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独立行政法人農業者大学校の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

（大項目◎、中項目○、小項目◇）

中期目標項目 中期目標項目 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 ◎業務運営の効率化 ◎ Ａ
に関する事項 に関する目標を達成する 指標＝中項目の評価結果をＳ又はＡ：２

ためとるべき措置 点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ H13Ａ
り点数化した合計点数 H14Ａ
Ａ：６点（平成13年度は４点） 中期目標期間中の業務実績をもとに農業者大学校の評価基準に H15Ａ
Ｂ：３点以上５点以下（平成13年度は２点 基づき評価を行った結果、すべての中項目についてＡ評価になっ H16Ａ
以上３点以下） たことから、大項目の評価はＡとする。 H17Ｂ
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 ○学理・技術の教授 ○１学年に対して、４～５月はオリエンテーション、以後翌年３月ま ○ Ａ
に関する業務 に関する業務 指標＝年度計画（中期目標の期間における では前期集合教育、２学年に対しては、４～６月までは前年度から引き
（２の業務を除く ） （２の業務を除く ） 評価を行う場合は中期計画）に定めた目標 続き前期集合教育、７～１２月は派遣実習、翌年１～３月は中期集合教 H13Ａ。 。

数値の達成度合 育、３学年に対しては、４～５月は前年度から引き続き中期集合教育、 H14Ａ
教育時間当たりのコス 演習、特別講義等の教 Ａ：90％以上 ６月は海外農業現地研修、７～９月は在宅学習、１０月から翌年３月ま H15Ａ

トを３％低減させる。 育時間数を増加させ、教 Ｂ：50％以上90％未満 では後期集合教育を実施した。 H16Ａ
育内容の充実を図るとと Ｃ：50％未満 H17Ａ
もに、中期目標の期間中 ○カリキュラムの改善によって教育内容の充実を図るとともに、講義・
に教育時間当たりのコス 演習の時間数を増加させた。１７年度の年間総教育時間は３，５０６．
トを３％削減する。 ５時間で、１２年度の３，３９７時間に比較し、１０９．５時間（講義

６３時間、演習４６．５時間）増加した。

（ 、 ）○平成１７年度の教育コスト 教育に要した業務費 管理費及び人件費
は１４４百万円であり、人件費及び業務費の削減により１３年度対比△
２２．２％であった。また、時間当たり教育コストは４１千円であり、
教育コストの減及び教育時間の増により１３年度対比△２４．１％であ
った。

年間総授業時間数を１０９．５時間増加するとともに、人件費及び
業務費の削減により、教育時間当たりのコストは２４．１％削減され、
目標を大きく上回った。

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 ○落葉果樹農業研修所（以下「落葉 ）及び常緑果樹農業研修所（以下 ○ Ａ」
修業務 修業務 指標＝年度計画（中期目標における期間の 「常緑 ）では、基礎研修コース及び応用研修コースを設け、果樹栽培」

評価を行う場合は中期計画）に定めた目標 総論、果樹病害虫、土壌肥料等の講義に加え、１５年度から果実の流通 H13Ａ
研修時間当たりのコス 研修カリキュラムの充 数値の達成度合 動向、農業簿記、農業土木等の講義を充実するとともに、果樹園実習、 H14Ａ

トを３％低減させる。 実、研修生のニーズに見 Ａ：90％以上 販売実習、農業機械実習等を実施した。 H15Ａ
合った研修コースの設定 Ｂ：50％以上90％未満 H16Ａ
等を行うことにより、中 Ｃ：50％未満 ○落葉の１７年度の年間総研修時間は１ １９４時間で １２年度の１ H17Ｂ， 、 ，
期目標の期間中に研修時 １７４時間に対し２０時間増加した。
間当たりのコストを３％

， 、 ，削減する。 ○常緑の１７年度の年間総研修時間は１ ２７２時間で １２年度の１
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２２８時間に対し４４時間増加した。

○研修コスト（研修に要した業務費、管理費及び人件費）は１８９百万
円であり、主として人件費の削減により１３年度対比△１６．０％であ

。 、 、 ．った また 時間当たり研修コストは７５千円で １３年度対比△１４
８％であった。

年間総研修時間数を６４時間増加するとともに、主に人件費の削減
により、研修時間当たりのコストは１４．８％削減され、目標を大き
く上回った。

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 ○人件費を除く運営費交付金で行う事業について、平成１４～１６年度 ○ Ａ
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運営費交付金 は対前年度比で１％以上を抑制した。１７年度については、１６年１２

で行う事業に係る経費の抑制 月の行政改革推進本部決定による果樹農業研修所の廃止等に伴う経費４ H13－
各事業年度の人件費を 各事業年度の人件費を Ａ：対前年度比の抑制率が１％以上 ０百万円を要したため抑制できなかった。 H14Ａ

除く運営費交付金で行う 除く運営費交付金で行う Ｂ：対前年度比の抑制率が0.7％以上１％ （経費、対前年度比：１４年度１７５百万円、△１．１％、１５年度１ H15Ａ
事業について、少なくと 事業について、少なくと 未満 ７０百万円、△２．８％、１６年度１４９百万円、△１２．６％、１７ H16Ａ
も対前年度比で１％抑制 も対前年度比で１％抑制 Ｃ：対前年度比の抑制率が0.7％未満 年度１７５百万円１７．７％） H17Ａ
する。 する。 （※平成14年度以降適用）

１７年度の果樹農業研修所の廃止等に伴う経費は避けることができ
ないものであり、業務運営効率化評価の対象外とする。
果樹農業研修所の廃止等に伴う経費を除いた１７年度の人件費を除
く運営費交付金で行う事業に要した経費は１３４，５１６千円（
前年度比△９．５％）であり、人件費を除く運営費交付金で行う事業
について、１４～１７年度は前年度比で１％以上抑制した。

第３ 国民に対して提供 第２ 国民に対して提供 ◎業務の質の向上 ◎ Ａ
するサービスその他の業 するサービスその他の業 指標＝中項目の評価結果をＳ又はＡ：２
務の質の向上に関する事 務の質の向上に関する目 点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ H13Ａ
項 標を達成するためとるべ り点数化した合計点数 H14Ｂ

き措置 Ａ：４点 中期目標期間中の業務実績をもとに農業者大学校の評価基準に H15Ａ
Ｂ：２点以上３点以下 基づき評価を行った結果、すべての中項目においてＡ評価となっ H16Ｂ
Ｃ：１点以下 たことから大項目の評価はＡとする。 H17Ｂ

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 青年である農業者に １ 青年である農業者に ○近代的な農業経営を担当するのに必要な ○ Ａ
対する近代的な農業経営 対する近代的な農業経営 学理・技術の教授
を担当するのに必要な学 を担当するのに必要な学 指標＝小項目の評価結果をＳ又はＡ：２ H13Ａ
理及び技術の教授 理及び技術の教授 点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ 小項目２項目のうち H14Ｂ

り点数化した合計点数 Ａ：２項目 ４点 H15Ａ
Ａ：４点 H16Ｂ
Ｂ：２点以上３点以下 H17Ａ
Ｃ：１点以下

（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 ◇ Ａ
授に関する業務（ ２） 授に関する業務（ ２） 指標＝以下の指標１～７の評価結果をＡ：（ （
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の業務を除く ） の業務を除く ） ２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により点 全７指標のうち H13Ａ。 。
数化した合計点 Ａ：６項目 １２点 H14Ａ

ア 学生の就農状況等の ア 学生の就農状況等の Ａ：13点以上 Ｂ：１項目 １点 H15Ａ
維持・改善 維持・改善 Ｂ：７点以上12点以下 計 １３点 H16Ｂ

Ｃ：６点以下 H17Ａ
学生の確保と定員の充

足を図るため、新聞広告
等の宣伝活動の的確な実 指標１＝学生の確保のための新聞等の宣 ○学生募集資料を作成し、農林水産省関係機関、都道府県関係機関（普 Ａ
施、卒業生の協力の下で 伝活動、卒業生の協力の下での広報活動、 及指導センター等 、農業関係高等学校、卒業生、全国関係団体等に送）
のきめ細かな応募者の発 インターネットによる周知の実施状況 付し学生募集を依頼するとともに、新聞広告の掲載、インターネットに H13Ａ
掘、インターネットによ Ａ：計画どおり順調に実施された よる募集案内等の募集活動を行った。また、学校職員が都道府県関係機 H14Ａ
る周知等により学生募集 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 関、農業関係高等学校等を訪問し募集活動を行うとともに、１６年度は H15Ａ
を効果的に行う。 Ｃ：計画どおり実施できなかった 全国６会場で現地学校説明会を開催した。 H16Ａ

H17Ａ
○１７年度の学生募集については、１６年１２月の行政改革推進本部決
定を受け、高等学校卒業見込み者等の募集を停止し、農業実務経験者の
みとした。

学生募集活動については、新たなＰＲ資料の作成、学生募集協力員
の設置、早期学校訪問、リクルート進学ネットへの掲載、現地学校説
明会の開催など、さまざまな取り組みを行った。

指標２＝学生確保状況〔入学者数（農業実 ○しかしながら、学生確保状況は確保目標の４０～７０％台にとどまっ Ｂ
務経験者 〕 た。）
Ａ：確保目標（５名）の90％以上 （確保人数（確保目標に対する充足率 ：１３年度２８名（５６％ 、 H13Ｂ） ）
Ｂ：確保目標の50％以上90％未満 １４年度３３名（７３％ 、１５年度２８名（６２％ 、１６年度１９名 H14Ｂ） ）
Ｃ：確保目標の50％未満 （４２％ 、１７年度３名（６０％ ） H15Ｂ） ）
（平成１７年度の評価指標案） H16Ｃ

H17Ｂ
指標２＝学生確保状況〔入学予定者数（実
務経験開始者）＋入学者数（農業実務経
験者 〕）
Ａ：確保目標（45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
（平成１４年度からの評価指標）

指標２＝学生数について、定員の確保状
況
Ａ：定員の80％以上 中期目標期間中の学生確保状況は、確保目標の５４％であった。
Ｂ：定員の40％以上80％未満
Ｃ：定員の40％未満
（平成１３年度の評価指標）

現場の農業者による講 また、卒業生の就農率 指標３＝現場の農業者による講義の実施状 ○卒業生、先進農業者等を講師に依頼し、卒業生からの卒業後の経営実 Ａ
、 、 、義の実施、学生に対する についておおむね９０％ 況 践状況 先進農業者等からの自ら農業を始めた経緯や心構え 経営理念

卒業後の農業経営の方向 以上を確保するため、 Ａ：計画どおり順調に実施された 農村での活動等についての講義を実施した。 H13Ａ
についての具体的な指導 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ
の実施等を行い、学生の （ア）現場の農業者（卒 Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ
就農意識を高めることに 業生を含む ）による講 H16Ａ。
より、卒業生の就農率に 義を実施し、農業現場の 卒業生、先進農業者等により、広範な講義が実施され、多様な角度 H17Ａ
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ついておおむね９０％以 声を教育課程に導入する から農業の面白さを知り意義を自覚することに役立ったと考えられる。
上を確保する。 とともに、
（就農率の算定に当たっ
ては、卒業生が継続的に 指標４＝演習における卒業後の農業経営の ○３学年を対象に 卒業後の実践活動に自信と意欲を持って入れるよう Ａ、 、
農業研修等を行う場合を 方向についての具体的な指導の実施状況 各ゼミ担当教育指導員の指導の下に就農促進ゼミを１３年度から新たに
就農に含めるものとす Ａ：計画どおり順調に実施された 実施した。なお、ゼミは卒業後の経営方向により班編制を行っている。 H13Ａ
る ） Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ。

Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ
ゼミ形式で、それぞれ自らの将来の経営に直接関わる事項を中心に H16Ａ
研究、討議することにより、刺激しあい、将来の経営について具体的 H17Ａ
に考える機会となった。

（イ）演習において、学 指標５＝卒業生の卒業時の就農率（おおむ ○卒業生の就農率について、９０％以上を確保した。 Ａ
生に対する卒業後の農業 ね90％以上）の確保状況（先進的農業者等
経営の方向についての具 の下での研修のほか、将来、就農の意志が 年度：卒業生数（就農者数 、就農率 H13Ａ）
体的な指導の実施等を行 あり、就農後の経営に役立つ知識、技術等 １３年度：２９名（２９名 、１００％ H14Ａ）
い、学生の就農意欲を高 を得るために就職する場合も含む） １４年度：３８名（３５名 、９２％ H15Ａ）
める。 Ａ：80％以上 １５年度：３２名（３０名 、９４％ H16Ａ）

Ｂ：45％以上80％未満 １６年度：３７名（３５名 、９５％ H17Ａ）
Ｃ：45％未満 １７年度：２２名（２１名 、９５％）

５年間計：１５８名（１５０名）９５％

注：就農には、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。

中期目標期間中の就農率は９５％であり、目標を達成した。

イ 教育内容の改善 イ 教育内容の改善 指標６＝卒業生に対するアンケート調査の ○１３年度に卒業後５年以上を経た卒業生を対象に、農業現場から見た Ａ
実施状況 望ましい教育内をを中心とした「農者大の教育内容についてのアンケー

（ア）卒業後５年以上を （ア）卒業生を対象に、 Ａ：計画どおり順調に実施された ト」調査を実施するとともに、調査結果を第２回カリキュラム検討委員 H13Ａ
経た農業者を対象に、農 以下のアンケート調査を Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 会に報告し、検討の参考とした。 H14Ａ
業現場からみて望ましい 実施し、農業者大学校の Ｃ：計画どおり実施できなかった （アンケート対象者８１２名、うち回答者２６６名（３３％ ） H15Ａ）
教育内容に関するアンケ 教育に対する評価及びニ ○卒業後２年を経った者を対象に毎年度「在学中の教育の満足度」を中 H16Ａ
ートを実施し、その結果 ーズを把握する。 心とした内容でアンケート調査を行った。 H17Ａ
を分析することにより、
新たな教育の進め方に反 ・ 卒業後５年以上を経 年度：対象者数（回答者数 、回答率）
映させる。 た農業者を対象に、農業 １３年度：４９名（２１名 、４３％）

現場からみて望ましい教 １４年度：３５名（２３名 、６６％）
（イ）毎年度、卒業後２ 育内容に関するアンケー １５年度：２９名（２２名 、７６％）
年程度の農業者を対象 トを実施する。 １６年度：３８名（２４名 、６３％）
に、在学中の教育の満足 １７年度：３２名（２３名 、７２％）
度に関するアンケートを ・ 毎年度、卒業後２年
実施し、その結果を分析 程度の農業者を対象に、
することにより、満足度 在学中の教育の満足度に 毎年度アンケートを行い、調査結果は教育内容・方法の改善に生か
の低い教科について見直 関するアンケートを実施 すとともに、新カリキュラムの策定、将来方向検討会、農業者大学校
しを行うとともに、将来 する。 の業務の見直し検討の参考にしている。
の食料・農業・農村の方
向性を踏まえたカリキュ （イ）学識経験者による 指標７＝今後の教育ニーズや将来の食料・ ○１３・１４年度に学識経験者によるカリキュラム検討委員会を開催す Ａ
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ラム編成を行う。 カリキュラム検討委員会 農業・農村の方向性を踏まえたカリキュラ るとともに、検討委員会の検討結果を踏まえカリキュラムを改正し、教
を設置し、上記アンケー ムの見直しについて計画の遂行状況 科として「循環型農業」及び「食の安全」を新設するとともに「経済」 H13Ａ
ト調査の分析結果（教育 Ａ：計画どおり順調に実施された 教科の中に「マーケティング」を、社会教科の中に「農村の活性化」を H14Ａ
の満足度、今後の教育ニ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 小項目として区分し、内容を充実強化した。また 「基礎」教科を再編 H15Ａ、
ーズ等）や将来の食料・ Ｃ：計画どおり実施できなかった し、情報の活用能力、プレゼンテーション能力を高めるための「情報・ H16Ａ
農業・農村の方向性を踏 コミニュケーション」教科とし、１５年度入学生から実施した。 H17Ａ
まえ、カリキュラム等の
見直しを行う。

カリキュラム検討委員会を開催し、今後の教育ニーズや将来の農業・
農村の方向性を踏まえた教育過程に見直すとともに、改正された教育
過程は１５年度から計画どおり実施している。

（２）果樹農業に関する （２）果樹農業に関する ◇果樹農業に関する研修 ◇ Ａ
研修業務 研修業務 指標＝以下の指標１～11の評価結果をＡ：

２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により点 H13Ａ
ア 研修生の就農状況等 ア 研修生の就農状況等 数化した合計点 H14Ｂ
の維持・改善 の維持・改善 Ａ：20点以上（指標７の検討会の開催・研 H15Ａ

修内容の見直しを計画しなかった年度は18 H16Ａ
点以上） 全１１指標のうち H17Ａ
Ｂ：11点以上19点以下（指標７の検討会の Ａ：１０指標 ２０点
開催・研修内容の見直しを計画しなかった Ｃ： １指標 ０点
年度は10点以上17点以下） 計 ２０点
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）

研修生の確保と定員の 指標１＝研修生確保のための新聞等の宣伝 ○研修生募集資料を作成し 農林水産省関係機関 都道府県関係機関 普 Ａ、 、 （
充足を図るため、新聞広 活動、インターネットによる周知の実施状 及指導センター等 、農業関係高等学校、修了生、全国関係団体等に送）
告等の宣伝活動の的確な 況 付し学生募集を依頼するとともに、新聞広告の掲載、インターネットに H13Ａ
実施、修了生の協力の下 Ａ：計画どおり順調に実施された よる募集案内等の募集活動を行った。また、研修所職員が都道府県関係 H14Ａ
でのきめ細かな応募者の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 機関、農業関係高等学校等を訪問し募集活動を行った。 H15Ａ
発掘、インターネットに Ｃ：計画どおり実施できなかった H16Ａ
よる周知等により研修生 （平成１７年度は募集業務を実施しなかっ ○落葉及び常緑果樹農業研修所の廃止が決定されたことから、１７年度 H17－
募集を効果的に行う。 たので、当該項目の評価は行わない） は募集活動を停止した。

果樹産地の農業高校や普及指導センター等現場段階の周知及び修了
生の協力を得た応募者の発掘等きめ細かい募集活動を行った。

指標２＝研修生確保状況 長期研修入所者 ○研修生確保状況は確保目標の２０～５０％台にとどまった。 Ｃ（ ）
Ａ：確保目標（39名）の90％以上 （確保人数（確保目標に対する充足率 ：１３年度２２名（４４％ 、１） ）
Ｂ：確保目標の50％以上90％未満 ４年度１９名（４８％ 、１５年度２３名（５９％ 、１６年度９名（２ H13Ｂ） ）
Ｃ：確保目標の50％未満 ３％ ） H14Ｃ）
（平成１７年度は募集業務を実施しなかっ H15Ｂ
たので、当該項目の評価は行わない） H16Ｃ

H17－
指標２＝研修生確保状況（長期研修入所
者）
Ａ：確保目標（39名）の90％以上
Ｂ：確保目標の50％以上90％未満
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Ｃ：確保目標の50％未満
（平成１５年度の評価指標）

指標２＝研修生確保状況（長期研修入所
者数＋短期研修、公開講座、農業体験学
習及び視察者受入れの実施延べ時間数を
長期研修の研修時間で除した数 ））
Ａ：確保目標（40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
（平成１４年度の評価指標）

指標２＝長期研修の研修生数について、
定員の確保状況
Ａ：定員の70％以上 中期目標期間中の研修生確保状況は、確保目標の４３％であった。
Ｂ：定員の30％以上70％未満 （７３人÷１６８人）
Ｃ：定員の30％未満
（平成１３年度の評価指標）

現場の農業者による講 また、修了生の就農率 指標３＝現場の農業者による講義の実施状 ○修了生、先進農業者を講師に依頼し、修了生からは修了後の経営実 Ａ
義の実施、研修生に対す についておおむね９０％ 況 践状況について、先進農業者からは自らの農業経営・果樹栽培の課題、
る修了後の農業経営に関 以上を確保するため、 Ａ：計画どおり順調に実施された 現場の実践状況等の講義を実施した。 H13Ａ
する指導の実施等を行 （ア）現場の農業者（修 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ
い、研修生の就農意欲を 了生を含む ）による講 Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ。
高めることにより、修了 義の実施や 修了生、先進農業者の果樹農業への多様な取組みを知ることにより H16Ａ
生の就農率についておお 、果樹農業経営の可能性を知る良い機会となった。 H17Ｂ
むね９０％以上を確保す
る （就農率の算定に当。
たっては、研修所修了生 （イ）研修生に対し修了 指標４＝修了後の農業経営に関する指導 ○学識経験者等から果実の流通、簿記・税務等修了後の農業経営に役立 Ａ
が継続的に農業研修等を 後の農業経営に関する指 Ａ：計画どおり順調に実施された ち、また必要となる事項の講義を実施した。また、先進農業者等から経
行う場合を就農に含める 導の実施等を行い、研修 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 営の現場において指導を受けた。 H13Ａ
ものとする ） 生の就農意欲を高める。 Ｃ：計画どおり実施できなかった H14Ａ。

H15Ａ
実践的で修了後の経営改善に直結する講義や農業の現場における H16Ａ
指導は、将来の経営に向けた意欲の向上に寄与するものと考えられ H17Ａ
る。

指標５＝修了生の修了時の就農率（おお ○修了生の就農率について、９０％以上を確保した。 Ａ
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 年度：修了生数（就農者数 、就農率 H13Ａ）
があり、就農後の経営に役立つ知識、技術 １３年度：１９名（１７名 、９０％ H14Ａ）
等を得るために就職する場合も含む） １４年度：２１名（１８名 、８６％ H15Ａ）
Ａ：80％以上 １５年度：１６名（１６名 、１００％ H16Ａ）
Ｂ：45％以上80％未満 １６年度：２２名（２１名 、９６％ H17Ａ）
Ｃ：45％未満 １７年度：９名（８名 、９２％）

５年間計：８７名（８０名 、９２％）
注：就農には、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。

中期目標期間中の就農率は９２％であり、目標を達成した。
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イ 研修内容の改善 イ 研修内容の改善

（ア）研修修了者、都道 （ア）研修修了者、都道 指標６＝アンケートの実施状況 ○１３年度は研修修了生及び都道府県果樹行政担当部局に対し研修所の Ａ
府県果樹行政担当部局等 府県果樹行政担当部局等 Ａ：計画どおり順調に実施された 望ましい研修の方向等についてのアンケートを実施するとともに、１４
に対し、農業現場からみ に対し、農業現場からみ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 年度に研修内容の改善に関する検討委員会を開催し、今後の研修のあり H13Ａ
て望ましい研修内容につ て望ましい研修内容につ Ｃ：計画どおり実施できなかった 方について検討した。 H14Ａ
いてのアンケートを実施 いてのアンケート調査を 研修修了生１，０２２名、うち回答者２８２名、回答率２８％ H15Ａ
し、その結果を分析する 実施し、その調査結果を 都道府県４７、うち回答都道府県４１、回答率８７％ H16Ａ
ことにより、新たな研修 踏まえ、学識経験者等を H17Ａ
の進め方に反映させる。 含めた検討会の開催によ ○１４年度から毎年度研修生に対しカリキュラム関係及び生活関係のア

り研修内容の見直しを行 ンケートを実施し、調査結果を研修内容の改善等に活かした。
う。

年度：対象者数（回答者数 、回答率）
１４年度：２１名（２１名 、１００％）
１５年度：１６名（１６名 、１００％）
１６年度：２２名（１７名 、７７％）
１７年度：９名（９名 、１００％）

１３年度に修了生、都道府県果樹行政担当部局にアンケートを実施
するとともに、調査結果は研修内容の改善に関する検討委員会の参考
にされた。また、１４年度以降も修了予定者にアンケートを実施し、
調査結果は研修内容の改善等に活かした。

指標７＝農業現場からみて望ましい研修内 ○研修内容の改善に関する検討委員会の検討結果を踏まえ、１５年度か Ａ
容の見直しの実施状況 ら果実の流通、農業土木の講義等研修内容の充実を図った。
Ａ：計画どおり順調に実施された H13－
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ

（イ）研修生自らが栽培 （イ）研修生自らが栽培 Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ
管理計画の立案及び管理 管理計画の立案及び管理 （※検討会の開催・研修内容の見直しを計 検討委員会の意見を踏まえ、着実な研修内容の改善を図った。 H16Ａ
を行うほ場の設定、土地 を行うほ場の設定、土地 画した年度のみ適用） H17Ａ
基盤整備に係る実習の導 基盤整備に係る実習等を
入等研修内容の改善を図 導入し、研修内容の改善 指標８＝実践能力向上のための研修内容 ○自主管理ほ場を設定し研修生自らによる年間を通じた栽培管理実習を Ａ
る。 を図る。 の改善の実施状況 実施するとともに、園地測量実習、園地造成・整備実習、大苗移植によ

Ａ：計画どおり順調に実施された る早期成園化実習等を実施した。 H13Ａ
ウ 短期研修について ウ 短期研修について Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ（ ） 、 （ ） 、
研修内容の充実を図るた 研修生のニーズに見合っ Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ
め、研修生のニーズに見 たコースの設定及び充実 研修生自らの工夫や研修所ならではの大型建設機械を利用した園地 H16Ａ
合ったコース設定を行 を行う。 造成・整備実習等、実践能力を養うための研修内容の改善を図った。 H17Ｂ
う。

指標９＝ニーズに見合った短期研修のコー ○短期研修については「短期研修実施要領」を定め、落葉については夏 Ａ
ス設定の実施状況 季コース、冬季コース、常緑については先進技術コース（１７年度はカ
Ａ：計画どおり順調に実施された ンキツ農業セミナー２００５ 、女性研修コースを実施するとともに、 H13Ａ）
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 地域と連携を図るため、市民を含めた公開講座を実施した。また、受講 H14Ａ
Ｃ：計画どおり実施できなかった 者に対しアンケート調査を実施し、次年度の短期研修に役立てた。 H15Ａ

H16Ａ
落葉・常緑それぞれニーズを踏まえたテーマを設定し、着実に実施 H17Ａ
した。

指標10＝小中学生等の農業体験の受入の実 ○近隣の保育園児、幼稚園児、小学校１・２年生等の花の開花観察、収 Ａ
施状況 穫体験等の受入を毎年度実施した。
Ａ：順調に実施された ５年間の延べ回数（延べ人数 ：４２回（２，６５２名） H13Ａ）
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Ｂ：概ね順調に実施された H14Ｂ
Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ

農業体験学習及び一般公開とも着実に実施した。 H16Ａ
H17Ａ

指標11＝農業関係機関等からの視察の受入 ○果樹農家、果樹関連企業・団体、県農業大学校、ＪＡ、行政機関担当 Ａ
状況 者等からの視察を受け入れた。
Ａ：順調に実施された ５年間の延べ回数（延べ人数 ：１７２回（１，７２５名） H13Ａ）
Ｂ：概ね順調に実施された H14Ａ
Ｃ：実施できなかった 農業関係機関等からの視察受け入れは着実に実施した。 H15Ｂ

H16Ａ
H17Ａ

２ １の業務に附帯する ２ １の業務に附帯する ○教育内容の質の向上等 ○ Ａ
業務 業務 指標＝小項目の評価結果をＳ又はＡ：２

点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ H13Ａ
教育内容の質の向上等 り点数化した合計点数 小項目２項目のうち H14Ａ

に資するため、次の業務 Ａ：４点 Ａ：２項目 ４点 H15Ａ
を行う。 Ｂ：２点以上３点以下 H16Ａ

Ｃ：１点以下 H17Ｂ

（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経営改善に関 ◇ Ａ
調査・情報提供 調査・情報提供 する情報提供

指標＝以下の指標１～４の評価結果をＡ： H13Ａ
ア 卒業後の農業者を対 ア 中期目標期間中に１ ２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により点 H14Ａ
象に、農業経営の実態に 回以上、卒業後の農業者 数化した合計点 H15Ａ
関するアンケート調査を を対象に、農業経営の実 Ａ：８点（指標１のアンケート実施を計画 全４指標のうち H16Ａ
実施する。 態に関するアンケート調 しない年度は６点） Ａ：４指標 ８点 H17Ｂ

査を実施する。 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 ○１３年度に卒業生全員を対象に、研修生の受け入れ可能性、農業経営 Ａ
ト調査の実施状況 の概況、農業経営の変化等についての「卒業生農業経営概況等アンケー
Ａ：計画どおり順調に実施された ト調査」を実施した。 H13－
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 対象者数１，０３５名、うち回答者数３４１名、回答率３３％ H14Ａ
Ｃ：計画どおり実施できなかった H15－
（※アンケート調査の実施を計画した年度 １３年度に卒業生全員を対象にアンケートを行い、１４年度に集計 H16－
のみ適用） ・分析を行った。調査結果は学生の派遣実習指導等に活かした。 H17－

イ 毎年度、卒業後の農 イ 毎年度、卒業後の農 指標２＝経営状況に関する詳細な調査の実 ○卒業生の経営発展の過程と経営者としての経営行動の事例等を調査・ Ａ
業者の中から２事例以上 業者の中から、経営タイ 施状況（毎年度異なる経営タイプから２事 分析することにより、学生に対する経営者能力を高めるための教育のあ
を抽出し、経営状況に関 プの異なる２事例以上を 例） り方の検討、農業経営者としての人材開発に資することを目的に、調査 H13Ａ
する詳細な実態調査を行 抽出し、経営状況に関す Ａ：計画どおり順調に実施された 員２名を委嘱して、毎年度４～５事例の調査を実施した。 H14Ａ
う。 る詳細な実態調査を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された １３年度４事例 １４年度５事例 １５年度４事例 １６年度５事例 H15Ａ（ 、 、 、 、

う。 Ｃ：計画どおり実施できなかった １７年度４事例） H16Ａ
H17Ａ

毎年度、計画を上回る事例を調査し、就農促進ゼミの教材等として
活用した。
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ウ 卒業後の農業者を対 ウ 全国を７地域（北海 指標３＝研究集会の開催状況（毎年度２地 ○各年度２地域（１７年度は１地域）において当該地域の実態に即した Ａ
象に、毎年度２地域以上 道・東北、関東、北陸、 域以上） テーマを設定し、卒業生等を対象とした研究集会を開催した。
において研究集会を開催 東海 近畿 中国・四国 Ａ：計画どおり順調に実施された （開催場所：１３年度群馬県、兵庫県、１４年度青森県、長崎県、１５ H13Ａ、 、 、
する。 九州・沖縄）に区分し、 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 年度新潟県、東京都、１６年度鳥取県、東京都、１７年度佐賀県） H14Ａ

毎年度２地域以上におい Ｃ：計画どおり実施できなかった H15Ａ
て、当該地域の実態に即 H16Ａ
したテーマを設定し、卒 同窓会とタイアップし、地域・卒業生の関心あるテーマを設定した H17Ｂ
業後の農業者を対象とし 上で実施し、卒業生の今後の営農改善に寄与したものと認められる。
た研究集会を開催する。

指標４＝経営改善等に資する情報のホーム ○経営実態調査結果及び研究集会結果について、毎年度２回以上ホーム Ａ
ページへの掲載状況（毎年度２回以上） ページに掲載した。
Ａ：計画どおり順調に実施された H13Ａ
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ
Ｃ：計画どおり実施できなかった 研究集会の概要、事例調査結果をコンパクトな形でまとめ掲載し H15Ａ

エ 経営改善等に資する エ 経営実態調査及び研 た。 H16Ａ
新たなテーマについての 究集会の結果を通じて得 H17Ａ
情報を 毎年度２回以上 られた経営改善に資する、 、
ホームページに掲載す 新たなテーマに関する情
る。 報を、毎年度２回以上、

ホームページに掲載す
る。

（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関する情報提 ◇ Ａ
方法等に関する情報提供 方法等に関する情報提供 供

指標＝以下の指標１～２の評価結果をＡ： H13Ａ
ア 情報誌を毎年度発行 ア 関係団体とも連携 ２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により点 全２指標のうち H14Ａ
することにより、関係機 し、調査収集した農業教 数化した合計点 Ａ：２指標 ４点 H15Ａ
関への教育方法に関する 育に関する情報等を取り Ａ：４点 H16Ａ
情報提供を行う。 まとめ、農業教育関係機 Ｂ：２点以上３点以下 H17Ａ

関を対象に情報誌を毎年 Ｃ：１点以下
度発行する。

指標１＝情報誌の発行・提供（毎年度） ○農業教育に携わる関係者の情報交流の場の形成の一端を担うものとし Ａ
Ａ：計画どおり順調に実施された て、道府県農業大学校の話題及び事例紹介、教育に関する講座・解説、
Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された 農業者大学校の取り組み等を内容とした情報誌 大地の教育 を創刊し H13Ａ「 」 、
Ｃ：計画どおり実施できなかった 第５号まで発行した。 H14Ａ

大地の教育は、道府県農業大学校、都道府県普及指導センター、都道 H15Ａ
府県庁、農林水産省関係部局等に配布した。 H16Ａ

H17Ａ
県農業大学校の話題、農業教育の実践事例、教育に関する講座等を
内容とした情報誌を発行し、教育方法に関する情報提供を行った。

イ 業務内容、卒業生が イ 業務内容、卒業生が 指標２＝公開講座の開催及びインターネッ ○卒業生の特色ある経営及び成果について紹介するとともに農業に対す Ａ
各地域で特色ある経営を 各地域で特色ある経営を トによる情報提供の実施状況 る理解を深めてもらうため、卒業生の農場等の視察を中心とした現地公
展開している成果等につ 展開している成果等につ Ａ：計画どおり順調に実施された 開講座を実施した。 H13Ａ
いて、適時かつ的確な情 いて、国民の理解を深め Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H14Ａ
報開示を行うことによ るため、公開講座、イン Ｃ：計画どおり実施できなかった ○卒業生の経営事例、講義の概要、現地視察、各種行事等の教育活動に H15Ａ
り 国民の理解を深める ターネット等を活用して ついて、逐次ホームページに掲載した。 H16Ａ、 。

情報提供を行う。 H17Ａ
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卒業生の農場での現地公開講座を実施するとともに、各種行事等の
教育活動について、積極的な情報提供を図った。

第４ 財務内容の改善に 第３ 予算（人件費の見 ◎財務内容の改善 ◎ Ａ
関する事項 積りを含む 、収支計画 指標＝以下の指標１～２の評価結果をＡ：。）

及び資金計画 ２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により点 H13Ａ
適切な業務運営を行う 数化した合計点 中期目標期間中の業務実績をもとに農業者大学校の評価基準に基づ H14Ａ

ことにより、収支の均衡 １ 予算（略） Ａ：４点 き評価を行った結果、すべての中項目においてＡ評価となったことか H15Ａ
を図る。 ２ 収支計画（略） Ｂ：２点以上３点以下 ら大項目の評価はＡとする。 H16Ａ

３ 資金計画（略） Ｃ：１点以下 H17Ａ

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） ○旅費については、出張日程を事前に調整し、効率的な実施に努めた。 Ａ
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） ○用紙等消耗品類及び電気・水道について職員及び学生に対し、日常的 H13Ａ
Ａ：取組は十分であった な節約の徹底を図った。 H14Ａ
Ｂ：取組はやや不十分であった H15Ａ
Ｃ：取組は不十分であった H16Ａ

H17Ａ
※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 節電・節水、事務用品、用紙節約等の徹底を図る等努力が図られて
費の抑制」の評価結果に十分配慮するもの いる。
とする。

指標２＝法人運営における資金の配分状況 ○予算については、本校が一元的に管理を行い、年度計画に沿って所要 Ａ
（人件費、業務経費、一般管理費等法人全 額を年度当初に配分し、年度途中において執行状況を把握し業務の進捗
体の資金配分方針及び実績、関連する業務 状況に沿って効率的に運用できるように資金の配分を行った。 H13Ａ
の状況、予算決定方式等） H14Ａ
Ａ：効率的な資金の配分は十分であった H15Ａ
Ｂ：効率的な資金の配分はやや不十分であ H16Ａ
った 業務計画に沿って年度当初に配分計画を決定し、進捗状況に合わせ H17Ａ
Ｃ：効率的な資金の配分は不十分であった 効果的な資金の配分がなされている。

第４ 短期借入金の限度 ◎短期借入金の借入に至った理由等 ◎ －
額 指標＝当該年度に係る短期借入金の借入に ○短期借入金の実績はなかった。

至った理由及び使途、金額及び金利、手続 H13Ａ
１億円 き、返済の状況と見込み。借入がなかった H14－
（想定される理由） 場合は、本項目の評価は行わない。 H15－
運営費交付金の受入れ Ａ：借入に至った理由等は適切であった H16－

が遅延。 Ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であ 短期借入金の借入がなかったので、評価は行わなかった。 H17－
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。
（平成１４年度以降の評価指標）

◎短期借入金の有無、借入に至った理由
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等
指標＝当該年度に係る短期借入金につい
ての借入の有無、借入に至った理由及び
使途、金額及び金利、手続き、返済の状
況と見込み
Ａ：借入は行われなかった。又は借入に
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
（平成１３年度の評価指標）

第５ 剰余金の使途 ◎剰余金による成果 ○平成１７年度末の剰余金は３７，９４５千円であり、積立金とした。 ◎ －
指標＝当該年度に係る剰余金の使途につい

研修・教育用機器の整 て、中期計画に定めた使途に充てた結果、 H13－
備、果樹園作業用機械、 当該事業年度に得られた成果 H14－
園地条件の整備等の業務 Ａ：得られた成果は十分であった H15－
の高度化・効率化に必要 Ｂ：得られた成果はやや不十分であった H16－
な経費に充当する。 Ｃ：得られた成果は不十分であった H17－

農業者大学校の剰余金は積立金として処理されることとされ
中期計画に定めた剰余金の使途 おり、大項目の評価は行わなかった。
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 ◎その他農林水産省令で定める業務運営に ◎ Ａ
令で定める業務運営に関 関する事項
する事項 指標＝中項目の評価結果をＳ又はＡ：２ H13Ａ

点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ H14Ａ
り点数化した合計点数 H15Ａ
Ａ：４点 中期目標期間中の業務実績をもとに農業者大学校の評価基準 H16Ａ
Ｂ：２点以上３点以下 に基づき評価を行った結果、すべての中項目においてＡ評価と H17Ａ
Ｃ：１点以下 なったことから大項目の評価はＡとする。

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 ○施設及び設備に関する計画 ○各事業年度の施設及び設備に関する計画に基づき次の通り実施した。 ○ Ａ
る計画 指標＝施設及び設備についての当該事業年 １３年度：本校女子寮等改修工事（１４年度に繰り越し 、落葉作業）

度における改修・整備前後の業務運営の改 舎・肥料農薬貯蔵庫屋根改修工事、常緑研修生寮食堂・厨 H13Ａ
業務の適切かつ効率的 善の成果 房空調機設置工事 H14Ａ

な実施の確保のため、業 Ａ：改善の成果は十分であった １４年度：本校女子寮等改修工事（１３年度から繰り越し 、学生寮 H15Ａ）
務実施上の必要性及び既 Ｂ：改善の成果はやや不十分であった Ｄ棟空調改修工事、常緑農機具格納庫等改修工事 H16Ａ
存の施設・設備の老朽化 Ｃ：改善の成果は不十分であった １５年度：落葉果実収納舎増築及び選果施設改修工事 H17Ａ
等に伴う施設及び設備の １６年度：本校本館空調設備改修工事、本館棟外壁補修工事
整備・改修等を計画的に １７年度：本校学生寮Ｃ棟給排水設備及び内装等改修工事、本館、図
行う。 書館、学生寮Ａ棟、Ｂ棟及びＤ棟屋上防水工事、吹き付け
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アスベスト飛散防止処理工事

施設整備は計画的に実施され、目的を果たしている。

２ 職員の人事に関する ○職員の人事に関する計画 ○ Ａ
計画 指標＝小項目の評価結果をＳ又はＡ：２

点、Ｂ：１点、Ｃ又はＤ：０点の区分によ H13Ａ
（１）方針 り点数化した合計点数 小項目３項目のうち H14Ａ

Ａ：６点 Ａ：３項目 ６点 H15Ａ
既存業務の効率化を推 Ｂ：３点以上５点以下 H16Ａ
進することによる人員の Ｃ：２点以下 H17Ａ
適正な配置を進めるとと
もに、企画機能、広報機 ◇職員の人事に関する方針 ○業務の効率化、業務分担の見直し等を行い人員の適正配置に努めると ◇ Ａ
能、人事労務管理機能、 指標＝人員の適正配置、必要な人員の確保 ともに、人員の抑制を図った。
教育・研修機能の充実へ 状況 H13Ａ
の対応に必要な人員を確 Ａ：計画どおり順調に実施された H14Ａ
保する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H15Ａ

Ｃ：計画どおり実施されなかっ H16Ａ
た 人員が抑制される中で、業務の効率化を図りつつ業務量の増加に H17Ａ

対応した人員配置を行う等、適正配置を行った。

（２）人員に係る指標 ◇人員に関する指標 ○１７年度末の常勤職員数は３８名であり、期初の８８％となった。 ◇ Ａ
指標＝年度末（中期目標の期間における評

期末の常勤職員数を期 価を行う場合は期末）の常勤職員数 H13Ａ
初の９８％とする。 Ａ：計画どおり順調に実施された H14Ａ

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H15Ａ
（参考） Ｃ：計画どおり実施されなかった H16Ａ
期初の常勤職員数 H17Ａ

４３人 各年度の年度計画におい
期末の常勤職員数の見込 て規定されている具体的
み ４２人 目標に基づき、達成度合
人件費総額見込み を評価する 期末の常勤職員数は期初の８８％であり、目標を大幅に上回った。

１，７０９百万円

３ その他人材の確保 ◇その他人材の確保、人材の養成 ○人事院主催の国家公務員採用試験合格者名簿から職員を任用するとと ◇ Ａ（ ） 、
人材の養成などについて 指標＝職員の任用、研修への職員の参加、 もに（１３、１４、１６年度 、国等が行う研修への職員の参加、国の）
の計画 国の機関等との人事交流の実施状況 機関等との人事交流により、職員の資質向上を図った。 H13Ａ

Ａ：計画どおり順調に実施された H14Ａ
人事院主催の国家公務 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された H15Ａ

員採用試験合格者名簿か Ｃ：計画どおり実施されなかった H16Ａ
ら、職員を任用するとと H17Ａ
もに、国等が行う研修へ
の職員の参加、国の機関 職員の任用、国等が行う研修への職員の参加、国の機関等との人事
等との人事交流により、 交流により、職員の資質向上を図った。
職員の資質向上を図る。
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〔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

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 １ 中期目標期間中の業務実績については、農業者大学校評価基準に基づき評価を行った結果、大項目Ａ評価４中項目（中
・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情 項目がなく大項目のみの評価結果も含む ）Ａ評価８であった。総合評価は、中項目（中項目がない場合は大項目）の評価。
・ 中期目標や中期計画に記載されている事項以外 結果の積み上げにより行うものとしており、すべての中項目（中項目がない場合は大項目）においてＡ評価であったので、
の業績その他の特筆すべき事項 総合評価はＡとした。

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。
なお、必要がある場合には、業務の適正化を図る ２ 独立行政法人農業者大学校の事務及び事業については、平成１６年１２月の行政改革推進本部決定により、廃止するこ

ために講ずべき措置等も併せて記載するものとす ととされた。その際、本校の事務及び事業については、抜本的に見直し、先端的な農業技術及び先進的な経営管理手法の教
る。 授を中心とする農業の担い手の育成を目的とする事業に改定した上で 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 １、 （

８年４月から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 （以下「研究機構」という ）に移管して、研究機構の開発業） 。
務と一体的に実施するとともに、現学生及び１７年度、１８年度入学予定者の卒業までは、従来の事務及び事業を継続する
こととされた。

３ 農業者大学校については行政改革推進本部決定に即し、新たな農業研修教育における教育目標、教育の手法・内容、そ
の効果的・効率的な実施体制等を検討し、第２期中期目標期間中に新たな農業研修教育を開始する必要がある。
また、１８年度入学者が卒業する２１年３月までは、独立行政法人農業者大学校学則（平成１３年４月１日付け１３農大

第６号）に基づく学理及び技術の教授を確実に実行する必要がある。


