
独立行政法人国際農林水産業研究センターの
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、独立行政法人国
際農林水産業研究センター（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
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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
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

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

評価ランク 評 価 結 果

第２期中期目標期間 国際農林水産業研究センター業務実績評価票

国際農林水産業研究センター

総合評価

付表 １

国際農林水産業研究センター

※

※

※

※

※

※

※

※

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

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 国際農林水産業研究センター業務実績評価票

国際農林水産業研究センター

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

国際農林水産業研究センター 
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※

※

※

※

※

独立行政法人

区 分

（１） 国際共同研究及び国際貢献の推進

（２） 研究の推進方向

Ａ 国際的な食料・環境問題の解決に向けた農林水産技術の研究

開発

Ｂ 国際的な食料・農林水産業及び農山漁村に関する動向把
握のための情報の収集、分析並びに提供

評価ランク 評 価 結 果

国際農林水産業研究センター

第２－１ 試験及び研究並び調査

付表 １（別紙）

１）不安定環境下における安定生産及び多用途利用のため
の生物資源活用技術の開発

２）持続的な農林水産業のための環境資源管理・生産管理
技術の開発

３）地球規模の環境変動が農林水産業に与える影響の解明
及び対策技術の開発

国際農林水産業研究センター国際農林水産業研究センター 
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付表 ２

独立行政法人国際農林水産業研究センター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 Ⅰ 業務運営の効率化に関す （ポイント）：評価単位ごと
する事項 る目標を達成するためとるべ の評価に加え、法人における

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 運営費交付金を充当して行う
う事業については、業務の見 事業については、業務の見直し
直し及び効率化を進め、一般 及び効率化を進め、一般管理費 （中期目標第４と一括して評価）
管理費については、中期目標 については、中期目標期間中、
期間中、毎年度平均で少なく 毎年度平均で少なくとも前年度
とも前年度比３％の削減を行 比３％の削減を行うほか、業務
うほか、業務経費については、 経費については、中期目標期間
中期目標期間中、毎年度平均 中、毎年度平均で少なくとも前
で少なくとも前年度比１％の 年度比１％の削減を行う。
削減を行う。 また、人件費については、行
また、人件費については、 政改革の重要方針（平成17年12

行政改革の重要方針（平成17 月24日閣議決定）を踏まえ、今
年12月24日閣議決定）を踏ま 後５年間において、５％以上の
え、今後５年間において、５ 削減（退職金及び福利厚生費（法
％以上の削減（退職金及び福 定福利費及び法定外福利費）を
利厚生費（法定福利費及び法 除く。また、人事院勧告を踏ま
定外福利費）を除く。また、 えた給与改定部分を除く。）を
人事院勧告を踏まえた給与改 行うとともに、国家公務員の給
定部分を除く。）の取組を行 与構造改革を踏まえて、役職員
うとともに、国家公務員の給 の給与について必要な見直しを
与構造改革を踏まえて、役職 進める。
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・点検の実施と反映 （指標１－１） Ｓ：中期目標を大
業務の質の向上と業務運営 ①外部専門家・有識者の活用等 ア 効率的な自己評価・点検 幅に上回って

の効率化を図るため、運営状 により、客観性、信頼性を確保 の体制整備が行われ、客観 達成した
況、研究内容について、自ら し、毎年度報告に先立ち、運営 性、信頼性の高い評価・点 Ａ：中期目標を十
適切に評価・点検を行う。 状況、研究内容について、自ら 検が実施されているか。特 分達成した
研究内容の評価・点検につ 評価・点検を行う。 に、自己評価・点検を通じ Ｂ：中期目標をお

いては、開発途上地域の農林 ②主要な研究については、開発 て自身が有する問題点の明 おむね達成し
水産業の技術の向上を主眼と 途上地域における農林水産業に 確化、対応策の検討がなさ た
する国際貢献を図る観点か 関する技術の向上への貢献を図 れているか。 Ｃ：中期目標をあ
ら、できるだけ具体的な指標 る観点から、できるだけ具体的 る程度達成し
を設定して取り組む。また、 な数値目標や指標を設定し、研 イ 研究資源の投入と成果の ているが不十
研究成果の普及・利用状況の 究資源の投入と得られた成果の 分析が適切に実施されてい 分であった
把握、研究資源の投入と得ら 分析を行う。また、研究成果の るか。 Ｄ：中期目標を達
れた成果の分析を行う。 普及・利用状況の把握を行う。 成していると

評価・点検結果について ③複数の評価制度に必要とされ ウ 研究成果の現地での普及 はいえない
は、独立行政法人評価委員会 る資料の相互活用を図るなど、 ・利用状況の把握が適切に
の評価結果と併せて、業務運 評価の効率化と高度化に努める 行われているか。
営への反映方針を明確化した とともに必要な評価体制の整備
上で、的確に業務運営に反映 を行う。
させる。 ④評価・点検結果は、独立行政 エ 評価・点検結果の反映方
職員の業績評価を行い、そ 法人評価委員会の評価結果と併 針が明確にされているか。

国際農林水産業研究センター
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の結果を適切に研究資源の配 せて、業務運営に反映させる基 また、実際に反映されてい
分や処遇等に反映する。 本的考え方や具体的方法を明確 るか。

化して、研究資源の重点配分等 オ 内部統制のための法人の
に反映させる。 長のマネジメント（リーダ
⑤評価項目、評価基準に関し公 ーシップを発揮できる環境
正さ、透明性を確保しつつ、研 整備、法人のミッションの
究職員の業績評価を総合的に行 役職員への周知徹底、組織
い、その結果を適切に研究資源 全体で取り組むべき重要な
の配分や処遇に反映させる。 課題（リスク）の把握・対
⑥一般職員等については、組織 応、内部統制の現状把握・
の活性化と実績の向上を図る等 課題対応計画の作成）は適
の観点から、新たな評価制度を 切に行われているか。
導入する。

カ 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。

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 ２．研究資源の効率的利用及び （指標１－２） Ｓ：中期目標を大
び充実・高度化 充実・高度化 幅に上回って
開発途上にある海外の地域 （１）研究資金 達成した

における農林水産業技術に係 ①研究課題の評価結果を資源配 ア 研究課題評価を反映さ Ａ：中期目標を十
る行政ニーズの把握、国内外 分に適切に反映させ、運営費交 せ、運営費交付金の効率的 分達成した
の技術開発動向や学会の動向 付金の効率的な利用に努める。 利用が行われているか。 Ｂ：中期目標をお
の調査・分析等、研究の企画 ②競争的資金獲得のための企画 イ 競争的研究資金等の外部 おむね達成し
・立案に必要な情報収集・分 立案体制を強化する。また、中 資金の獲得に向けた十分な た
析機能を強化する。 期目標の達成に有効な外部資金 取り組みが行われ、獲得金 Ｃ：中期目標をあ

に積極的に応募し、当該資金の 額が増加しているか。 る程度達成し
（１）研究資金 獲得に努めることにより研究資 ているが不十
センターは、中期目標の達 金の充実を図るとともに研究の 分であった

成のため、運営費交付金を効 推進を加速する。 Ｄ：中期目標を達
率的に活用して研究を推進す 成していると
る。さらに、研究開発の一層 （２）研究施設・設備 ウ 研究施設・設備の共同利 はいえない
の推進を図るため、委託プロ ①研究施設・設備は、有効利用 用の促進の取り組みが適切
ジェクト研究費、競争的研究 を図るため共同利用に努めると に行われているか。
資金等の外部資金の獲得に積 ともに、共用が可能な機械やオ エ 共用可能な機械やオープ
極的に取り組み、研究資金の ープンラボについては、その情 ンラボに関する情報をイン
効率的活用に努める。 報をインターネットを介して広 ターネット等を介して公開

く公開する。 し、利用促進が図られてい
（２）研究施設・設備 ②老朽化施設及び中期計画の研 るか。

研究施設・設備について 究推進に必要な施設等について オ ミッションの達成に向け
は、老朽化の現状や研究の重 は、研究の重点化方向を踏まえ、 た施設・設備の計画的整備
点化方向を考慮の上、効率的 計画的な改修・整備に努める。 が行われているか。
な維持管理等が行われるよう
計画的に整備し、その有効活 （３）組織
用に努める。 ①開発途上地域の問題を的確に カ 組織改編やプロジェクト

把握するために適宜組織を改編 リーダーの設定は適切に行
（３）組織 する。 われているか。
開発途上にある海外の地域 ②研究プロジェクトにリーダー

における農林水産業技術に係 を設定し、そのリーダーに研究
る政策や社会的ニーズに迅速 の進行管理、プロジェクト内の
に対応し、研究成果を効率的 研究資源の配分等に関する責任
に創出するため、研究資金、 と権限を付与する。
人材、施設などの研究資源を ③研究が集中する東南アジア等
有効に活用し得るよう、研究 において、現地事務所の機能を
組織を、具体的な研究分野、 強化する。
研究課題の重要性や進捗状況
も踏まえ、研究組織を、再編 （４）職員の資質向上と人材の

国際農林水産業研究センター
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・改廃を含めて機動的に見直 育成
す。 ①若手研究者を含む人材育成プ キ 人材育成プログラムの策

ログラムを策定し、計画的な人 定、他機関との人材交流な
（４）職員の資質向上と人材 材育成及び資質向上を図る。 どによる人材育成の取り組
育成 ②海外への派遣及び招へい外国 みが適切に行われ、その効
研究者、研究管理者、研究 人との共同研究の実施等を通 果がみられるか。

支援者の資質向上を図り、国 じ、国際共同研究の担い手とな
際共同研究の担い手となる職 る職員の資質向上に取り組む。
員等、センターの業務を的確 ③研究職員に対する競争的・協 ク 研究職員にインセンティ
に推進できる人材を計画的に 調的環境の醸成とインセンティ ブを付与するための取り組
育成する。そのため、具体的 ブの効果的な付与、多様な任用 みが行われ、その効果が見
な人材育成プログラムを策定 制度を活用した研究者のキャリ られるか。
すると共に、競争的・協調的 アパスの開拓、他の独立行政法
な研究環境の醸成、多様な雇 人を含む研究機関との円滑な人
用制度を活用した研究者のキ 材交流を行う。
ャリアパスの開拓、研究支援 ④業務上必要な各種研修に一般 ケ 各種研修の実施、資格取
の高度化を図る研修等によ 職員・技術専門職員を積極的に 得の支援が行われ、その効
り、職員の資質向上に資する 参加させ、業務上有効な資格に 果が見られるか。
条件整備に努める。 ついてはその取得を支援するな

ど、職員の資質向上に努める。
また、技術専門職員が意欲的に
研究支援に従事できる仕組みに
ついて条件整備に努める。
⑤各種研修制度等を活用し、研
究プロジェクトリーダーの研究
管理能力及び指導力の向上に努
める。

３．研究支援部門の効率化及 ３ 研究支援部門の効率化及び （指標１－３） Ｓ：中期目標を大
び充実・高度化 充実・高度化 幅に上回って
効率的かつ効果的な運営を ①施設、機械等の保守管理につ 達成した

確保するため、以下のような いては、業務の内容等に応じて Ａ：中期目標を十
研究支援部門の合理化に努め 外部委託に努める。 分達成した
る。 ②総務部門の業務内容等の見直 ア 総務部門について、管理 Ｂ：中期目標をお

総務部門の業務について しを行い、効率的な実施体制を 事務業務の効率化を図る取 おむね達成し
は、業務内容等の見直しを行 確保するとともに、事務処理の り組みが行われているか。 た
い、効率的な実施体制を確保 迅速化、簡素化等による管理事 Ｃ：中期目標をあ
するとともに、事務処理の迅 務業務の効率化に努める。 る程度達成し
速化、簡素化、文書資料の電 ③海外長期滞在研究員に対する ているが不十
子媒体化等による業務の効率 試験業務及び会計事務等の現地 分であった
化に努める。 支援を効率的に実施する。 Ｄ：中期目標を達
現業業務部門の業務につい ④技術専門職員の業務について イ 技術専門職の業務を高度 成していると

ては、試験及び研究業務の高 は、試験及び研究業務の高度化 な専門技術・知識を要する はいえない
度化に対応した高度な専門技 に対応した高度な専門技術・知 分野に重点化するための見
術・知識を要する分野に重点 識を要する分野に重点化を図る 直し、アウトソーシング推
化を図るために業務を見直 ために業務を見直し、研究支援 進に向けた取り組みが行わ
し、研究支援業務の効率化、 業務の効率化、充実・強化を図 れているか。
充実・強化を図るよう努め るよう努める。
る。 ⑤研究支援業務全体を見直し、

研究支援業務全体を見直 極力アウトソーシングを推進す
し、極力アウトソーシングを る等により、研究支援部門の要
推進する等により、研究支援 員の合理化に努める。
部門の要員の合理化に努め ⑥農林水産省研究ネットワーク ウ 研究情報の収集、情報共
る。 等を活用して、研究情報収集・ 有システム等による法人全

提供業務の効率化、充実・強化 体での情報共有促進の取り
を図るとともに、グループウェ 組みは適切に行われている
アの運用によりセンター全体の か。
情報共有の促進及び業務の効率
化を図る。
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４．産学官連携、協力の促進 ４．産学官連携、協力の促進・ （指標１－４） Ｓ：中期目標を大
・強化 強化 幅に上回って
開発途上地域における農林 ①他の独立行政法人との役割分 ア 国公立試験研究機関、大 達成した

水産業技術に関する研究の水 担に留意しつつ、共同研究、人 学、民間、海外機関、国際 Ａ：中期目標を十
準の向上並びに研究の効率的 事交流を含めた連携、協力を積 機関、国際協力機構等との 分達成した
実施及び活性化のために、国、 極的に行う。 共同研究、人材交流等が行 Ｂ：中期目標をお
他の独立行政法人、公立試験 ②Ｊ－ＦＡＲＤを活用し、国公 われ、その効果が出ている おむね達成し
研究機関、大学、民間等との 立試験研究機関、大学、民間、 か。 た
共同研究等の連携・協力及び 海外機関、国際機関、国際協力 Ｃ：中期目標をあ
研究者の交流を積極的に行 機構等との情報交換及び相互連 る程度達成し
う。その際、他の独立行政法 携体制の整備に努め、共同研究 ているが不十
人との役割分担に留意すると 及び研究者の交流を積極的に推 分であった
ともに、円滑な交流システム 進する。 Ｄ：中期目標を達
の構築を図る。 ③関係独立行政法人、行政部局、 成していると

国公立試験研究機関等と、セン はいえない
ターが実施する研究について、
相互の連携・協力の在り方等に
ついて意見交換を行う。
④研究を効率的に推進するた イ 行政部局との連携強化が
め、行政との連携を図る。 図られているか。
⑤独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構が行う多様な ウ 農業・食品産業技術総合
専門知識を融合した総合的な研 研究機構との連携は十分に
究に必要に応じて協力する。 行われているか。

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

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査 （指標２－１－(1)） Ｓ：中期目標を大
（１）重点研究領域 幅に上回って
新たな中期目標を定めるに （１）国際共同研究及び国際貢 達成した

当たり、食料・農業・農村基 献の推進 Ａ：中期目標を十
本計画に対応して策定した ①Ｊ－ＦＡＲＤを活用し、国公 ア 国公立試験研究機関、大 分達成した
「農林水産研究基本計画」に 立試験研究機関、大学、民間、 学、民間、海外機関、国際 Ｂ：中期目標をお
示された研究開発を推進する 海外機関、国際機関、国際協力 機関、国際協力機構等との おむね達成し
ため、センターは、他の独立 機構等との情報交換及び相互連 共同研究、人材交流等が行 た
行政法人及びその他関係機関 携体制の整備に努め、研究者の われ、その効果が出ている Ｃ：中期目標をあ
との役割分担を一層明確に 交流及び国際共同研究を積極的 か。 る程度達成し
し、開発途上地域などにおけ に推進する。 【指標１－４のアと同じ】 ているが不十
る農林水産業の研究を包括的 ②開発途上地域における問題解 分であった
に行う我が国唯一の研究機関 決及び農林水産技術の向上に資 イ 海外の研究機関、国際研 Ｄ：中期目標を達
としての独自性を発揮する観 するため、開発途上国及び先進 究機関等への海外出張・派 成していると
点から、当該地域の農林水産 国の農林水産業研究機関、ＣＧ 遣に関する数値目標達成に はいえない
業の発展に貢献するため、「国 ＩＡＲ傘下の国際研究機関等に 向けた進捗はどうか。
際的な食料・環境問題の解決 他の独法、大学等の関係者を含
に向けた農林水産技術の研究 むセンターの職員を主体とした
開発」、「国際的な食料・農林 研究者・研究管理者等を中期目
水産業及び農山漁村に関する 標期間内に延べ1,000名以上海
動向把握のための情報の収 外出張又は派遣することによ
集、分析並びに提供」を、国 り、国際共同研究を円滑に推進
際的な連携・協力のもとで重 し、国際貢献に積極的に取り組
点的に実施する。沖縄支所の む。
試験及び研究については、我 ③開発途上地域の農林水産業研 ウ 開発途上地域の研究機関
が国 南端地域において、「亜 究機関等から研究管理者等を招 等からの研究者招へいに関
熱帯・島嶼」という立地条件 へいし、共同研究の推進方向に する数値目標達成に向けた
を活用し、気候や地理的条件 関する協議を通じて連携及び協 進捗はどうか。
等について共通性の高い海外 力を強化する。

国際農林水産業研究センター
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の地域における農林水産業分 ④開発途上地域における農林水 エ 海外機関等とのＭＯＵ等
野における研究に重点化す 産業研究機関等から共同研究 の維持に関する数値目標達
る。 員、研究管理者等を中期目標期 成に向けた進捗はどうか。

間内に500人以上招へいし、共
（２）国際共同研究及び国際 同研究を実施又は当該研究員の
貢献の推進 能力向上を行う。国際共同研究
センターは、開発途上地域 に係るセンターと海外機関等と

における農林水産業の包括的 の有効な研究実施取決（ＭＯＵ）
な研究を行う我が国唯一の機 等を中期目標期間中において常
関として、国連ミレニアム開 に80件以上維持する。
発目標、政府開発援助（ＯＤ ⑤国際農林水産業研究の振興に オ 行政と連携した開発途上
Ａ）大綱に対応し、研究場所 寄与するため、行政と連携し、 地域の農林水産業研究機関
の所在国、他の先進諸国及び 開発途上地域の農林水産業研究 等の研究者への奨励金授与
国際機関と連携しつつ、開発 機関等の研究者への奨励金授与 事業が行われているか。
途上国が抱える諸問題の効率 事業を行う。
的な解決に向けた国際共同研
究の推進等により、我が国の
農林水産技術による国際貢献
に積極的に取り組む。その際、
数値目標を設定して研究者・
研究管理者等の派遣・招へい
等を行うとともに、センター
と海外機関等との研究実施取
決（ＭＯＵ）の有効数の維持
に努める。

（３）研究の推進方向 （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 ２．研究成果の公表、普及の促 （指標２－２） Ｓ：中期目標を大
促進 進 幅に上回って
（１）国民との双方向コミュ （１）国民との双方向コミュニ 達成した
ニケーションの確保 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 ①国際共同研究に関する各種研 ア 国際共同研究について、 分達成した
は、科学技術の進歩と国民意 究会、ワークショップ等を可能 成果等を公表し、国民との Ｂ：中期目標をお
識とのかい離から、一般国民 な限りオープンスタイルとし、 双方向コミュニケーション おむね達成し
にとって研究開発が目指す方 さらには多様な情報媒体を通じ が図られているか。 た
向がわかりにくい状況となっ て収集解析した研究成果の開示 Ｃ：中期目標をあ
ていることを踏まえ、センタ 及び研究評価結果の公表に努 る程度達成し
ー及び研究者がそれぞれ国民 め、センターが実施する国際研 ているが不十
に対する説明責任を明確化 究協力について国民との双方向 分であった
し、多様な情報媒体を効果的 コミュニケーションを図り、国 Ｄ：中期目標を達
に活用して、国民との継続的 民の理解及び透明性の確保に努 成していると
な双方向コミュニケーション める。 はいえない
の確保を図る。さらに共同研 ②研究職員が一般公開における イ 講演会等のアウトリーチ
究の相手機関及び研究場所の 市民向け講演会等のアウトリー 活動が積極的に行われてい
所在国政府等と連携し、必要 チ活動に積極的に取り組む。ま るか。
に応じて、現地住民の理解を た、研究職員のアウトリーチ活
得るための取組や、情報発信 動の実績を業績として適切に評
等の活動を推進する。 価する。

③ホームページで広く国民の質
（２）成果の利活用の促進 問を受け付け回答する体制を整
新たな知見・技術のＰＲや える。

普及に向けた活動、行政施策 ④共同研究の相手機関等に対 ウ 共同研究の相手機関等へ
への反映を重要な研究活動と し、研究ニーズ把握及び情報交 のニーズ調査が行われてい
位置付け、研究者及び関連部 換のためのアンケート調査を行 るか。
門によるこれらの活動が促進 う。
されるように努める。 ⑤国際共同研究に農民参加型研

研究成果は、第１期中期目 究を取り入れて、現地住民のニ
標期間で得られたものを含め ーズを反映させるとともに、研
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て、データベース化やマニュ 究内容に対する理解と協力を得
アルの作成、研究場所の所在 るように努める。
国でのＰＲ、国際機関、国際
協力機関、その他諸外国の研 （２）成果の利活用の促進
究機関等との共同研究等によ ①研究成果の迅速な実用化を図 エ 成果の活用・普及から事
り積極的に開発途上地域等で るため、研究の企画段階から技 業化を見据えた研究が行わ
の利活用の促進を図る。普及 術や研究成果の受け手となる関 れているか。
に移し得る成果の件数につい 係者が参画し、研究成果の活用、
ては、数値目標を設定して創 普及から事業化までを見据えた
出に取り組む。 研究を行うように努める。

②成果の普及を図るため、プロ
（３）成果の公表と広報 ジェクトに関わる現地シンポジ
研究成果は、積極的に学術 ウム等を開催する。

雑誌等への論文掲載、学会で ③開発途上地域の農業開発を効
の発表等により公表するとと 率的・効果的に実施するため、
もに、主要な成果については 現地の行政組織と国内外の
各種手段を活用し、積極的に NGO、大学等の多様な主体が
広報を行う。査読論文の数、 連携して技術移転を進める手法
国際シンポジウム・ワークシ を確立し、公表する。
ョップの開催については、数 ④国際農林水産業試験研究に係 オ 普及に移しうる成果に関
値目標を設定して成果の公表 る研究成果の中で開発途上地域 する数値目標達成に向けた
に取り組む。 等での普及に移しうる成果を、 進捗はどうか。また成果の

外部の評価により中期目標の期 普及を図るための取り組み
（４）知的財産権等の取得と 間内に20件以上選定する。 は適切に行われているか。
利活用の促進

重要な研究成果について （３）成果の公表と広報
は、開発途上地域の発展への ①研究成果は国内外の学会、シ カ 論文の公表に関する数値
貢献と我が国の農業その他の ンポジウム等で発表するととも 目標達成に向けた進捗はど
産業の振興との調和に配慮し に、中期目標期間内に560報以 うか。
つつ、国際出願も含めた特許 上の査読論文を学術雑誌、機関
権等の迅速な取得により、権 誌等に公表する。また、国際シ キ 国際シンポジウム・ワー
利の確保を図るとともに、そ ンポジウム・ワークショップ等 クショップの開催に関する
の利活用を促進する。 を中期目標期間内に30回以上開 数値目標達成に向けた進捗
また、育種研究成果のうち 催し、研究成果を広く国内外に はどうか。

国内で応用できるものについ 公表する。
ては、優良品種の育成・普及 ②研究成果については、その内 ク 研究成果に関する情報提
に努める。 容をホームページや具体的な展 供と公開は適切に行われた
特許出願件数については、 示を通じて公開するよう努める か。プレスリリースに関す

数値目標を設定して取り組 とともに、重要な成果に関して る数値目標達成に向けた進
む。 は中期目標期間内に30件以上プ 捗はどうか。

レスリリースするなど、マスコ
ミに積極的に働きかけ、世界の
食料・農業問題に対するセンタ
ーの役割を広報する。
③研究成果については、各種の
マニュアル、要覧等を作成し、
国際共同研究等を活用して、成
果の開発途上地域等での広報に
努める。

（４）知的財産権等の取得と利
活用の促進
①知的財産権の取得に努め、実 ケ 特許出願に関する数値目
施許諾の可能性を十分考慮に入 標達成に向けた進捗はどう
れて、中期目標期間内に20件以 か。また、実施許諾拡大に
上の国内及び国際特許等を出願 向けた取り組みは十分に行
し、その権利化に努める。また、 われているか。
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。
②すでに登録済みの特許につい
て、実施収入の実績、代替技術
の開発・発明等の状況を踏まえ
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て適宜見直し、必要に応じて権
利を放棄する。
③育種研究成果のうち国内で応 コ 育種研究成果に関する普
用できるものについては、積極 及及び利用促進の取り組み
的に種苗法に基づく品種登録を は適切に行われているか。
行い、育種研究成果の普及及び
利用促進を図る。
④取得した知的財産権に係る情 サ 知的財産に関する情報提
報提供はインターネットを通じ 供、ＴＬＯの活用など知的
て行うとともに、農林水産大臣 財産の利用促進の取り組み
が認定した技術移転機関（ＴＬ は適切に行われたか。
Ｏ）を活用し、知的財産権の利
活用を促進する。

３．専門研究分野を活かした ３．専門分野を活かしたその他 （指標２－３） Ｓ：中期目標を大
その他の社会貢献 の社会貢献 幅に上回って

（１）分析、鑑定の実施 達成した
（１）分析、鑑定の実施 行政、各種団体、大学等の依 ア 行政等の依頼に応じ、専 Ａ：中期目標を十
行政、民間、各種団体、大 頼に応じ、センターが有する高 門知識を必要とする分析・ 分達成した

学等の依頼に応じ、センター 度な専門的知識が必要とされ、 鑑定が適切に行われたか。 Ｂ：中期目標をお
の有する高い専門知識が必要 他の機関では実施が困難な分 おむね達成し
とされる分析、鑑定を実施す 析、鑑定を実施する。 た
る。 Ｃ：中期目標をあ

（２）講習、研修等の開催 る程度達成し
（２）講習、研修等の開催 ①講習会、講演会等を積極的に イ 講習、研修等の開催、国 ているが不十
講習会の開催、国公立機関、 開催するとともに、国や団体等 等の委託等による研究者の 分であった

民間、大学、海外機関等外部 が主催する講習会等に積極的に 育成、講師派遣、研修生の Ｄ：中期目標を達
機関からの研修生の受入れ及 協力する。 受け入れ等が積極的に行わ 成していると
び海外への短期派遣等を行 ②他の独立行政法人、大学、国 れたか。 はいえない
う。 公立機関、民間等の研修生を積

極的に受け入れ、人材育成、技
（３）行政との連携 術水準の向上、技術情報の移転
他の独立行政行政法人との を図る。また、海外からの研修

役割分担に留意しつつ、行政 生を積極的に受け入れる。
部局や各種委員会等への技術 ③国等の委託を受け、国際農林
情報の提供や専門家の派遣を 水産業研究に従事する研究者の
行う。 確保・育成を推進する。

（４）国際機関、学会等への （３）行政との連携
協力 行政等が行う委員会・会議等 ウ 行政が行う委員会への専

センターの使命にかんが に職員を派遣するとともに、要 門家の派遣、政府が行う国
み、国際機関、学会等への専 請に応じて国内外の技術情報を 際協力・交流に積極的に参
門家の派遣、技術情報の提供 適切に提供する。また、政府の 加しているか。
等を積極的に行う。 行う科学技術に関する国際協力

及び交流に協力する。

（４）国際機関、学会等への協力
国際農林水産業研究を包括的 エ 国際機関等の要請に応じ

に行う機関として、国際機関、 た職員の派遣など国際貢献
学会等の委員会・会議等に職員 が適切に行われているか。
を派遣するとともに、要請に応
じて国内外の技術情報を適切に
提供する。

第４ 財務内容の改善に関す 第３ 予算（人件費の見積りを
る事項 含む。）、収支計画及び資金計画
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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 平成18年度～平成22年度予算 幅に上回って

により、収支の均衡を図る。 達成した
［人件費の見積り］ ア 法人経営に係る具体的方 Ａ：中期目標を十

２．業務の効率化を反映した 期間中総額7,018百万円を支 針が明確にされているか。 分達成した
予算計画の策定と遵守 出する。 また、方針どおりに実行さ Ｂ：中期目標をお
「第２ 業務運営の効率化 ただし、上記の額は、役員報 れ、改善効果が現れている おむね達成し

に関する事項」及び上記１に 酬並びに職員基本給、職員諸手 か。 た
定める事項を踏まえた中期計 当、超過勤務手当、休職者給与 Ｃ：中期目標をあ
画の予算を作成し、当該予算 及び国際機関派遣職員給与に相 イ 法人予算全体の人件費 る程度達成し
による運営を行う。 当する範囲の費用であり、今後 （業績評価を勘案した役員 ているが不十

の人事院勧告を踏まえた給与改 報酬を含む）、業務経費、 分であった
定分は含んでいない。 一般管理費等法人運営にお Ｄ：中期目標を達

ける予算配分の方針につい 成していると
２．収支計画 て、重点配分方針を打ち出 はいえない
平成18年度～平成22年度収支計 すなど明確にされている
画 か。

３．資金計画 ウ 競争的研究資金等の外部
平成18年度～平成22年度資金計 資金の獲得に向けた十分な
画 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 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

国際農林水産業研究センター
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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
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度の 短期借入を行った場合、そ
短期借入金は、４億円を限度と の理由、金額、返済計画等
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 重要な財産を譲渡し、又 （指標５）
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）

開発途上地域の農林水産業を 剰余金が適正な使途に活用
対象とする研究戦略策定のため されているか。また、それに
の調査、情報技術利用高度化の より成果が出ているか。
ための機器の整備、広報の充実、
研究用機器の更新・購入等に使
用する。

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

達成した
１．施設及び設備に関する計画 Ａ：中期目標を十
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分達成した
業務の適切かつ効率的な実施 ミッションの達成に向けた Ｂ：中期目標をお

の確保のため、業務実施上の必 施設・設備の計画的整備が行 おむね達成し
要性及び既存の施設、設備の老 われているか。 た
朽化等に伴う施設及び設備の整 【指標１－２のウと同じ】 Ｃ：中期目標をあ
備改修等を計画的に行う。 る程度達成し

ているが不十
平成18年度～平成22年度施設、 分であった
設備に関する計画 Ｄ：中期目標を達

成していると
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 ① 方針

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

究分野の重点化や研究課題の着
実な推進のための組織体制を整
備し、職員を重点的に配置する。
②人員に係る指標 イ 期末の常勤職員数が、期
期末の常勤職員数は、期初職 初職員相当数及び緑資源機

員相当数及び緑資源機構の海外 構の海外農業開発事業に係
農業開発事業に係る承継時の職 る常勤職員相当数の合計を
員相当数の合計を上回らないも 上回っていないか。
のとする。
（参考：期初の常勤職員相当数
161名、海外農業開発事業（承
継時）に係る常勤職員相当数 36
名、期末の常勤職員数の見込み
188名）

（２）人材の確保 （２）人材の確保
研究職員の採用に当たって ①研究職員の採用については、 ウ 任期付雇用、公募等を活

は、任期制の一層の活用等、 任期制の活用を含め雇用形態の 用し、長期的視点に立った
雇用形態の多様化及び女性研 多様化を図る。また、ポスドク 人材確保の取り組みを行っ
究者の積極的な採用を図りつ や招へい研究員の活用に努め、 ているか。
つ、中期目標達成に必要な人 センターの研究推進に必要な
材を確保する。研究担当幹部 優秀な人材を確保する。
職員については公募方式等を ②広く人材を求めるため、研究
積極的に活用する。 担当幹部職員について公募方式

の適切な活用を図る。
③女性研究者の採用に関して エ 女性研究者の応募に占め
は、応募者に占める女性割合と、 る割合と採用に占める割合
採用者に占める女性割合とでか でかい離が生じていない
い離が生じないよう努める。 か。
④次世代育成支援行動計画に基 オ 仕事と子育てを両立しや
づき、仕事と子育てを両立しや すい雇用環境の整備に向け
すい雇用環境の整備に努める。 た取り組みが行われている

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 ①センターの諸活動についての ア 社会への説明責任の観点

実現し、センターに対する国 説明責任を果たすため、毎年度 から、情報提供の充実の取
民の信頼を確保するという観 の業務実績報告書等をホームペ り組みが行われているか。
点から、情報の公開及び個人 ージ上で情報公開するだけでな また、開示請求に適切に対
情報保護に適正に対応する。 く、開示請求へ適正かつ迅速に 応しているか。

対応する。
②個人の権利及び利益を保護す イ 個人情報の取扱いは適切

国際農林水産業研究センター
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るため、センターにおける個人 になされているか。
情報の適正な取扱いを推進す
る。

３．環境対策・安全管理の推 ４．環境対策・安全管理の推進 （指標７－４）
進 ①海外滞在職員等の安全及び健 ア 海外滞在職員等の安全及
研究活動にともなう環境影 康の確保に努め、職員の海外に び健康の確保に係る体制整

響に十分な配慮を行うととも おける円滑な業務推進を支援す 備がなされているか。
に、エネルギーの有効利用や る体制を整備する。
リサイクルの促進に積極的に ②環境負荷低減のためのエネル イ エネルギーの有効利用や
取り組む。さらに、事故及び ギーの有効利用やリサイクルの リサイクルの促進など環境
災害を未然に防止する安全確 促進に積極的に取り組む。 負荷軽減の取り組みを積極
保体制の整備を行う。特に、 ③放射性同位元素、核燃料物質 的に行っているか。
海外滞在職員等の安全及び健 及び遺伝子組換え生物等の管理
康の確保に努め、職員の海外 について職員の教育・指導に努 ウ 放射性同位元素、遺伝子
における円滑な業務推進を支 める。 組換え生物等の管理が適正
援する体制を整備する。 に行われているか。

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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