：４０業務日以内）

◇輸出する飼料等の検査等の実施

◇飼料安全法に基づく立入検査結果の報告期間（２５業務日以内）

◇飼料安全法に基づく収去品の試験結果の報告期間（分析・鑑定試験の終了：

２０業務日以内、報告：試験終了から１５業務日以内）

◇ペットフード安全法に基づく立入検査及び質問の結果の報告期間（３０業務

日以内）

◇ペットフード安全法に基づく集取品の試験結果の報告期間（分析・鑑定試験

の終了：３０業務日以内、報告：試験終了から２０業務日以内）

◇国際獣疫事務局（ＯＩＥ）コラボレーティング・センターとしての取組

○土壌改良資材関係業務

◇地力増進法に基づく立入検査結果の報告期間（３０業務日以内）

○食品表示の監視業務

◇食品表示の科学的検査の実施（６０００件以上）

◇食品表示１１０番を通じて寄せられる情報の関係部局への回付

○登録認定機関等に対する調査等の業務

◇登録認定機関の登録及びその更新の申請に係る調査結果の報告期間（２７業

務日以内）

◇登録認定機関の定期的調査の実施（登録認定機関ごとに１回）

◇ＮＯＰ基準に係る認定機関の認定等の調査の実施

○JAS法に基づく立入検査等

◇立入検査職員の選任及び関係機関との連携に留意した立入検査の実施

◇JAS法に基づく立入検査結果の報告期間（３業務日以内）

○JAS規格の見直し等に係る業務

◇ＪＡＳ規格の見直し等に係る調査や原案の検討

○国際規格に係る業務



- 9 -

◇ＩＳＯ等の国際規格に関する活動

○リスク管理に資するための有害物質の分析業務

◇手順書の整備・見直しによる危害要因及び食品群・飼料の分析の的確かつ迅

速な実施

○カルタヘナ担保法関係業務

◇カルタヘナ担保法に基づいた立入、質問、検査及び収去の実施

○国際協力業務

◇専門家の海外派遣及び海外からの研修生の受入れの実施

◎予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

○経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組

◇経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組

○法人運営における試験の配分状況

◇法人運営における資金の配分状況

◎短期借入金の限度額

○法人の借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済の

見込み

◇法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返

済の見込み

◎不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

○資産の売却額の国庫返納

◇政府出資である固定資産及び承継資産における不要資産の国庫返納

○堺ほ場の国庫返納

◇堺ほ場の廃止及び廃止に伴う不要財産の国庫返納

◎剰余金の使途

○剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に当てた結果、当該事業年度

に得られた成果

◇剰余金の分析機器購入経費への充当
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◎その他主務省令で定める業務運営に関する事項

○施設及び設備に関する計画

◇施設及び設備の整備・改修等の実施

◇門司事務所の福岡センターへの移転・統合

○職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）

◇職員の人事に関する計画への取組

○積立金の処分に関する事項

◇前期中期目標期間繰越積立金の処分




