
独立行政法人農業環境技術研究所の
中期目標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34条の規定に基づき、独立行政法人農
業環境技術研究所（以下「法人」という。）における中期目標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」をいう。以

下同じ。）については、指標を定めず、中期目標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達成状況を評価する。

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（中期

目標を十分達成した）以外の評価を下した場合にはその理由を記述する。
Ｓ：中期目標を大幅に上回って達成した

Ａ：中期目標を十分達成した

Ｂ：中期目標をおおむね達成した

Ｃ：中期目標をある程度達成しているが不十分であった

Ｄ：中期目標を達成しているとはいえない

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

び各年度評価結果を調査・分析しつつ、２の評価指標及び中期目標の内容に照らし
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。特に、大項目第２については、研究成果の普及状況や社会・経
済等に与えた影響を、大項目第１については、法人における内部統制の状況を、それ
ぞれ勘案して行う。

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
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。
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ここに内部統制についての評価コメントを記入

※

※

※

※

※

ここにアウトカム視点からの評価コメントを記入

※

※

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 研究成果の公表、普及の促進

２－３ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

評価ランク 評 価 結 果

第２期中期目標期間 農業環境技術研究所業務実績評価票

農業環境技術研究所

総合評価

付表 １

農業環境技術研究所

※

※

※

※

※

※

※

※

※

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 研究成果の公表、普及の促進

２－３ 専門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

第２期中期目標期間 農業環境技術研究所業務実績評価票

農業環境技術研究所

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

農業環境技術研究所 
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※

※

※

※

※

※

独立行政法人

区 分

Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク
管理技術の開発

Ｂ 自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技
術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

評価ランク 評 価 結 果

農業環境技術研究所

第２－１ 試験及び研究並び調査

付表 １（別紙）

農業環境技術研究所農業環境技術研究所 
- 4 -



付表 ２

独立行政法人農業環境技術研究所の評価基準における指標
（中期目標第２、第３－２、第３－３、第４、第５部分）

中期目標 中期計画 評価単位ごとの指標及び 各指標の
大項目評価のポイント（注） 達成度の表記

第２ 業務運営の効率化に関する Ｉ 業務運営の効率化に関 （ポイント）：評価単位ごと
事項 する目標を達成するためと の評価に加え、法人における

るべき措置 内部統制の状況を勘案して総
合評価を行う

運営費交付金を充当して行う事 運営費交付金を充当して
業については、業務の見直し及び 行う事業については、業務 （中期目標第４と一括して評価）
効率化を進め、一般管理費につい の見直し及び効率化を進
ては、中期目標期間中、毎年度平 め、一般管理費については、
均で少なくとも前年度比３％の削 中期目標期間中、毎年度平
減を行うほか、業務経費について 均で少なくとも前年度比３
は、中期目標期間中、毎年度平均 ％の削減を行うほか、業務
で少なくとも前年度比１％の削減 経費については、中期目標
を行う。 期間中、毎年度平均で少な
また、人件費については、行政 くとも前年度比１％の削減

改革の重要方針（平成 17 年 12 月 を行う。
24 日閣議決定）を踏まえ、今後 また、人件費については、
５年間において、５％以上の削減 行政改革の重要方針（平成
（退職金及び福利厚生費（法定福 17 年 12 月 24 日閣議決定）
利費及び法定外福利費）を除く。 を踏まえ、今後５年間にお
また、人事院勧告を踏まえた給与 いて、５％以上の削減（退
改定部分を除く。）の取組を行う 職金及び福利厚生費（法定
とともに、国家公務員の給与構造 福利費及び法定外福利費）
改革を踏まえた給与体系の見直し を除く。また、人事院勧告
を進める。 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。

１．評価・点検の実施と反映 １．評価・点検の実施と反 （指標１－１） Ｓ：中期目標を大
業務の質の向上と業務運営の効 映 幅に上回って

率化を図るため、運営状況、研究 ①業務の質の向上と、より ア 効率的な自己評価・点検 達成した
内容について、自ら適切に評価・ 一層の効率的な運営を図る の体制整備が行われ、客観 Ａ：中期目標を十
点検を行う。 ため、毎年度、業務の運営 性、信頼性の高い評価・点 分達成した
研究内容の評価・点検について 状況、研究内容について、 検が実施されているか。特 Ｂ：中期目標をお

は、農業その他の関連産業、国民 自ら評価・点検を行う。そ に、自己評価・点検を通じ おむね達成し
生活等への社会的貢献を図る観点 の実施に当たっては、外部 て自身が有する問題点の明 た
から、できるだけ具体的な指標を 専門家・有識者の活用等に 確化、対応策の検討がなさ Ｃ：中期目標をあ
設定して取り組む。また、研究成 より客観性、信頼性を確保 れているか。 る程度達成し
果の普及・利用状況の把握、研究 するとともに、効率的な評 ているが不十
資源の投入と得られた成果の分析 価・点検体制の整備に努め 分であった
を行う。 る。 Ｄ：中期目標を達
評価・点検結果については、独 ②研究内容の評価・点検に イ 研究資源の投入と成果の 成していると

立行政法人評価委員会の評価結果 ついては、生産者、消費者、 分析が適切に実施されてい はいえない
と併せて、業務運営への反映方針 地域住民及び行政部局等へ るか。
を明確化した上で、的確に業務運 の社会貢献を図る観点か
営に反映させる。 ら、できるだけ具体的な指 ウ 研究成果の普及・利用状
職員の業績評価を行い、その結 標を設定して取り組む。ま 況の把握が適切に行われて

果を適切に研究資源の配分や処遇 た、研究資源の投入と得ら いるか。

農業環境技術研究所
 
- 5 -



農業環境技術研究所

等に反映する れた成果の分析を行う。さ
らに、主要な研究成果につ
いては、研究終了から一定
期間経過後の普及・利用状
況の把握を行う。
③評価・点検結果は、独立 エ 評価・点検結果の反映方
行政法人評価委員会の評価 針が明確にされているか。
結果と併せて、基本的考え また、実際に反映されてい
方や具体的方法を明確化し るか。
て、的確に業務運営に反映 オ 内部統制のための法人の
させる。 長のマネジメント（リーダ
④研究職員については、業 ーシップを発揮できる環境
績評価を行い、評価結果を 整備、法人のミッションの
研究資源配分及び処遇に反 役職員への周知徹底、組織
映する。また、一般職員等 全体で取り組むべき重要な
については、組織の活性化 課題（リスク）の把握・対
と実績の向上を図る等の観 応、内部統制の現状把握・
点から、新たな評価制度を 課題対応計画の作成）は適
導入する。 切に行われているか。

オ 研究職員の業績評価が適
切に行われているか。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。

カ 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 ２．研究資源の効率的利用 （指標１－２） Ｓ：中期目標を大
実・高度化 及び充実・高度化 幅に上回って
農業環境に係る行政ニーズの把 （１）研究資金 達成した

握、国内外の技術開発動向や学会 ①運営費交付金について ア 運営費交付金の重点配 Ａ：中期目標を十
の動向の調査・分析等、研究の企 は、評価結果等に基づき重 分、国の委託プロジェクト 分達成した
画・立案に必要な情報収集・分析 点的な配分を行い、効率的 研究の重点実施が行われて Ｂ：中期目標をお
機能を強化する。 ・効果的な研究の推進を図 いるか。 おむね達成し

る。 た
（１）研究資金 ②農政上及び科学技術政策 Ｃ：中期目標をあ
研究所は、中期目標の達成のた 上の重要課題として国から る程度達成し

め、運営費交付金を効率的に活用 受託するプロジェクト研究 ているが不十
して研究を推進する。さらに、研 等について重点的に実施す 分であった
究開発の一層の推進を図るため、 る。 Ｄ：中期目標を達
委託プロジェクト研究費、競争的 ③中期目標の達成に有効な イ 競争的研究資金等の外部 成していると
研究資金等の外部資金の獲得に積 競争的資金について積極的 資金の獲得に向けた十分な はいえない
極的に取り組み、研究資金の効率 に応募し、当該資金の獲得 取り組みが行われ、獲得金
的活用に努める。 に努める等により研究資金 額が増加しているか。

の充実を図る。
（２）研究施設・設備
研究施設・設備については、老 （２）研究施設・設備

朽化の現状や研究の重点化方向を 施設・設備の効率的な維 ウ ミッションの達成に向け
考慮の上、効率的な維持管理等が 持管理及び有効活用を図る た施設・設備の計画的整備
行われるよう計画的に整備し、そ ため、共同利用を促進し、 が行われているか。
の有効活用に努める。 環境化学物質分析施設等に エ 研究施設・設備の共同利

関する情報のインターネッ 用の促進の取り組みが適切
（３）組織 トによる公開及び配分スペ に行われているか。
農業環境に係る政策や社会的ニ ースの見直しや集約化の推 オ 環境化学物質分析施設等

ーズに迅速に対応し、研究成果を 進等に努める。 に関する情報をインターネ
効率的に創出するため、研究資金、 上記を踏まえ、老朽化の ット等を介して公開し、利
人材、施設などの研究資源を有効 現状や研究の重点化方向を 用促進が図られているか。
に活用し得るよう、研究組織を、 考慮の上、計画的な整備に
具体的な研究分野、研究課題の重 努める。
要性や進捗状況も踏まえ、研究組
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織を、再編・改廃を含めて機動的 （３）組織
に見直す。 中期計画における研究課 カ 研究基本組織の配置、小

題の着実な達成のため、「研 課題の進行管理を推進する
（４）職員の資質向上と人材育成 究領域」や「研究センター」 ための研究体制の構築は行
研究者、研究管理者、研究支援 等の研究基本組織を配置す われているか。また、政策

者の資質向上を図り、研究所の業 るとともに、小課題の進行 的要請や社会的ニーズに対
務を的確に推進できる人材を計画 管理を推進するための研究 応するための組織の見直し
的に育成する。そのため、具体的 体制を構築する。また、成 に向けた取り組みが行われ
な人材育成プログラムを策定する 果に対する評価結果及び社 ているか。
とともに、競争的・協調的な研究 会・科学技術動向を踏ま
環境の醸成、多様な雇用制度を活 え、社会ニーズや政策的要
用した研究者のキャリアパスの開 請等に適切に対応するた
拓、研究支援の高度化を図る研修 め、機動的かつ柔軟な組織
等により、職員の資質向上に資す の見直しを行う。さらに、
る条件整備に努める。 研究所の活動を効率的に運

営するための管理体制を整
備する。

（４）職員の資質向上と人
材の育成
①人材育成プログラムを策 キ 人材育成プログラム及び
定して計画的な人材育成を 若手職員の養成プログラム
図る。 の策定、他機関との人材交
②研究職員に対し競争的・ 流などによる人材育成の取
協調的環境を醸成し、イン り組みが適切に行われ、そ
センティブを効果的に付与 の効果がみられるか。
する。また、他の独立行政
法人を含む研究機関等の円 ク 研究職員にインセンティ
滑な人材交流を行うととも ブを付与するための取り組
に、多様な雇用制度を活用 みが行われ、その効果が見
し研究職員のキャリアパス られるか。
を開拓する。
③若手研究職員の育成プロ
グラムを策定し、計画的な
人材育成を図るとともに、
博士号の取得を奨励し、適
切な指導を行う。また、各
種制度を積極的に活用して
研究職員の在外研究を計画
的に実施する。
④各種研修制度等を活用 ケ 各種研修の実施、資格取
し、研究所のミッション遂 得の支援が行われ、その効
行に必要な研究マネジメン 果が見られるか。
トに優れ、かつ高度な専門
的知識を有する研究管理者
を育成する。
⑤一般職員及び技術専門職
員が高度な専門技術・知識
を要する業務を行うために
必要な資格や能力を獲得す
るための研修等を実施す
る。

３．研究支援部門の効率化及び充 ３．研究支援部門の効率化 （指標１－３） Ｓ：中期目標を大
実・高度化 及び充実・高度化 幅に上回って
効率的かつ効果的な運営を確保 ①総務部門については、業 ア 総務部門について、管理 達成した

するため、以下のような研究支援 務内容等の見直しを行い、 事務業務の効率化が図られ Ａ：中期目標を十
部門の合理化に努める。 効率的な実施体制を確保す ているか。 分達成した
総務部門の業務については、業 るとともに、事務処理の迅 Ｂ：中期目標をお

務内容等の見直しを行い、効率的 速化、簡素化、文書資料の おむね達成し
な実施体制を確保するとともに、 電子媒体化等により管理事 た
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事務処理の迅速化、簡素化、文書 務業務の効率化を図る。 Ｃ：中期目標をあ
資料の電子媒体化等による業務の ②技術専門職の業務につい イ 技術専門職の業務を高度 る程度達成し
効率化に努める。 ては、調査及び研究業務の な専門技術・知識を要する ているが不十

現業業務部門の業務について 高度化に対応した高度な専 分野に重点化するための見 分であった
は、調査及び研究業務の高度化に 門技術・知識を要する分野 直し、アウトソーシング推 Ｄ：中期目標を達
対応した高度な専門技術・知識を に重点化するとともに業務 進に向けた取り組みが行わ 成していると
要する分野に重点化を図るために の効率化、充実・強化を図 れているか。 はいえない
業務を見直し、研究支援業務の効 る。
率化、充実・強化を図るよう努め ③施設・設備、機械等の保
る。 守管理については、業務の
研究支援業務全体を見直し、極 性格に応じて計画的な外部

力アウトソーシングを推進する等 委託に努める。
により、研究支援部門の要員の合 ④研究支援部門全体を見直
理化に努める。 し、極力アウトソーシング

を推進する等により、研究
支援部門の要員の合理化に
努める。
⑤農林水産省研究ネットワ ウ 研究情報の収集、情報共
ーク等を活用して、研究情 有システム等による法人全
報の収集・提供業務の効率 体での情報共有促進の取り
化、充実・強化を図るとと 組みは適切に行われている
もに、情報システムの運用 か。
により研究所全体の情報共
有の促進及び業務の効率化
を図る。

４．産学官連携、協力の促進・強 ４．産学官連携、協力の促 （指標１－４） Ｓ：中期目標を大
化 進・強化 幅に上回って
農業環境に関する基礎的・基盤 ①国公立機関、大学、民間 ア 国公立機関、大学、民間 達成した

的研究水準の向上並びに研究の効 等との共同研究を進めると 等との共同研究、人材交流 Ａ：中期目標を十
率的実施及び活性化のために、国、 ともに、研究者の交流を円 のためのシステムが構築さ 分達成した
他の独立行政法人、公立試験研究 滑に行うためのシステムの れ、その成果が出ているか。 Ｂ：中期目標をお
機関、大学、民間等との共同研究 構築を図る。 おむね達成し
等の連携・協力及び研究者の交流 ②毎年定期的に、関係独立 イ 研究推進会議等を開催 た
を積極的に行う。その際、他の独 行政法人、行政部局、都道 し、他独法、行政部局、都 Ｃ：中期目標をあ
立行政法人との役割分担に留意す 府県等の参加を求めて、研 道府県等との一層の連携強 る程度達成し
るとともに、円滑な交流システム 究推進のための会議を開催 化が図られているか。 ているが不十
の構築を図る。 し、相互の連携・協力の推 分であった

進を図る。 Ｄ：中期目標を達
③包括的協力協定の締結等 ウ 大学等と包括的協力協定 成していると
により、大学等との連携を を締結し、一層の連携強化 はいえない
強化する。 が図られているか。
④独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構が行 エ 農業・食品産業技術総合
う多様な専門知識を融合し 研究機構の総合的研究や国
た総合的な研究に必要に応 際農林水産業研究センター
じて協力する。また、独立 の国際共同研究との連携は
行政法人国際農林水産業研 十分に行われているか。
究センターが実施する国際
共同研究に必要に応じて協
力する。

５．海外機関及び国際機関等との ５．海外機関及び国際機関 （指標１－５） Ｓ：中期目標を大
連携の促進・強化 等との連携の促進・強化 幅に上回って
環境問題の地球規模の拡大に対 ①アジア地域における農業 ア 国際研究コンソーシアム 達成した

応し、それらの効率的な解決に資 環境研究に関するイニシア の構築が行われ、効果が現 Ａ：中期目標を十
するための国際的な研究の取組を チブを確保するため、複数 れているか。 分達成した
強化する。このため、環境科学分 の国・機関が参加する国際 Ｂ：中期目標をお
野での国際的イニシアチブの確 研究コンソーシアムの構築 おむね達成し
保、国内外の研究機関との連携を を図る。 た

農業環境技術研究所
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積極的に推進する。 ②研究資源を有効活用して イ 国際研究機関や研究者と Ｃ：中期目標をあ
世界の研究機関・研究者と の共同研究、連携強化が十 る程度達成し
の連携を強化し、共同研究 分に行われ、その成果が出 ているが不十
や研究協力等の取組を推進 ているか。 分であった
する。 Ｄ：中期目標を達
③国際的に活躍する人材を 成していると
養成するとともに、諸外国 はいえない
の研究機関から研究者を招
へいする等、国際的な人的
交流を進める。

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供す （ポイント）：評価単位ごと
ビスその他の業務の質の向上に関 るサービスその他の業務の の評価に加え、研究成果が社
する事項 質の向上に関する目標を達 会・経済等に与えた影響（ア

成するためとるべき措置 ウトカムの視点）を勘案して、
総合評価を行う

１ 試験及び研究並びに調査 １ 試験及び研究並びに調
（１）重点研究領域 査
新たな中期目標を定めるに当た

り、研究所の独自性の発揮を図る
観点から農業生産環境の安全性を
確保するための基礎的な調査及び
研究に特化・重点化を図りつつ、
食料・農業・農村基本計画に対応
して策定した「農林水産研究基本
計画」に示された研究開発を推進
するため、「農業環境のリスクの
評価及び管理に向けた研究開発」、
「自然循環機能の発揮に向けた農
業生態系の構造・機能の解明」、
「農業生態系の機能の解明を支え
る基盤的研究」を重点的に実施す
る。なお、研究開発に当たっては、
安全性と国民の研究推進への理解
の確保に努める。

（２）研究の推進方向

【別表１】 【別表１】

２．研究成果の公表、普及の促進 ２．研究成果の公表、普及 （指標２－２） Ｓ：中期目標を大
の促進 幅に上回って

（１）国民との双方向コミュニケ （１）国民との双方向コミ 達成した
ーションの確保 ュニケーションの確保 Ａ：中期目標を十
研究開発の推進に際しては、科 ①研究所及び研究者が自ら ア 分かりやすい情報提供の 分達成した

学技術の進歩と国民意識とのかい の説明責任を明確にし、研 観点から広報活動の見直し Ｂ：中期目標をお
離から、一般国民にとって研究開 究計画、研究所の活動、研 ・強化が図られているか。 おむね達成し
発が目指す方向がわかりにくい状 究成果が専門家のみならず た
況となっていることを踏まえ、研 広く国民にも理解されるよ Ｃ：中期目標をあ
究所及び研究者がそれぞれ国民に う研究所の広報戦略を策定 る程度達成し
対する説明責任を明確化し、多様 し、広報活動の見直し・強 ているが不十
な情報媒体を効果的に活用して、 化を図る。 分であった
国民との継続的な双方向コミュニ ②農業環境のリスク評価・ イ 農業環境のリスク評価・ Ｄ：中期目標を達
ケーションの確保を図る。特に、 管理等については、一般公 管理等について、国民との 成していると
農業環境と科学技術との関係等に 開・説明会や成果発表会の 双方向コミュニケーション はいえない
ついて、科学的かつ客観的な情報 開催及びインターネットの が図られているか。
の継続的な提供と、研究の計画段 利用による双方向コミュニ
階から国民との情報の共有を図る ケーションを活用した国民
取組、情報発信等の活動を推進す との情報の共有化を図る。

農業環境技術研究所
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る。
（２）成果の利活用の促進

（２）成果の利活用の促進 ①研究成果の中で普及に移 ウ 普及に移しうる成果に関
新たな知見・技術のＰＲや普及 しうる成果（成果情報の分 する数値目標達成に向けた

に向けた活動、行政施策への反映 類の行政、技術）を外部の 進捗はどうか。また、追跡
を重要な研究活動と位置付け、研 評価により、中期目標の期 調査は適切に行われている
究者及び関連部門によるこれらの 間内に 30 件以上を選定す か。
活動が促進されるように努める。 る。
研究成果は、第１期中期目標期 ②普及に移しうる成果につ

間で得られたものを含めて、デー いては追跡調査を行い、効
タベース化やマニュアル作成、応 果的な研究推進を図る。
用研究との連携等により積極的に ③過去の研究成果を含め エ 研究成果に関する情報提
利活用の促進を図る。普及に移し て、得られた研究成果情報 供と公開は適切に行われて
得る成果の件数については、数値 については、研究所のホー いるか。
目標を設定して創出に取り組む。 ムページ上で公開し、外部

からの検索による利便性の
（３）成果の公表と広報 向上を図るとともに、モニ
研究成果は、積極的に学術雑誌 タリングや分析手法等につ

等への論文掲載、学会での発表等 いてはマニュアルを作成す
により公表するとともに、主要な る。また、各種データベー
成果については各種手段を活用 スを始めとしたインベント
し、積極的に広報を行う。査読論 リー情報の利便性を高め、
文の数及びそのインパクトファク 効果的な提供に努める。
ター（ＩＦ）については、数値目 ④他法人や民間等の高い応
標を設定して成果の公表に取り組 用開発能力を活用した共同
む。 研究等により、研究成果の

利活用を図る。
（４）知的財産権等の取得と利活
用の促進 （３）成果の公表と広報
重要な研究成果については、我 ①研究開発の成果を科学 オ 論文の公表やＩＦに関す

が国の農業の振興に配慮しつつ、 的、技術的知見として広く る数値目標達成に向けた進
国際出願も含めた特許権等の迅速 社会に周知公表し、学界等 捗はどうか。
な取得により、権利の確保を図る に大きな波及効果を及ぼす
とともに、民間等における利用を ことを目的として成果を発
促進する。 信する。論文については、
特許出願数については、数値目 水準の向上を図りつつ、中

標を設定して取り組む。 期目標の期間内に 810 報
以上の査読論文を公表す
る。中期目標期間中に全発
表論文のインパクトファク
ター（ＩＦ）総合計値 500
を目指す。
②研究開発の成果を積極的 カ 研究成果に関する情報提
に普及するため、報告書の 供と公開は適切に行われた
ホームページへの掲載等に か。プレスリリースに関す
加え、各種のシンポジウム、 る数値目標達成に向けた進
講演会、イベントを開催す 捗はどうか。
るとともに、外部機関が催
すこれらの行事に参加す
る。
③記者発表による最新情報
の発信をはじめとするマス
メディアを通じた広報、広
報誌等の印刷物、インター
ネット、インベントリー展
示館やその他の具体的な展
示等の様々な広報手段を活
用し、効率的かつ効果的な
広報活動を推進する。中期
目標期間中に 30 件以上の
プレスリリースを行う。
④国際シンポジウムの開催
及び国際的なメディアを通
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じた情報提供等、国内外に
対する研究所の情報発信機
能の強化を図る。

（４）知的財産権等の取得
と利活用の促進
①知的財産に係る戦略及び キ 知的財産に関する情報提
体制を強化し、実用的で社 供、ＴＬＯの活用など知的
会への波及効果の大きい知 財産の利用促進の取り組み
的財産の創出に努めるとと は適切に行われたか。
もに、その管理を適正に行
い、農林水産大臣が認定し
た技術移転機関（ＴＬＯ）
の活用等により、有効かつ
迅速に社会に移転させるた
めの取組みを推進する。
②知的財産権の確保により ク 特許出願に関する数値目
研究成果の円滑な移転を推 標達成に向けた進捗はどう
進するため、実施許諾等の か。
活用の可能性を十分考慮に
入れた上で、中期目標の期 ケ 実施許諾拡大に向けた取
間内に 25 件以上の国内特 り組みは十分に行われてい
許を出願し、権利化に努め るか。
る。また、特許等の知的財
産の実用性・有用性を重視
し、実施許諾の拡大に努め
る。

３．専門研究分野を活かしたその ３．専門分野を活かしたそ （指標２－３） Ｓ：中期目標を大
他の社会貢献 の他の社会貢献 幅に上回って
（１）分析、鑑定の実施 （１）分析、鑑定 達成した
行政、民間、各種団体、大学等 行政、各種団体、大学等 ア 行政等の依頼に応じ、専 Ａ：中期目標を十

の依頼に応じ、研究所の有する高 の依頼に応じ、研究所が有 門知識を必要とする分析・ 分達成した
い専門知識が必要とされる分析、 する高度な専門的知識が必 鑑定・技術相談が適切に行 Ｂ：中期目標をお
鑑定を実施する。 要とされ他の機関では実施 われたか。 おむね達成し

が困難な化学物質の分析、 た
（２）講習、研修等の開催 昆虫や微生物等の鑑定を実 Ｃ：中期目標をあ
講習会の開催、国公立機関、民 施するとともに、農業環境 る程度達成し

間、大学、海外機関等外部機関か に係る様々な技術相談に対 ているが不十
らの研修生の受入れ等を行う。 応する。 分であった

Ｄ：中期目標を達
（３）行政との連携 （２）講習、研修等の開催 成していると
他の独立行政法人との役割分担 ①農業環境に関する講習会 イ 講習、研修等の開催、国 はいえない

に留意しつつ、食品安全基本法（平 や講演会等を開催するとと 等の講習会への協力、研修
成 15 年法律第 48 号）による農 もに、国及び団体等が主催 生の受け入れ等が積極的に
産物・食品の安全性・信頼性の確 する講習会や研修会等に積 行われたか。講演会等の総
保に向けての技術支援等の緊急対 極的に協力する。中期目標 受講者数に関する数値目標
応を含めて行政部局や各種委員会 期間内に 10 件以上の講習 達成に向けた進捗はどう
等への技術情報の提供や専門家の 会を開催し、200 人以上の か。
派遣を行う。 受講者を目標とする。

②研究所の研究成果の普及
（４）国際機関、学会等への協力 による農業環境技術の向上
国際機関、学会等への専門家の に貢献するため、技術講習

派遣、技術情報の提供等を行う。 等の制度により、国内外の
機関からの研修生を積極的
に受け入れる。

（３）行政との連携
我が国を代表する農業環 ウ 行政が行う委員会への専

境に関する基礎的・基盤的 門家の派遣、情報交換会の
研究を担う機関として、リ 開催が積極的に行われてい
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スク評価・管理等に関する るか。行政等の委員会への
調査・研究の成果を基に、 参加に関する数値目標達成
農林水産省等における環境 に向けた進捗はどうか。
関連政策の立案・実施に対
して積極的に貢献する。こ
のため、食品安全基本法（平
成15年法律第48号）に基づ
く農業環境汚染等への緊急
対応を含めて、随時、行政
等への技術情報の提供を行
うとともに、行政が主催す
る委員会等へ専門家の派遣
を行う。また、行政等への
技術情報の提供のための情
報交換会を開催する。行政
等からの要請による委員会
（国の要請、公共団体等の
受託による。）への参加件
数（委員会数）について中
期目標期間内に 500 件以
上を目指す。

（４）国際機関、学会等へ
の協力
我が国を代表する農業環 エ ＩＰＣＣ（気候変動に関

境研究に係わる研究機関と する政府間パネル）、ＩＧ
して、国際機関や内外の学 ＢＰ（地球圏・生物圏国際
会の役員や委員に専門家を 協同研究計画）等への職員
派遣して、その運営に協力 派遣など国際機関等への協
するとともに、情報の発信 力が適切に行われている
と収集を図る。特に、ＩＰ か。
ＣＣ（気候変動に関する政
府間パネル)、ＩＧＢＰ（地
球圏・生物圏国際協同研究
計画）等が開催する国際会
議に積極的に職員を派遣す
る。

第４ 財務内容の改善に関する事 第３ 予算（人件費の見積
項 りを含む。）、収支計画及び

資金計画

１．収支の均衡 １．予算 （指標３） Ｓ：中期目標を大
適切な業務運営を行うことによ 平成18年度～平成22年度予 幅に上回って

り、収支の均衡を図る。 算 ア 法人経営に係る具体的方 達成した
針が明確にされているか。 Ａ：中期目標を十

２．業務の効率化を反映した予算 ［人件費の見積り］ また、方針どおりに実行さ 分達成した
計画の策定と遵守 期間中総額 7,910 百万 れ、改善効果が現れている Ｂ：中期目標をお
「第２ 業務運営の効率化に関 円を支出する。 か。 おむね達成し

する事項」及び上記１に定める事 ただし、上記の額は、役 た
項を踏まえた中期計画の予算を作 員報酬並びに職員基本給、 イ 法人予算全体の人件費 Ｃ：中期目標をあ
成し、当該予算による運営を行う。 職員諸手当、超過勤務手当、 （業績評価を勘案した役員 る程度達成し

休職者給与及び国際機関派 報酬を含む）、業務経費、 ているが不十
遣職員給与に相当する範囲 一般管理費等法人運営にお 分であった
の費用であり、今後の人事 ける予算配分の方針につい Ｄ：中期目標を達
院勧告を踏まえた給与改定 て、重点配分方針を打ち出 成していると
分は含んでいない。 すなど明確にされている はいえない

か。
２．収支計画
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平成18年度～平成22年度収 ウ 競争的研究資金等の外部
支計画 資金の獲得に向けた十分な

取り組みが行われ、獲得金
３．資金計画 額が増加しているか。
平成18年度～平成22年度資 【指標１－２のイと同じ】
金計画

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 法人における運営費交付
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。

カ 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。

キ 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。

ク 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。

ケ 法人における業務経費、
一般管理費の削減に向けた
取り組みが行われ、その効
果が現れているか。

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

サ 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。

シ 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。

ス 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。

セ 法人におけるコンプライ
アンス体制の整備状況（倫

農業環境技術研究所
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理行動規程の策定、第三者
を入れた倫理委員会等の設
置、監事による内部統制に
ついての評価の実施、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）

第４ 短期借入金の限度額 （指標４）
中期目標の期間中の各年 短期借入を行った場合、そ

度の短期借入金は、４億円 の理由、金額、返済計画等
を限度とする。 が適切か。
想定される理由：運営費

交付金の受入れの遅延

第５ 重要な財産を譲渡 （指標５）
し、又は担保に供しようと
するときは、その計画
なし

第６ 剰余金の使途 （指標６）
剰余金が適正な使途に活用

研究成果の普及に係る発 されているか。また、それに
表会等の追加実施や研究業 より成果が出ているか。
務の充実・加速に必要な研
究機器等の更新・購入等に
使用する。

第５ その他業務運営に関する重 第７ その他農林水産省令 （指標７－１） Ｓ：中期目標を大
要事項 で定める業務運営に関する 幅に上回って

事項等 達成した
ミッションの達成に向けた Ａ：中期目標を十

１．施設及び設備に関する 施設・設備の計画的整備が行 分達成した
計画 われているか。 Ｂ：中期目標をお
業務の適切かつ効率的な 【指標１－２のウと同じ】 おむね達成し

実施の確保のため、業務実 た
施上の必要性及び既存の施 Ｃ：中期目標をあ
設、設備の老朽化等に伴う る程度達成し
施設及び設備の整備改修等 ているが不十
を計画的に行う。 分であった

Ｄ：中期目標を達
平成18年度～平成22年度施 成していると
設、設備に関する計画 はいえない

１．人事に関する計画 ２．人事に関する計画 （指標７－２）
（１）人員計画 （１）人員計画
期間中の人事に関する計画（人 ①方針

員及び人件費の効率化に関する目 効率的・効果的な業務の ア 法人内の役割分担の見直
標を含む。）を定め、業務に支障 推進が図られるように研究 し、組織再編・人員配置が
を来すことなく、その実現を図る。 管理支援部門の組織体制を 適切に行われているか。

見直し、適切な職員の配置
（２）人材の確保 を行う。また、研究分野の
研究職員の採用に当たっては、 重点化や研究課題を着実に

農業環境技術研究所
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今後とも任期制の一層の活用等、 推進するための組織体制を
雇用形態の多様化及び女性研究者 整備し、職員を重点的に配
の積極的な採用を図りつつ、中期 置する。
目標達成に必要な人材を確保す ②人員に係る指標
る。研究担当幹部職員については 期末の常勤職員数は、期 イ 期末の常勤職員数が、期
公募方式等を積極的に活用する。 初職員相当数を上回らない 初職員相当数を上回ってい

ものとする。 ないか。
（参考：期初の常勤職員

相当数193名、期末の常勤
職員数の見込み183名）

（２）人材の確保
①研究所の研究推進に必要 ウ 任期付雇用、公募等を活
な優秀な人材を集めるた 用し、長期的視点に立った
め、研究職員の採用は広く 人材確保の取り組みを行っ
公募によることとし、任期 ているか。
制を積極的に活用するとと
もに、採用方法の多様化を
図る。
②女性研究者の採用に関し エ 女性研究者の応募に占め
ては、応募者に占める女性 る割合と採用に占める割合
割合と、採用者に占める女 でかい離が生じていない
性割合とでかい離が生じな か。
いよう努める。
③広く人材を求めるため、
研究担当幹部職について公
募方式の適切な活用を進め
る。
④次世代育成支援行動計画 オ 仕事と子育てを両立しや
に基づき、仕事と子育てを すい雇用環境の整備に向け
両立しやすい雇用環境の整 た取り組みが行われている
備に努める。 か。

２．情報の公開と保護 ３．情報の公開と保護 （指標７－３）
公正で民主的な法人運営を実現 ①研究所の諸活動の社会へ ア 社会への説明責任の観点

し、研究所に対する国民の信頼を の説明責任を的確に果たす から、情報提供の充実の取
確保するという観点から、情報の ため、保有する情報提供業 り組みが行われているか。
公開及び個人情報保護に適正に対 務の充実を図るとともに、 また、開示請求に適切に対
応する。 適正かつ迅速な開示請求へ 応しているか。

の対応を行う。
②個人の権利、利益を保護 イ 個人情報の取扱いは適切
するため、研究所における になされているか。
個人情報の適正な取扱いを
より一層推進する。

３．環境対策・安全管理の推進 ４．環境対策・安全管理の （指標７－４）
研究活動にともなう環境影響に 推進

十分な配慮を行うとともに、エネ ①環境負荷の削減の観点か ア 資源・エネルギー利用の
ルギーの有効利用やリサイクルの ら施設整備や維持管理に取 節約、廃棄物の減量化とリ
促進に積極的に取り組む。さらに、 り組むとともに、資源・エ ユース及びリサイクルの徹
事故及び災害を未然に防止する安 ネルギー利用の節約、廃棄 底など環境負荷軽減の取り
全確保体制の整備を行う。 物の減量化とリユース及び 組みを積極的に行っている

リサイクルの徹底、化学物 か。
質の管理の強化等を推進
し、これらの措置状況につ
いて環境報告書として公表
する。
②職員への教育の徹底等に イ 放射性同位元素、遺伝子
より、放射性同位元素、遺 組換え生物、化学物質等の
伝子組換え生物等の法令に 管理が適正に行われている
基づく適正な管理を行う。 か。

農業環境技術研究所
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③事故及び災害を未然に防
止するため、関係委員会に ウ 職場環境の点検・巡視等
よる点検、管理及び施設整 の安全対策が適切に行われ
備等に取り組むとともに、 ているか。
教育・訓練を実施する。

注）（指標）は各評価単位における評価指標であり、（ポイント）は大項目第２又は第３の評価を行う際に勘案する事
項である。
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