
１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－1－(2) 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

1 研究開発業務
（２） 長期的な基盤情報の収集、保存、評価並びに種苗の生産及び配布

関連する政策・施策 農業の持続的な発展 当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人森林総合研究所法第11条第１項第１号、第
戦略的な研究開発と技術移転の加速化 （個別法条文など） ２号、第３号

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政策 政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
難易度 評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0183

２．主要な経年データ
①主な参考指標情報（モニタリング指標等） ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
内容により適宜項目を増減する。 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
研究基盤となる情報の収集、整備状況 予算額（千円）
森林成長データ収集（試験地数） 8 決算額（千円）
水文モニタリング箇所数 5 経常費用（千円）
積雪断面観測数 7 経常利益（千円）
水質モニタリング入力（試験地数） 6 行政サービス実施
木材標本採取数 284 コスト（千円）

研究基盤となる情報の公開・活用状況 従事人員数
十日町試験地Webアクセス数 14,377
ForestGENのアクセス数 20,000

以上
木材標本・さく葉標本・ DNA標本 284点
植物標本の収集 304検体
日本産木材データベースアクセス 61,637
数（ 12月段階）

林木等の遺伝資源の収集、保存、特
性調査の実績
育種素材として利用価値の高いもの 1,239
絶滅に瀕している種等 109
その他森林を構成する多様な樹種 4
きのこ類・森林微生物等の遺伝資源 54
の収集数
同保存数（累積数） 761
同特性評価株数 10

配布した種苗の種類及び本数
配布系統数 1,066
種苗配布本数 15,455

要望に基づく種苗の配布状況
配布都道府県数 39
充足率（％） 100

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価（自己評価公表時に削除）
中長期目標 国立研究開発法人として長期的な視点に基づき継続して実施する必要がある林木等遺伝資源の収集、保存、特性調査及び配布並びに種苗等の生産及び配布、森林

の成長や水流出等の長期モニタリング等を実施する。
中長期計画 国立研究開発法人として、長期的かつ全国的な視点に基づき配置された収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリングを

実施するとともに、木材の識別等基盤的な情報を収集し、ウェブサイト（ホームページ）等を用いてデータを公開する。
また、きのこ類等森林微生物の遺伝資源について対象を適切に選択しつつ概ね 250点を探索・収集し、増殖・保存及び特性評価等を行うとともに、配布に活用する。

様式２－1 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式
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新需要等が期待できる有用樹種 3 樹種以上において、優良系統の選抜が可能となる母集団の作成を行うとともに、主要樹種の育種素材、脆弱な希少遺伝資源を対象
に林木遺伝資源の収集、保存、特性調査を行う。また、試験研究用としてこれらの遺伝資源を配布する。
さらに、開発された優良品種等の種苗について、都道府県等の要望する期間内に全件数の 90％以上を配布することを目標に、計画的な生産と適期配布に努める。

年度計画 収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の収集等を開始する。
また、きのこ類等森林微生物の遺伝資源について対象を適切に選択しつつ概ね 50点を目処に探索・収集し、増殖・保存及び特性評価等を行う。
新たな需要が期待できるコウヨウザンについて、優良系統の選抜が可能な母集団の作成に着手するとともに、育種素材等の収集、保存及び発芽特性等の調査を進め

る。また、配布申請に従い、林木遺伝資源を配布する。
開発された優良品種等の原種苗木等について、都道府県等の要望する期間内に全件数の 90％以上を配布することを目標に、計画的な生産と適期配布に努める。

主な評価軸（評価の視 ＜評価軸１＞ 長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集等が適切に行われているか。
点）、指標等 （評価指標１－１） 長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の取組状況

（モニタリング指標） (1) 研究基盤となる情報の収集、整備状況、(2) 研究基盤となる情報の公開・活用状況、(3) 林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の実績
＜評価軸２＞ 要望に基づく種苗が適切に配布されているか。
（評価指標２－１） 種苗配布の取組事例
（モニタリング指標） (1) 配布した種苗の種類及び本数、(2) 要望に基づく種苗の配布状況

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜評価指標に係る実績＞

１. 業務実績の概要
収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の収集等を実施するとともに、きのこ類等森林

微生物の遺伝資源について、年度目標である概ね 50点を上回る 54点を探索・収集し、増殖・保存及び特性評価等を行った。
また、新たな需要が期待できるコウヨウザンについて、優良系統の選抜が可能な母集団の作成に着手するとともに、育種素材等の収集、保存及び発芽特性等の調査

を進めた。配布申請に従い、林木遺伝資源を配布した。
さらに、開発された優良品種等の種苗について、都道府県等の要望する期間内にすべて配布した。

２. 評価指標毎の実績
評価指標1－1: 長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の取組状況
長期的な基盤情報については、収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の収集につい

て適切に実施するとともに、林木等の遺伝資源の収集等については、きのこ等の森林微生物遺伝資源について、年度計画目標の概ね 50 点を上回る 54 点を収集する
とともに、林木遺伝資源について、新たな需要が期待できるコウヨウザンの種子や穂木を収集し、優良系統の選抜のための母集団の作成に着手するなど適切に実施し
た。
モニタリング指標1－1(１)、(２)： 研究基盤となる情報の収集、整備及び公開・活用の状況
収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の収集等を 9件行った。各業務の実績は以下

のとおりである。
・気候変動下における広葉樹林、温帯性針葉樹林および森林被害跡地の生態情報の収集と公開
大雪山原生林試験地（北海道）、苫小牧試験地（北海道）、市ノ又森林動態観測試験地（高知県）では調査・観測を予定通りに完了した。穴川沢第一ヒバ林成長量試

験地（青森県）ではプロットの復元を行い、羊ケ丘実験林（北海道）では毎木調査とともにプロットのメンテナンスを行なった。醍醐試験地（京都府）では雄花量計測を行な
った。小笠原諸島石門試験地（東京都）では毎木調査に着手した。また、小川試験地（茨城県）では種子・リター調査、常緑広葉樹林動態解明試験地では小径木調査を
行なった。小川試験地のリター（落葉層）を、林野庁の「森林内における放射性物質実態把握調査事業」ため放射性セシウム濃度の測定試料として供した。植物標本に
ついては 304検体を受け入れた。
・収穫試験地における森林成長データの収集
全国的に分布する収穫試験地のうち今年度は、北海道 3 ヶ所、東北 1 ヶ所、関東・中部 1 ヶ所、近畿・中国 1 ヶ所、四国 1 ヶ所及び九州 1 ヶ所について調査を行っ

た。成果は、技会委託プロ「低コストな森林情報把握技術の開発」及び「人工林に係る気候変動影響評価」において活用された。
・森林気象モニタリング
札幌森林気象試験地（北海道）、安比森林気象試験地（岩手県）、富士吉田森林気象試験地（山梨県）、山城水文試験地（京都府）、鹿北流域試験（熊本県）の 5 試

験地において生態系の正味 CO2交換量の連続測定を実施した。得られた観測データについては、整理・処理の後、データベースによる公開を行った。
・多雪地帯積雪観測
十日町試験地において、冬期間中の毎朝、降雪深、積雪深及び気象観測を行い、積雪データから地域住民の屋根雪下ろし作業の目安となる屋根雪の重さを算出し

た。積雪期には雪崩・森林雪害等の原因究明に有効な積雪断面観測を約 10 日毎に行った。冬期以外も通年で気象観測を行った。これらの結果はデータベースとして
公開した。観測結果については、自治体、報道機関、民間企業、一般市民等から降積雪、気象データについての問い合わせが多数寄せられるなど、地域の社会経済活
動に活用された。
・森林水文モニタリング

様式２－1 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式２－1 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

定山渓（北海道）、釜淵（山形県）、宝川（群馬県）、竜ノ口山（岡山県）、去川（宮崎県）の各森林理水試験地および山形実験林と岡山実験林で、降水量と流出量のモ
ニタリングを継続して行い、観測データを森林理水試験地デ－タベ－スとして公開した。
・森林における降雨・渓流水質モニタリング
定山渓（北海道）、釜淵（山形県）、桂（茨城県）、山城（京都府）、鷹取（高知県）、鹿北（熊本県）の 6 試験地で林外雨および渓流水の採取を行い、 pH と EC （電気伝
導度）の分析データの集約を行った。平成 27 年分の測定・分析データをデータベースとしてとりまとめた。このデータベースに対して平成 28 年度は 3 件の利用申請が
あった。
・木材標本の生産と配布およびデータベース化
会津森林管理署、同南会津支署及び北薩森林管理署管内の国有林において未利用樹種や未収集種等を主な対象として標本の採取を行った。会津森林管理署及

び同南会津支署の管内では 135 点、北薩森林管理署の管内では 149 点の木材標本とさく葉標本、 DNA 分析用標本を収集した。取得した画像と情報をデータベース
に追加するとともに、要請に基づき収集標本を関連研究機関に配付した。
・多摩森林科学園における樹木管理情報の収集と整備
サクラ保存林に現存する約 1,400 個体のサクラ及び樹木園の約 4,500 本の樹木について、補足的な毎木調査を行い、樹木管理データベースに対応した情報に加工

した。また、既存の標本データベースおよび樹木管理データベースについて森林総研本所が管理するサイト（ http://www2.ffpri.affrc.go.jp/）下に移行して公開した。
・森林生物の遺伝子情報のデータベース化
マツノザイセンチュウ、ニセマツノザイセンチュウ、スギ、ヒノキ、ポプラの遺伝子情報、並びにシイタケとマツタケのゲノム情報を提供するデータベースである ForestGEN

について、公開システムとしてより安全に運用するためデータベースの全面的な改定を行った。
モニタリング指標1－1（3）：林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の実績
きのこ類等森林微生物の遺伝資源については、樹木病原菌、木材腐朽菌、野生きのこ、食用きのこ及び菌根菌等について、年度目標である概ね 50 点を上回る合計

54 点を収集し、保存するとともに利用に供した。このうち木材腐朽菌 7 株、樹木病原菌 3 株については一部遺伝子の塩基配列の決定等を行った。これまでに収集した
菌株についてはデータベース上で公開し、配布業務を実施しているが、今年度の配布希望はなかった。
また、コウヨウザンの穂木、種子等 334 点を収集し、優良系統の選抜のための母集団の作成に着手したほか、スギ、ヒノキ、アカマツ等を含めた育種素材として利用価

値の高いもの 1,239 点、絶滅に瀕している種等 109 点、その他森林を構成する多様な樹種 4 点の計 1,352 点を探索・収集した。また、収集した遺伝資源の増殖及び保
存、保存している遺伝資源の倍数性や種子の発芽率等の特性調査を進めた。さらに、配布申請により 41件 768点を配布した。
評価指標２－１：種苗配布の取組事例
モニタリング指標２－１（１），（２）：配布した種苗の種類及び本数並びに要望に基づく種苗の配布状況
都道府県等からの種苗の配布要望に対応するため、スギ 7,787本（ 601系統）、ヒノキ 2,205本（ 204系統）、カラマツ 3,780本（ 83系統）、その他 1,683本（ 178系統）
の合わせて 15,455本について、都道府県等の要望する期間内に配布した。

自己評価 評定 B
＜評価軸に基づく評価＞
評価軸１： 長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集等が適切に行われているか。

長期的な基盤情報については、収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の収集を実績
のとおり適切に実施している。また、林木等の遺伝資源の収集等については、これらを適切に行う中で、きのこ等の森林微生物遺伝資源を年度計画目標の概ね 50 点を
上回る 54 点収集するとともに、林木遺伝資源である新たな需要が期待できるコウヨウザンの種子や穂木を収集し、優良系統の選抜のための母集団の作成に着手するな
ど、実績のとおり適切に実施している。
以上により、評価軸 1に基づく自己評価を b とした。

評価軸２： 要望に基づく種苗が適切に配布されているか。
都道府県等からの優良品種等の種苗の配布要望に対応するため、スギ、ヒノキなど合計 15,455 本について、すべて都道府県等の要望する期間内に配布し、年度計

画における目標の 90％以上の配布を達成した。
以上により、評価軸 2に基づく自己評価を b とした。

以上のように、長期的な基盤情報や遺伝資源の収集等、要望に基づく種苗の配布を適切に行っていることにより、年度計画の目標を達成できていることから、「 B 」評定
とした。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
研究基盤となる情報の収集・整備・公開・活用については、幅広い地域での気候変動下における生態情報の収集・公開や、３地域の国有林における木材標本の生産と

配布及びデータベース化等、９件の取組を適切に行うとともに、遺伝資源の収集・保存に関しては、コウヨウザンの優良系統選抜に向けての準備を整えたことに加え、きのこ
類等森林微生物の遺伝資源については、年度計画を上回る点数を収集しており、十分な実績を残したといえる。
また、開発された優良品種等の原種苗木等については、都道府県等からの配布要望に対し、すべて要望期間内に配布を終えており、計画的な生産と適切な配布に努

めたといえる。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「 B 」と評定する。
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様式２－1 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

＜国立研究開発法人審議会の意見＞
長期森林モニタリングや各種遺伝資源の収集、保存等、研究基盤情報の整備と公開には長期的な視点からの地道な取組も重要であり、わが国の森林・林業・木材産業

の中核研究機関として今後も継続的に行われることを期待する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－１－（３） 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

１ 研究開発業務
（３） 研究開発成果の最大化に向けた取組

関連する政策・施策 農業の持続的な発展 当該事業実施に係る根拠（個 国立研究開発法人森林総合研究所法第11条第１項第１号
戦略的な研究開発と技術移転の加速化 別法条文など）

当該項目の重要度、難 関連する研究開発評価、政策 政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
易度 評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0183

２．主要な経年データ
①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
（前年度）

大学や民間等との共同研究の件 59件 予算額（千円）
数
国際会議、国際交渉等への対応 31件 決算額（千円）
状況
講習、研修の実施件数 講習会 講習会 経常費用（千円）

20 24
講師等派遣件数 399 726 経常利益（千円）

調査、分析、鑑定等の件数 173 242 行政サービス実施コス
ト（千円）
従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 ア 「橋渡し」機能の強化

国内外における森林・林業・木材産業に対する社会ニーズ及び科学技術の動向を踏まえ、研究シーズの創出から事業ベースの実証研究に至るまで、ニーズに合
致する最適な研究成果を森林・林業・木材産業の担い手や関連企業等において活用されるよう実施体制を整備しつつ、以下の取組により「橋渡し」機能を強化す
る。
（ア）産学官連携、協力の強化
研究開発成果の実用化に向けて、研究所が中核となり、民間企業や関係団体等との積極的な交流による的確なニーズの把握、大学や他の研究機関との連携・協
力の強化により、研究開発成果の橋渡しを図る。
（イ）研究開発のハブ機能の強化
地域のニーズや課題に対応するため、研究所本所、支所等は地方の関係機関とのハブとなり、研究推進の拠点としての研究体制の充実を図る。また、水源林造
成事業による地域のネットワークも活用しつつ、地域との連携・協力の強化による研究 開発成果の橋渡しを図る。
その際、必要な研究情報や技術的ノウハウ等の相互共有や林木育種技術指導について、地方の行政機関、研究機関、大学、ＮＰＯ、関係団体、民間企業等との
連携強化を図る。
さらに、国際的な協調、連携の下で推進すべき研究課題については、海外の研究機関、国際機関等と連携し、地球規模の課題等に対する国際貢献等を図る。

イ 研究開発成果等の社会還元
講師の派遣、講習会の開催、指導・助言等を通じて問題解決に向けた研究開発成果等の発信に努めるとともに、木材等の鑑定や各種分析、調査依頼に応じ、研
究所が有する高度な専門知識を社会に還元する。
また、研究開発成果の公表については、国内外の学会発表や学術論文等により速やかな公表に努める。

ウ 研究課題の評価、資源配分及び PDCAサイクルの強化
研究所は、研究開発における役割を遂行するに当たり、限られた予算、人員等を有効に活用し最大限の成果を得ることが重要である。
このため、厳格な評価を行い、予算・人員等の資源を的確に配分するシステムを構築するなど PDCAサイクルを強化し運用する。
なお、当該評価は、別途定める評価軸及び指標等に基づき行う。
また、研究課題の評価については、別途定める評価軸及び指標等に基づき外部有識者等の意見も踏まえ、自ら厳格に実施するとともに、評価結果に基づき、研
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

究の進捗状況、社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行う。
中長期計画 ア 「橋渡し」機能の強化

国内外における森林・林業・木材産業に対する社会ニーズ及び科学技術の動向を踏まえ、研究シーズの創出から事業ベースの実証研究に至るまで、ニーズに合
致す る最適な研究成果が森林・林業・木材産業の担い手や関連企業等において活用されるよう実施体制を整備しつつ、以下の取組により「橋渡し」機能を強化す
る。
（ア）産学官及び民との連携、協力の強化
研究所は、研究成果の実用化に向けて、産学官及び民との連携、協力の強化及び成果の普及を目指し、研究所本所に産学官民連携推進担当研究コーデイネ
ーター及び産学官連携・知財戦略室、支所に産学官民連携推進調整監を配置し、産学官及び民との連携機能及び協力体制の強化を図る。
研究所はこれらの体制を活用し、研究所並びに大学等が開発したシーズと民間企業や関係団体が必要とするニーズとのマッチングを図るとともに、これらの情報を
一元的に管理し、重点課題や共同研究の推進に活用する。さらに、国家規格策定等への貢献、関係団体等による指針、基準及びマニュアルの作成への支援によ
り、研究成果の橋渡しに努める。
（イ）研究開発のハブ機能の強化
地域のニーズや課題に対応するため、地方の行政機関や公設試験研究機関、大学、 NPO 、関係団体等とのハブとなり、地域課題への迅速な対応を可能とする
よう、研究推進の拠点としての研究体制の充実を図る。このため、研究所本所に 地域イノベーション推進担当研究コーデイネーター及び地域連携戦略室、支所に
は地域連携推進室を置き、地域が抱える課題の抽出、研究開発による課題の解決、研究成果の地域への普及を一元的に管理することで、地域課題の解決に向け
本支所一体となり研究成果の最大化を図る。さらに、水源林造成事業による地域ネットワークも活用しつつ、地域との連携・協力の強化による研究成果の橋渡しに努
める。また、林木育種センター及び育種場についても林木育種のハブとして、地域ニーズや課題に対応する。
さらに、気候変動に関する研究等、国際的な協調、連携が必要な研究課題を効率的に推進するため、国際連携推進担当研究コーデイネーターを配し、海外の研
究機関、国際機関等と連携しつつ研究を推進するとともに、地球規模の課題解決 に向けた我が国の国際貢献に寄与する。
イ 研究開発成果等の社会還元
研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及、還元するため、行政や林業団体、民間企業等に対し委員や講師として一人平均年 4 回以上の派遣を実
施するほか、講習会開催、技術指導や助言等を積極的に行い、科学リテラシーの向上に貢献する。
また、研究所が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木材等の鑑定や各種分析、調査の依頼に対応する。
研究開発成果は、戦略的な知的財産管理を踏まえた上で、国内外の学術雑誌の論文や学会発表等により速やかに公表する。
なお、開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関する講習会を合計 100回を目標に開催する。
ウ 研究課題の評価、資源配分及び PDCAサイクルの強化
研究課題については、外部の専門家・有識者による意見を踏まえた公正で厳格な評価を実施する。
また、 PDCA サイクルを活用し、評価結果を資源配分に反映させるシステムの構築や社会情勢の変化に応じた機動的な課題の見直し等を行い、研究開発成果の
最大化に努める。

年度計画 ア 「橋渡し」機能の強化
「橋渡し」機能を強化するため、以下の取組を行う。
（ア）産学官及び民との連携、協力の強化
研究所本所に産学官民連携推進担当研究コーディネーター及び産学官連携・知財戦略室、支所に産学官民連携推進調整監を配置し、産学官及び民との連携
機能及び協力体制の強化を図る。
（イ）研究開発のハブ機能の強化
研究所本所に地域イノベーション推進担当研究コーディネーター及び地域連携戦略室、支所には地域連携推進室を置き、地域が抱える課題の抽出、研究開発
による課題の解決、研究成果の地域への普及を一元的に管理することで、地域課題解決に本支所一体となったハブ機能を強化する体制を構築する。
全国に広く分布する水源林造成事業地を研究開発のフィールドとして活用することにより、エリートツリーやコンテナ苗の成長特性調査、新たなシカ食害防除方策
の検証等の研究開発を推進する。
また、研究開発部門と水源林造成部門との情報交換会や研究者を講師とした整備局の検討会等を通じ、研究者等による指導・助言を行い、研究開発の成果・知
見を活用した水源林造成事業における森林整備技術の高度化を支援するとともに、森林所有者や林業事業体に対する研究成果の「橋渡し」に取り組む。
林木育種センター及び育種場についても、林木育種のハブとして、地方の行政機関、研究機関、大学、関係団体、民間企業等との連携強化を図るため、各種会
議の開催や技術指導等を行う。
イ 研究開発成果等の社会還元
研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及、還元するため、行政や林業団体、民間企業等に対する講師派遣、講習会開催、技術指導や助言等を
積極的に行うほか、研究所が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木材等の鑑定や各種分析、調査の依頼に対応する。
研究開発成果を、戦略的な知的財産管理を踏まえた上で、国内外の学術雑誌の論文や学会発表等により速やかに公表する。
さらに、開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関する講習会を合計 20回を目標に開催する。

ウ 研究課題の評価、資源配分及び PDCAサイクルの強化
外部の専門家・有識者による意見を踏まえて設定した研究課題を計画に従い実行する。計画の進捗状況等を年度中にチェックし、必要に応じて、計画の変更等を
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実施する。
主な評価軸（評価の視点）、 ＜評価軸１＞ 橋渡し機能の強化につながる体制の構築及び研究成果の社会還元に取り組んでいるか。
指標等 （評価指標１－１） 産学官連携及びハブ機能を推進する体制の整備・運用状況

（評価指標１－２） 研究開発成果等の森林・林業・木材産業における活用事例
（評価指標１－３） 講師、分析、鑑定等依頼への対応状況
（モニタリング指標）： （1） 大学や民間等との共同研究の件数、（2） 国際会議、国際交渉等への対応状況、（3） 講習、研修の実施件数、講師等派遣件数、（4）
調査、分析、鑑定等の件数

＜評価軸２＞ 評価に基づき適切な資源配分を行うシステムが構築・運用されているか
（評価指標２－１） 評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムの構築、運用状況
（モニタリング指標）： （1） 研究課題・資源配分の見直し状況、（2） 研究評議会、研究評価会議等の開催状況

法人の業務実績等・自己評価
業務実績等 ＜評価指標に係る実績＞

１．業務実績の概要
ア 「橋渡し」機能の強化
（ア）産学官連携、協力の強化

研究所に産学官民連携推進担当研究コーディネーター及び産学官連携・知財戦略室、支所に産学官民連携推進調整監を配置して、産学官及び民との連携
機能及び協力体制を強化した。産学官民の連携推進に係る業務計画の立案と推進状況に関する情報交換の場として、連携推進の主たる担当者による実務会議
「産学官民・国際連携推進本部会議」を創設し、担当者の企画立案や業務推進に必要な意見交換と情報共有により、円滑な連携推進に努めた。産学官の連携を
より実際的なものとして進めるためには、行政と研究との連携が不可欠であるため、林野庁各課と研究担当者による研究調整会議を実施し、行政的・技術的な相
互の情報共有を充実させた (支所を含め合計 14回)。
これら体制強化により、大学及び民間企業等と共同研究（それぞれ 15 件、 23 件）を新たに実施したほか、農林水産技術会議事務局が産学官連携推進を図る
ために開設した、民間企業とのマッチングを図る「知」の集積と活用の場産学官連携協議会に参画して、民間企業 10社を含む 20機関からなるプラットフォーム及
び民間企業 7 社を含む 14 機関からなる研究コンソーシアムを形成し、研究成果の橋渡しに向けて民間企業とのマッチングを図った。一方、民への橋渡し機能強
化の一環として、一般市民を対象に多摩森林科学園で実施している「森林講座」の会場整備を行って、参加者定員を従来の 50 名程度から 110 名に拡張したほ
か、展示物の説明に点字表示を併設して視覚障害者への利便性を向上させるなど、より多数の市民がイベントに参加できるよう対策を講じた。

（イ）研究開発のハブ機能の強化
①地域が抱える諸課題の解決で求められる研究開発力ならびに地域連携の核としての研究所の役割を果たすため、研究所に、地域イノベーション推進担当研究
コーディネーター及び地域連携戦略室を、支所には地域連携推進室を配置して、本支所一体となった地域課題解決に向けたハブ機能を強化する体制を整備し
た。これら推進担当者による地域イノベーション推進委員会（ 3 回開催）を開催して、地域課題とその解決のための具体的な取組について情報共有並びに意見
交換を行い、地域連携強化に取り組んだ。こうしたハブ機能強化の成果として、熊本地震に伴う山地災害に関する林野庁及び熊本県による被害実態の緊急調査
の要請に迅速に協力して対応し、地震に伴う山地災害対策に貢献した。
②森林整備センターが全国で広く実施している水源林造成事業の事業地を研究開発の実証試験等に積極的に活用するため、コンテナ苗や大苗の植栽成績、エリ
ートツリーや少花粉スギの成長特性の調査に取り組んだ。また新たなシカ被害対策の構築に向けて、下刈り省略によるシカ被害軽減効果の現地実証試験を行っ
たほか、従来の獣害防護柵の仕様、修理、メンテナンス状況と被害の関連性について人工ニューラルネットワーク解析することで被害発生の予測と防護柵の機能
評価を行った。
③研究開発の成果・知見を活用した水源林造成事業における森林整備技術の高度化を支援するため、多様な森林の施業技術、森林作業の安全対策、森林の水
源涵養機能、放射性物質の現状等について研究部門職員による講演・情報交換を 5 回開催したほか、全国の整備局で開催した現地検討会において、整備セン
ター職員および地元林業関係者等を対象に、シカ被害対策、品種開発とその利活用、省力育林技術、森林計測技術、木材流通等について、研究者による講演・
技術説明等を実施し、研究成果の橋渡しに取り組んだ。そのほか、森林保険部門と研究部門との連携として、森林気象災害に関する調査分析手法、発生メカニ
ズムの検討、災害データの分析等について共同事業として取り組んだ。
④育種基本区毎に、開発品種やその普及に関する技術情報等を提供するため、技術研修会の開催やメールマガジンの送付等を実施した。また、北海道、東北、
関東、近畿・中国・四国及び九州の 5地区のブロック会議（ 9月～ 10月にかけて開催）において、各地域における品種開発、技術開発及び普及に係る行政ニー
ズの把握や意見交換等を行った。開発した優良品種等を普及するため、行政機関に加え、全国 5 箇所で民間事業者等を含めた特定母樹等普及促進会議を開
催し、特定母樹の利用にかかる技術情報の提供等を行った。
⑤気候変動や森林保全等の国際的な取組の連携強化を図るため、研究所に国際連携推進担当研究コーディネーター、国際連携・気候変動研究拠点、海外安全
対策室を配置し、気候変動に関する研究等、国際的な協調、連携が必要な研究課題を効率的かつ安全に推進するための体制を整備した。国際連携推進委員
会を 3 回開催し、国際連携推進強化に取り組んだ。政府の要請により気候変動枠組条約第 22 回締約国会議(COP22)で研究職員を政府代表団として派遣した
のをはじめ、 31 件の国際会議（交渉） に研究職員を派遣し、研究成果と科学的情報の提供等の技術的支援を行った。また COP22 での公式サイドイベントや公
開国際セミナー等の開催により研究成果の普及に努めた。

イ 研究開発成果等の社会還元
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①研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及・還元するため、技術指導や助言等として行政や林業団体、民間企業等に対する講師派遣を 726回、講
習会開催を 24 回、専門委員派遣を 2,410 回行うなど、一人平均年 6.9 回の派遣を実施した。また、研究所が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木
材等の鑑定や各種分析、調査の依頼に 74 件（ 181 回）対応した。福島県における森林の放射能汚染への対応では、汚染実態の解明を進め、林業従事者を対
象とした実証事業報告会や講習会等を通じて研究成果を普及し、風評被害の防止や福島県における森林の復興計画の策定に貢献した。

②戦略的な知的財産について職務発明委員会での検討を踏まえて管理し、 9 件の特許出願を行った。また、研究成果については、国内外の学術雑誌の論文で
303 件、学会発表等において 1,137 件の公表を行った。これらの成果のうち特に優れている成果について、「日本で初めて新種と記載されたトリュフ ―国産トリュ
フの人工栽培に向けて―」、「花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言」など、研究成果のプレスリリース（ 17件）を行った。

③開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関する講習会を 24回開催した。
④これらの社会還元に加え、熊本地震に伴う山地災害について林野庁及び熊本県の要請により被害実態の緊急調査に本支所が協力して対応するとともに、森林
土木技術研修会等で成果を公表し、地震に伴う山地災害防止活動に貢献した。

⑤研究開発成果の橋渡しとして、民間企業を含むプラットフォームおよび研究コンソーシアムにおけるマッチングを通じて、中層大規模建築の拡大に向けた取組が
実を結び、新規プロジェクト「複合部材を活用した中層・大規模ツーバイフォー建築の拡大による林業の成長産業化」の予算獲得に成功した。

ウ 研究課題の評価、資源配分及び PDCAサイクルの強化
①第４期中長期目標を達成するために設けた 9つの戦略課題に対し、それぞれ外部の専門家 2名を評価委員とする事前研究評価会議を開催し、評価委員による
意見を踏まえ戦略課題及びそれを構成する基幹課題等で実施する研究計画を策定した（ Plan ）。その研究計画に基づき研究を遂行した（ Do ）。
②当年度におけるこれら課題の進捗状況並びに得られた研究開発成果について、戦略課題推進会議及び戦略課題評価会議を開催して、研究担当理事、育種事
業・森林バイオ担当理事による確認と必要な指導を行うとともに、学識経験者である外部評価委員の指摘・評価を受けた（ Check ）。これらの外部評価の結果およ
び助言を受けて、必要に応じて改善措置を講ずるとともに、平成 29年度の資源配分に一部反映させることとした（ Act ）。
③上記 PDCA に加え、運営費交付金を用いて実施する予定であったプロジェクト課題「スギ大径木を一般建築用部材として利用拡大するための加工・利用技術の
開発」を、生物系特定産業技術研究支援センターからの委託費獲得に伴い中止し、「要求性能に応じた木材を提供するため、国産大径材丸太の強度から建築部
材の強度を予測する技術の開発」に組み替えて研究開発を継続することにより、資源配分の効率化を図ったほか、連携推進を強化するため、運営費交付のなか
から産学官民連携推進費、地域連携推進費、国際連携推進費を新設し、産学官民連携、地域連携、国際連携に要する活動に重点配分を行った。

２．評価指標等の観点
評価指標１－１：産学官連携及びハブ機能を推進する体制の整備・運用状況
産学官民連携推進、地域イノベーション推進、国際連携推進に係る体制強化のため、研究所に、研究コーディネーター（産学官民連携推進担当、地域イノベー
ション推進担当、国際連携推進担当）、産学官連携・知財戦略室及び地域連携戦略室を設置し、支所には産学官民連携推進調整監及び地域連携推進室を設置
した。さらにこれら担当者による実務的な検討を行う「産学官民・国際連携推進本部会議」を創設し、その下で、産学官民連携推進委員会、地域イノベーション推進
委員会、国際連携推進委員会を開催し、取組内容、推進上の課題等の解決に向け、具体的な方策の検討を行った。
評価指標１－２：研究開発成果等の森林・林業・木材産業における活用事例
①熊本地震に伴う山地災害での林野庁及び熊本県の要請による被害実態緊急調査に迅速に対応し、山地災害の実態分析を行って地震に伴う山地災害の防止
活動に貢献した。また、木造建築物の被害調査では、建築基準法に則って構造設計された中・大規模木造建築物の被害は比較的軽微であることを明らかにする
など、大規模木造建築物の安全性評価に貢献した。
②樹木被害と風速との対応関係に関する研究成果は、気象庁が策定した竜巻等突風の強さを評定する際に用いる「日本版改良藤田スケール」に採用され、樹木
被害が風速決定の決め手になった例もすでに報告されている。
③従来の獣害防護柵の仕様、修理、メンテナンス状況と被害の関連性を人工ニューラルネットワーク解析することで被害発生を予測し、防護柵の機能評価を行った
④福島県における森林の放射能汚染の現状を明らかにし、林業従事者を対象とした実証事業報告会や講習会等を通じて研究成果を普及し、福島県における森
林の復興計画に貢献した。
⑤ CLT を用いた建築物を簡易な設計法で建設するための建築基準法の改正に際して、その解説書「 CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル（ (公財)日本
住宅・木材技術センター発行）」に研究成果が反映され、同センター主催の講習会で活用されるなど、 CLT建築物の普及促進に貢献した。

評価指標１－３：講師、分析、鑑定等依頼への対応状況
モニタリング指標１（１）：大学や民間等との共同研究の件数
民間企業等と 36件、大学と 23件の共同研究を実施した。
モニタリング指標１（２）：国際会議、国際交渉等への対応状況
気候変動枠組条約第 22回締約国会議(COP22)における政府代表団として研究職員を 3名派遣したほか、国際会議（交渉） 31件、 COP22 における公式サイド
イベント、日本国内での国際公開セミナーを開催した。
モニタリング指標１（３）：講習、研修の実施件数、講師等派遣件数
行政や林業団体、民間企業等に対する講師の派遣 726回、講習会の開催 24回、専門委員の派遣 2,410回を行い、一人平均年 6.9回の派遣を実施した。
モニタリング指標１（４）：調査、分析、鑑定等の件数
鑑定対応を 18件（ 57回）、分析対応を 17件（ 30回）、調査依頼対応を 39件（ 84回）行った。
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評価指標２－１：評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムの構築、運用状況
モニタリング指標２－１（１）：研究課題・資源配分の見直し状況

9 つの戦略課題に対して、外部専門家を評価委員とする研究評価会議を開催して、研究の進捗状況、研究成果、次年度計画等の評価結果に応じて、研究推
進の方向性や研究推進体制について必要な改善措置を講じ、平成 29年度の資源配分に一部反映させることとした。また、研究成果の最大化と橋渡しを図るた
め、運営費交付から産学官民連携推進費、地域連携推進費、国際連携推進費を新設し、産学官民連携、地域連携、国際連携の活動支援を行った。
モニタリング指標２－１（２）：研究評議会、研究評価会議等の開催状況
研究開発業務の運営全般にわたる助言等を外部有識者から得ることを目的に、研究評議会を 11 月に開催した。研究評議会における指摘事項については、そ
れらへの対応方針を定めるとともに、対応状況をフィードバックして研究開発業務の運営に反映させ、主要な指摘事項への対応方針を研究所のウェブページ上
で公表した。支所・育種場においても、その業務運営並びに地域ニ－ズ把握の助言等を得るため、支所研究評議会を年１回開催し、業務推進に反映させた。
研究課題の推進状況の把握ならびに研究成果の向上を図るため、戦略課題ごとに、研究担当者による戦略課題推進会議、外部専門家を評価委員とする戦略
課題評価会議を各 1回開催した。

自己評価 評定 B
＜評価軸に基づく評価＞
評価軸１ 橋渡し機能の強化につながる体制の構築及び研究成果の社会還元に取り組んでいるか
「ア（ア）産学官及び民との連携、協力の強化」については、研究所に産学官民連携推進担当研究コーディネーター及び産学官連携・知財戦略室、支所に産学官

民連携推進調整監を配置するとともに、その実効性を担保するための「産学官民・国際連携推進本部会議」を設置することにより、産学官及び民との連携機能及び
協力体制の強化が図られた。
「ア（イ）研究開発のハブ機能の強化」については、研究所に地域イノベーション推進担当研究コーディネーター及び地域連携戦略室、支所には地域連携推進室

を設置して、地域が抱える課題の把握・抽出に努め、地域課題の解決、研究成果の地域への普及を進めるために、各地域においてシンポジウムや講演会の開催、
技術講習会等を開催するなど、研究開発から来夏の普及指導にわたる一元的な管理に努め、研究所・支所及び林木育種センター・育種場が一体となって地域課題
解決に向けてハブ機能を強化する体制を構築した。
研究開発の実証的取り組みや研究成果の普及活動を効果的に進めるため、全国の水源林造成事業地をフィールドとして活用し、エリートツリーやコンテナ苗等の成
長特性調査、新たなシカ食害防除技術等の検証を行うとともに、研究開発部門と水源林造成部門との情報交換や研究者を講師とした技術開発に関する検討会等を
実施して、関係職員の技術力の向上を図り、研究開発の成果・知見を活用した水源林造成業務で求められる森林整備技術の高度化を支援し、併せて、森林所有者
や林業事業体に対する技術支援や研究成果の普及に取り組んだ。
「イ 研究開発成果等の社会還元」については、研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及、還元するため、行政や林業団体、民間企業等に対する

講師派遣、講習会開催、技術指導や助言等を積極的に行ったほか、研究所が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木材等の鑑定や各種分析、調査の
依頼に対応した。研究開発成果については、戦略的な知的財産管理を踏まえた上で、国内外の学術雑誌や学会発表等を通じて迅速な公表を行った。開発された
優良品種等については、都道府県等に対して、採種園等の造成・改良に関する講習会を開催することなどにより、早期普及に努めた。
以上により、評価軸１に基づく自己評価を b とする。

評価軸２ 評価に基づき適切な資源配分を行うシステムが構築・運用されているか。
「ウ 研究課題の評価、資源配分及び PDCA サイクルの強化」については、外部の専門家・有識者による外部評価を受け、研究課題ならびに業務運営の効率的な

推進を図るとともに、進捗状況ならびに研究成果等のチェックと改善を図りつつ研究資源の配分に反映させるなど、 PDCAサイクルに基づいた業務推進を行った。
以上により、評価軸２に基づく自己評価を b とする。

以上のように、研究開発に関する橋渡し機能を強化するための体制を整備し、研究開発のハブ機能を整備することによって、社会的ニーズに合致した研究開発成
果の公表・普及等の活動を通じて社会還元に貢献したほか、研究課題の推進にあたっては、外部評価者による評価体制と評価結果に基づく適切な資源配分を実施
するなど、 PDCAサイクルに基づく適切な業務運営が確保された。このように本項目の年度計画が順調に達成されたことから「 B 」評定とした。

主務大臣による評価 評定 A
＜評定に至った理由＞
研究開発成果の最大化に向けた今年度の取組については、「橋渡し機能の強化」、「研究開発成果等の社会還元」及び「研究課題の評価、資源配分」に関しては、

これまでにない新たな強化策を遂行し、プロジェクト予算の獲得にもつながるなど年度計画を上回る一定の成果が現れているものもあり、将来的な成果の創出が認めら
れることから、総合的に判断し、「 A 」と評定する。
具体的には、産学官民の連携の強化については、研究所に産学官民連携推進担当研究コーディネーターと産学官連携・知財戦略室を、支所に産学官民連携推

進調整監を配置して、産学官民の連携機能を強化するとともに、連携推進に関する情報交換の場としての実務会議の創設や、行政部局との情報共有を年間14回行う
など体制や取組の強化を図った。このような橋渡し機能の強化による結果として、期間初年度において既に、大学や民間企業との共同研究を新たに38件実施したこと
に加え、民間企業７社を含む14機関から成る研究コンソーシアムの形成を通じた、中層大規模建築の拡大に向けた取組が実を結び、新規プロジェクトの予算獲得に成
功するといった、年度計画にある連携及び協力体制の強化の内容を上回る成果も現れている。
次に、ハブ機能の強化については、研究所に地域イノベーション推進担当研究コーディネーターと地域連携戦略室を、支所には地域連携推進室を設置して、地域

が抱える課題の把握・抽出に努めるとともに、各地域においてシンポジウムや技術講習会等を開催するなど、関係機関が一体となって地域課題解決に向けた体制を
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構築した。こうしたハブ機能強化の成果として、熊本地震に伴う山地災害での林野庁及び熊本県の要請による被害実態緊急調査に迅速に対応・分析を行い、地震に
伴う山地災害の防止活動に貢献した。また、国際的な協調・連携に係る取組としては、研究所に国際連携推進担当研究コーディネーター、国際連携・気候変動研究
拠点、海外安全対策室を配置することで、気候変動等の国際的な研究課題を効率的かつ安全に推進するための体制を整備するとともに、 COP22 等の31件の国際会
議・交渉への研究職員の派遣等、国際的な情報発信や技術的支援を行った。
さらに、研究開発成果等の社会還元については、全国の水源林造成事業の現地検討会においても、シカ被害対策、省力育林技術、森林計測技術等について研

究者による講演・技術説明等が行われており、講師派遣や講習会開催においては研究者一人平均年6.9回の派遣を行う等、研究開発の実証的取組や研究成果の普
及活動が効果的に進められたところである。これに加えて、森林保険部門と連携して森林気象災害に関する調査分析方法、発生メカニズムの検討及び災害データの
分析等に共同事業で取り組んだこと、福島県の森林の放射能汚染への対応として林業従事者を対象に研究成果を普及し、風評被害の防止や復興計画の策定に貢
献したこと、林木育種センターが民間事業者を含めた特定母樹等普及促進会議を開催し、特定母樹の利用に係る技術情報の提供等を行ったことについても、研究開
発成果の社会還元の取組として高く評価できる。
研究課題の評価、資源配分についても、研究開発成果に対する外部評価委員の評価結果を次年度の資源配分に反映させたほか、平成28年度の運営費交付金に

おいては、産学官民連携、地域連携及び国際連携に要する活動に重点配分を行ったことは、限られた予算・人員等を有効に活用し最大限の成果を得る取組として高
く評価できる。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－（１） 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

２ 森林保険業務
（１） 被保険者へのサービスの向上

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個 森林・林業基本法
別法条文など） 森林保険法

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政策
難易度 評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目標
期間最終年度

損害発生通 1,956 件中 2,077件 予算額（千円）
知書を受理 490 件 ( 25 中 418 件 決算額（千円）
してから調 ％） （ 20％）
査終了まで
を３ヶ月以
内に行って
いる割合

経常費用（千円）
経常収益（千円）
行政サービス実施コ
スト（千円）
従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 森林保険契約の引受けや保険金の支払い等について、必要な人材の確保、各種手続の効率化、業務委託等の業務実施体制の強化や迅速な保険金の支払い等の

取組を推進し、被保険者へのサービスの向上を図る。
なお、国の災害査定が、災害発生から 2 ～ 3 ヶ月以内としていることを参考に、保険金の支払いの迅速化に向けた取組の目安として、損害実地調査については、林

道崩壊や積雪等により調査が困難な場合、枯死判定に経過観察のため一定の期間が必要な場合など、損害実地調査終了までに時間を要する要因がない場合は、基
本的に損害発生通知書を受理してから調査終了までを 3 ヶ月以内とする。

中長期計画 森林保険契約の引受けや保険金の支払い等について、必要な人材の確保、事務の簡素化、システム化による各種手続の効率化、マニュアル化や研修の充実による
業務委託先を含めた業務実施体制の強化や迅速な保険金の支払い等の取組を推進し、被保険者へのサービスの向上を図る。
なお、国の災害査定が、災害発生から 2 ～ 3 ヶ月以内としていることを参考に、保険金の支払いの迅速化に向けた取組の目安として、損害実地調査については、林

道崩壊や積雪等により早期の調査が困難な場合、干害等において枯死していることを確定する上で経過観察のため一定の期間が必要な場合など、損害実地調査終
了までに時間を要する特段の要因がない場合は、基本的に損害発生通知書を受理してから調査終了までを 3 ヶ月以内とする。

年度計画 森林保険契約の引受けや保険金の支払い等について、必要な人材の確保、事務の簡素化、システム化による各種手続の効率化、マニュアル化や研修の充実による
業務委託先を含めた業務実施体制の強化や迅速な保険金の支払い等の取組を推進し、被保険者へのサービスの向上を図る。
なお、国の災害査定が、災害発生から 2 ～ 3 ヶ月以内としていることを参考に、保険金の支払いの迅速化に向けた取組の目安として、損害実地調査については、林

道崩壊や積雪等により早期の調査が困難な場合、干害等において枯死していることを確定する上で経過観察のため一定の期間が必要な場合など、損害実地調査終
了までに時間を要する特段の要因がない場合は、基本的に損害発生通知書を受理してから調査終了までを 3 ヶ月以内とするために業務実施体制の強化等につ
いて検討する。

主な評価指標 ＜評価の視点＞
・森林保険契約の引受や保険金の支払い等について、被保険者へのサービスの向上を図る取組を行っているか。
・保険金の支払いを迅速に行うための取組を行っているか。
（評価指標）
・森林保険契約の引受や保険金の支払い等に必要な手続きを簡素化、効率化するための見直しを行っているか。
・森林保険契約の引受や保険金の支払い等の事務についてシステム化等により効率化するための見直しを行っているか。また、マニュアルの作成や事務を円滑に行
うための研修等を定期的に行っているか。
・基本的に損害発生通知書を受理してから調査完了までを 3 ヶ月以内に行っているか。

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

被保険者へのサービスの向上、加入促進、引受条件の改正等の取り組みを適切に実施し、効果的・効率的な運営を推進するため「保険推進課」を新たに設置するとと
もに、林野庁や森林組合系統からの出向者を新たに採用するなど必要な人材を配置した。
森林保険契約の引受けについて、申込から責任開始日までの期間の短縮化を図り、被保険者へのサービスの向上を図った。また、提出書類の基準の作成、マニュア

ルの改正などにより業務の効率化を進めた。
また、都道府県森林組合連合会を対象とした森林保険推進戦略ブロック会議等を通じ、森林所有者の利便性の向上に向けた課題等を把握するとともに、迅速な保険

金の支払いを行うため、損害調査を担う有資格者を増員することを狙いとして、業務講習会を全国 7 カ所で実施したほか、森林保険業務経験の少ない森林組合系統職
員を対象とした初任者講習会を開催するなど、業務委託先の事務担当職員の能力向上を図った。
平成 28年度保険金支払い総件数 2,077件の主なものは、風害が 1,257件、雪害が 425件、水害が 169件、干害が 143件などとなっており、件数では前年度（ 1,956

件）よりも 6％増加した。損害調査については、林道の不通や経過観察（干害の場合 3 ヶ月）が必要な箇所があったこと、また、平成 27年、平成 28年の台風災害等によ
り鹿児島、熊本などで損害てん補事務が集中(1,000件以上）したことなどから、調査終了までに 3 ヶ月以上の期間を要するものが多かった。審査書類チェックの一部を合
理化し、事務処理の効率化による迅速払いを進めているところ。

自己評価 評定 B
＜自己評価＞
一部地域において台風災害の集中による調査・てん補の遅れはあったものの、全般的には森林保険契約の引受や保険金の支払い等について被保険者の利便性を
低下させない業務実施体制を整備した。
以上のとおり、被保険者へのサービスの向上のための計画の内容を達成したことから「B」とした。

＜課題と対応＞
被保険者の利便性の向上につながる取り組みの継続的な実施が必要である。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
保険推進課を新設し業務運営の見直しを行うとともに、保険契約の引受けに係る期間の短縮化を図ること等を通じて、被保険者へのサービス向上を実施した。
また、業務委託先を対象とした業務講習会や初任者講習会を実施して、事務担当職員の能力向上に努めるなど、保険金の支払いを迅速に行うための取組を行った。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－（２） 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

２ 森林保険業務
（２）加入促進

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個 森林・林業基本法
別法条文など） 森林保険法

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政策
難易度 評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目標
期間最終年度

季刊誌の発 4 回以上/ 4回 予算額（千円）
行 年 決算額（千円）
パンフレット 5万枚 経常費用（千円）
の配布・設 経常収益（千円）
置
業務講習会 7回 行政サービス実施コ
の開催 スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定と森林の多面的機能の維持及び向上を図るため、森林保険の加入促進に向けた取

組を推進する。
なお、その際の目安として、基本的に下記の基準を満たすこととする。
① ホームページや広報誌の発行等を通じ、森林所有者や森林経営計画作成者等に森林保険の概要や最新情報等を分かりやすく配信する。
② 関係諸機関と連携し、各都道府県、市町村、森林組合等を対象に、パンフレットや ポスター等を幅広く配布・設置する（ 3,000 箇所以上設置）。
③ 関係諸機関と連携し、少なくとも 3 年に 1 度は各都道府県で１回ずつ開催することを念頭に、都道府県、市町村及び大規模森林所有者向けの説明会等を全国
的に行うなど効果的な普及活動を実施する（年 15 回以上実施）。

④ 森林所有者との窓口である森林組合系統を対象に、自然災害の発生傾向などの地域的特徴を考慮して全国を複数のブロックに分けて、森林保険業務の能力
向上を図る研修等を全国的に実施し、森林所有者に対し適切なサービスの提供を促進する（年 6回以上実施）。

中長期計画 災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定と森林の多面的機能の維持及び向上を図るため、森林保険の加入促進に向けた
方針を定期的に作成し、それに即した戦略的な取組を推進する。
なお、その際の目安として、基本的に下記の基準を満たすこととする。
① ホームページの逐次更新や広報誌の年 4 回以上の発行等を通じ、森林所有者や森林経営計画作成者等に森林保険の概要や最新の情報等をわかりやすく発
信する。

② 関係諸機関と連携し、各都道府県、市町村、森林組合等を対象に、パンフレットやポスター等を幅広く配布・設置する（ 3,000箇所以上設置）。
③ 関係諸機関と連携し、少なくとも 3 年に 1 度は各都道府県で 1 回ずつ開催することを念頭に、都道府県、市町村及び大規模森林所有者向けの説明会等を全
国的に行うなど効果的な普及活動を実施する（年 15 回以上実施）。また、森林施業を担う林業経営体等に対する説明会やインターネットを活用した情報提供等も
積極的に行う。

④ 森林所有者との窓口である森林組合系統を対象に、自然災害の発生傾向などの地域的特徴を考慮して全国を複数のブロックに分けて、新規加入の拡大及び
継続加入の推進などを円滑に行う上で必要な森林保険業務の能力向上を図る研修等を全国的に実施し、森林所有者に対し適切なサービスの提供を促進する
（年 6回以上実施）。

年度計画 災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定と森林の多面的機能の維持及び向上を図るため、森林保険の加入促進に向けた
方針を定期的に作成し、それに即した戦略的な取組を推進する。
なお、その際の目安として、基本的に下記の基準を満たすこととする。
① ホームページの逐次更新や広報誌の 4 回以上の発行等を通じ、森林所有者や森林経営計画作成者等に森林保険の概要や最新の情報等をわかりやすく発信
する。

② 関係諸機関と連携し、各都道府県、市町村、森林組合等を対象に、パンフレットやポスター等を幅広く配布・設置する（ 3,000箇所以上設置）。

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

③ 関係諸機関と連携し、少なくとも３年に１度は各都道府県で１回ずつ開催することを念頭に、都道府県、市町村及び大規模森林所有者向けの説明会等を全国的
に行うなど効果的な普及活動を実施する（ 15 回以上実施）。また、森林施業を担う林業経営体等に対する説明会やインターネットを活用した情報提供等も積極的
に行う。

④ 森林所有者との窓口である森林組合系統を対象に、自然災害の発生傾向などの地域的特徴を考慮して全国を複数のブロックに分けて、新規加入の拡大及び
継続加入の推進などを円滑に行う上で必要な森林保険業務の能力向上を図る研修等を全国的に実施し、森林所有者に対し適切なサービスの提供を促進する（６
回以上実施）。

主な評価指標 ＜評価の視点＞
・森林保険の加入促進に向けた継続的な取組を、森林所有者のみならず森林経営計画作成者等を含めた林業関係の関係諸機関も対象として幅広く行っているか。

（評価指標）
・森林保険の加入促進に係る戦略を作成し、また定期的に見直しを行っているか。
・定期的にホームページの更新を行っているか。
・年間当たりの広報誌の発行回数
・年間当たりの広報媒体配布先数
・年間当たりの主要な契約対象者向けの普及活動等の実施回数
・年間当たりの森林保険の窓口対応者（森林組合系統）の能力向上を図る研修等の実施回数
・加入率の状況

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

森林保険の普及に資する物品等の作成と活用実績は、関係諸機関と連携し、森林保険についての森林所有者の理解を深め、利用が広がるように、全国の自治体や
森林組合系統等にポスター（約 6千枚）、パンフレット（約 5万枚）を配布・設置したほか、ボールペンやメモ帳を広く配布した。また、企業向け、公有林向けのパンフレット
を作成し、個別訪問等で活用した。
さらに、森林所有者の理解を醸成するため、森林保険の重要性等について、季刊誌の発行、メールの配信（月に一度）、ホームページによる森林保険の最新情報の配

信を行った。また、森林組合系統向けに、森林組合連合会が中心となって取組んでいる推進活動の事例紹介を中心とする森林保険ニュースを月 1回発行した。
加入促進活動における関係諸機関との連携は、都道府県森林組合連合会を対象とした森林保険推進戦略ブロック会議等を通じ、森林所有者の利便性の向上に向け

た課題等を把握するとともに加入促進に必要な取組を重点的取組として整理し、これに沿って活動を行った。さらに迅速な保険金の支払いを行うため、損害調査を担う
有資格者を増員することを狙いとして、業務講習会を全国 7 カ所で実施したほか、森林保険業務経験の少ない森林組合系統職員を対象とした初任者講習会を開催す
るなど、業務委託先の事務担当職員の能力向上を図った。
加えて、森林保険センターの幹部及び職員が都道府県森林組合連合会・森林組合と連携して、 13 道府県に訪問し加入促進活動の協力を要請した。また、北海道、

石川県、島根県、山口県下の 26 市町村や 9 企業体に対して個別訪問を行い重要性を説明した。また林業関係団体・森林を所有している民間企業の会合の場に積極
的に出向き森林保険の重要性を説明した。

自己評価 評定 B
＜自己評価＞
今年度作成した森林保険の普及に資する物品等のツールを活用し、森林所有者等に対する働きかけや林業関係団体・民間企業への働きかけ等、森林保険の加入促

進を図る取り組みを行った。
以上のとおり、加入促進のための計画の内容を達成したことから「 B 」とした。
＜課題と対応＞
効率的かつ効果的な加入促進を行うためにも地道な活動を計画的かつ継続的に展開する必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
各種媒体を用いた広報活動による制度の普及を実施するとともに、積極的に地方公共団体や民間企業を個別訪問し保険加入の働きかけを行った。また、業務委託先

を対象としたブロック会議等を通じて、加入促進に関する課題を把握した上で、重点的取組を整理し、これに沿った活動を行った。加えて、保険金の迅速な支払いに向
け、講習会等により業務委託先の事務担当職員の能力向上を図った。このように、加入促進に向けた継続的な取組を幅広い対象に対して行っている。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－（３） 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

２ 森林保険業務
（３）引受条件

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個 森林・林業基本法
別法条文など） 森林保険法

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政策
難易度 評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目標
期間最終年度

委員会での 3回 予算額（千円）
検討回数 決算額（千円）

経常費用（千円）
経常収益（千円）
行政サービス実施コ
スト（千円）
従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 近年の自然災害の発生傾向、木材価格等の林業を取り巻く情勢等を踏まえつつ、保険運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上の観点から、適宜引受条

件の見直しを行う。
中長期計画 これまでの森林国営保険における事故率や近年の自然災害の発生傾向のほか、森林整備に必要な費用、木材価格等の林業を取り巻く情勢等を踏まえつつ、保険

運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上の観点から、保険料率、保険金額の標準をはじめとする引受条件の見直しの必要性について毎年度検討を行い、
必要に応じて引受条件の見直しを行う。

年度計画 これまでの森林国営保険における事故率や近年の自然災害の発生傾向のほか、森林整備に必要な費用、木材価格等の林業を取り巻く情勢等を踏まえつつ、保険
運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上の観点から、保険料率、保険金額の標準をはじめとする引受条件の見直しの必要性について検討を行う。

主な評価指標 ＜評価の視点＞
・保険運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上に向けて、引受条件の見直しを適切に行っているか。

（評価指標）
・毎年一回以上、見直しの必要性について外部有識者を含めた委員会等で検討を行っているか。

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

加入率が減少傾向にある森林保険について、着実な推進と成長産業化を目指す林業の安定経営等に一層貢献するため、保険運営の安定性の確保と契約者・被保
険者へのサービス向上の観点から引受条件の見直しを検討した。
サービス向上の観点では、契約者等から要望のある契約日を統一できる仕組みの導入や割引の新設、安定性確保の観点では、保険料率見直し期間のルール化、

齢級によるリスクの違いの保険料率への適切な反映や長期割引率の見直しを検討した。
引受条件の改定案は、外部有識者も委員となっている森林保険センター統合リスク管理委員会（ 3 回実施）の審議や森林所有者の共同組織である森林組合系統の

意見等を踏まえて検討した。また、農林水産省国立研究開発法人審議会林野部会（ 1回実施）においても審議され、異論は出されなかった。
自己評価 評定 B

＜自己評価＞
保険運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上に向けた引受条件の見直しのため、外部有識者や森林組合系統の理解を得ながら商品・制度改定案を策定

し計画の達成を確保したと判断し「 B 」とした。
＜課題と対応＞
森林保険について、着実な推進と成長産業化を目指す林業の安定経営等に一層貢献するため、継続的な引受条件の見直しが必要である。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
保険運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上に向けて、関係諸機関と丁寧な議論を行いつつ、引受条件の見直しを検討し、改定案を作成した。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

＜今後の課題＞
引受条件について、関係諸機関と議論の上、継続的な見直しが必要である。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－（４） 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

２ 森林保険業務
（４） 内部ガバナンスの高度化

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個 森林・林業基本法
別法条文など） 森林保険法

当該項目の重要度、難 関連する研究開発評価、政策
易度 評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目標
期間最終年度

リスク管理 2 回以上 予算額（千円）
を行うため ／年 3回 決算額（千円）
の委員会の
開催

経常費用（千円）
経常収益（千円）
行政サービス実施コ
スト（千円）
従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 金融業務の特性を踏まえた財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、外部有識者等により構成される統合的なリスク管理のための委員会を開催し、森林

保険業務の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。
中長期計画 金融業務の特性を踏まえた財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、外部有識者等により構成される統合リスク管理委員会を年 2 回以上開催し、森林保

険業務の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。
年度計画 金融業務の特性を踏まえた財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、外部有識者等により構成される統合リスク管理委員会を 2 回以上開催し、森林保険

業務の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・財務の健全性及び適正な業務運営は確保されているか。
（評価指標）
・外部有識者等を含めた委員により構成されるリスク管理を行うための委員会を年２回以上定期的に開催しているか。
・また、上記委員会とは別に、財務上、業務運営上の課題について役員を含めて検討する会議を定期的に行っているか。

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

・ 3名の外部有識者を含む森林保険センター統合リスク管理委員会を 3回（7月、12月、2月）開催し、森林保険業務の財務状況、積立金の規模の妥当性の
検証等について専門的な見地から点検を実施した。
・金融業務を行う組織としてのガバナンスの強化の観点から、コンプライアンス研修や情報セキュリティ研修を含む職員研修計画を策定・実施し、職員の保険業務に求
められる知識と能力の向上を図った。
①コンプライアンス研修（管理職 11名対象： 1回実施、全職員 35名対象： 2回実施（ e ラーニング含む））
②情報セキュリティ教育研修（全職員 35名対象： 2回実施（インシデント対応訓練含む））

・森林保険運営の透明性を確保するため、独立行政法人通則法等に基づくもの以外にも、ソルベンシー・マージン比率及び森林保険審査第三者委員会の概要につ
いてもホームページで公開している。

自己評価 評定 B
＜自己評価＞
・3 名の外部有識者を含む森林保険センター統合リスク管理委員会において、財務状況、商品・制度改定及び積立金の規模の妥当性について専門的な見地
から検証を行った。
・平成 27 年 4 月に策定した「国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センター職員研修要領」に基づき、「平成 28 年度森林保険センター研修計画」
を作成し、計画的に職員の保険業務に求められる知識と能力の向上を図った。

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

・独立行政法人通則法等に基づくもの以外にも、ソルベンシー・マージン比率及び森林保険審査第三者委員会の概要についてもホームページで公開した。
計画どおりの実績を確保したことから「B」とした。

＜課題と対応＞
今後も引き続き、金融業務の特性を踏まえた財務の健全性及び適正な業務運営の確保のための内部ガバナンスの高度化に努める必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
森林保険業務の財務状況やリスク管理状況について、外部有識者を含む「統合リスク管理委員会」を開催し専門的見地から点検するとともに、研修により職員の知識と

能力の向上を図り、ガバナンス強化に取り組んでおり、財務の健全性及び適正な業務運営は確保されている。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（１）－ア 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

３ 水源林造成事業等
（１）水源林造成事業の推進

ア 事業の重点化
関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人森林総合研究所法附則第 8条

（個別法条文など）
当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政 行政事業レビューシート事業番号：209
難易度 策評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目
標期間最終
年度値等）

新 規 契 約 重点化率 225 168 予算額（千円） 36,774,321
件数（件） 100％
うち、特に 225 168
水源涵養機 決算額（千円） 35,322,968
能の強化を
図る重要性
が高い箇所 経常費用（千円） 2,546,939
重点化率 100％

新 規 契 約 重点化率 3,314 2,343 経常収益（千円） 2,871,548
面積（ha） 100％
うち、特に 3,314 2,343
水源涵養機 行政サービス実施 3,508,435
能の強化を コスト（千円）
図る重要性
が高い箇所 従事人員数 347
重点化率 100％

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 効果的な事業推進の観点から、新規契約については、水源涵養機能の強化を図る重要性の高い流域内の箇所に限定する。（重点化率 100 ％、第 3 期中期

目標期間実績：重点化率 100％）
中長期計画 効果的な事業推進の観点から、新規契約については、2 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源函養機能の強化を図る重

要性が高い流域内の箇所に限定する。（重点化率 100％実施）
年度計画 効果的な事業推進の観点から、新規契約については、2 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源涵養機能の強化を図る重

要性が高い流域内の箇所に限定する。（重点化率 100％実施）
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い箇所において新規契約を締結しているか。
かん

（評価指標）
・新規契約件数及び面積のうち、特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い箇所での実施率（重点化率）

かん

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

平成 28 年度の新規契約については、全て 2 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い
流域内の箇所に限定して行った（168件、2,343ha）
このことを確保するため、分収造林契約の要望者に対して、重要流域等に限定していることについて説明を行うとともに、契約予定地について、図面等

での確認や自治体への聞き取りを行ったうえで、要件に該当することを現地で確認することにより新規契約を締結した。
自己評価 評定 B

＜評定と根拠＞
平成 28 年度の新規契約は、全て重要流域等において締結（168 件、2,343ha）しており、事業の重点化の実施について、計画の内容を達成したことから

「B」評定とした。
＜課題と対応＞
引き続き、事業の重点化を図る必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
年度計画に基づき、全ての新規契約が、特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い流域内に限定して締結された。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから、「B」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（１）－イ 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

３ 水源林造成事業等
（１）水源林造成事業の推進
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人森林総合研究所法附則第 8条
（個別法条文など）

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政 行政事業レビューシート事業番号：209
難易度 策評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目
標期間最終
年度値等）

新規契約件 施業方法 225 168 予算額（千円） 36,774,321
数（件） の限定化

率 100％
うち、長伐 225 168 決算額（千円） 35,322,968
期等の施業
に限定
限定化率 100％ 経常費用（千円） 2,546,939
新規契約面 施業方法 3,314 2,343
積（㏊） の限定化

率 100％ 経常収益（千円） 2,871,548
うち、長伐 3,314 2,343
期等の施業
に限定 行政サービス実施 3,508,435
限定化率 100％ コスト（千円）
長伐期等の 632 594
施業への契 従事人員数 347
約変更件数
（件）
長伐期等の 23,241 26,016 注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載
施業への契
約変更面積
（㏊）
新植・保育 チェック 4,703 5,886
等施業件数 シートの
（件） 活 用 率

100％
うち、チェ 4,703 5,886
ックシート
を活用
活用率 100％
間伐実施面 4,489 8,033
積(ha)
うち、搬出 1,566 3,580

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

間 伐 面 積
(ha)
実施率 45％
丸太組工法 7,854 14,263
での間伐材
等 使 用 量
（㎥）

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 （ア）新規契約については、水源涵養機能等の森林の有する公益的機能をより持続的かつ高度に発揮させるとともに、コスト縮減を図るため、広葉樹等

の現地植生を活かした長伐期で、かつ、主伐時の伐採面積を縮小、分散化する契約に限定する。
また、既契約分については、長伐期施業や複層林施業に施業方法を見直す等により、事業実施手法の高度化を図る。

（イ）事業実施過程の透明性の確保を図りつつ、事業の効果的・効率的な実施に努める。
（ウ）地球温暖化防止や循環型社会の形成はもとより、林業の成長産業化等にも資する観点から、搬出間伐を推進するとともに、間伐材を含む木材の有
効利用を推進する。

中長期計画 （ア）公益的機能の高度発揮
水源涵養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、新規契約については、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期

で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業方法に限定した契約とする。
また、既契約分については、現況等を踏まえつつ、長伐期施業、複数の樹冠層へ誘導する複層林施業等に施業方法を見直す。

（イ）事業の効果的・効率的な実施
① 事業実施過程の透明性の確保を図りつつ、事業の効果的かつ効率的な実施に努めるため、チェックシートを活用し、事業を実施する。（チェック
シート活用率 100%実施）
② 森林整備事業全体の動向を踏まえつつコスト削減に向けた取組を徹底する。

（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止や循環型社会の形成はもとより、林業の成長産業化等にも資する観点から、搬出間伐を推進する

とともに、作業道の丸太組工法などにおいて間伐材を含む、木材の有効利用の推進に努める。
年度計画 （ア）公益的機能の高度発揮

水源涵養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、新規契約については、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期
で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業方法に限定した契約とする。
また、既契約分については、現況等を踏まえつつ、長伐期施業、複数の樹冠層へ誘導する複層林施業等に施業方法を見直す。

（イ）事業の効果的・効率的な実施
① 事業実施過程の透明性の確保を図りつつ、事業の効果的・効率的な実施に努めるため、チェックシートを活用し、事業を実施する。（チェックシ
ート活用率 100％実施）
② 森林整備事業全体の動向を踏まえつつコスト削減に向けた取組を徹底する。

（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止や循環型社会の形成はもとより、林業の成長産業化等にも資する観点から、搬出間伐を推進する

とともに、作業道の丸太組工法などにおいて間伐材を含む木材の有効利用の推進に努める。
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・新規契約については、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ、主伐時の伐採面積を縮小、分散化する契約としているか。
・既契約地については、長伐期施業等への契約変更を推進しているか。
・事業実施過程の透明性の確保を図りつつ、事業の効果的・効率的な実施に努めているか。
・地球温暖化防止、循環型社会の形成、林業の成長産業化等に資する観点から、搬出間伐を推進するとともに、作業道の丸太組工法などにおいて、木
材利用を推進しているか。

（評価指標）
・新規契約件数及び面積のうち、長伐期等の施業に限定した割合（施業方法の限定化率）
・長伐期施業等への契約変更件数及び面積
・チェックシートを活用し、新植・保育等施業を実施した割合（チェックシート活用率）
・全間伐面積に対する搬出間伐面積の割合（搬出区域面積率）、作業道の丸太組工法での木材使用量

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

（ア）公益的機能の高度発揮
平成 28 年度の新規契約は、168 件、2,343 ㏊の全てについて、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する
施業方法に限定した契約を締結した。
既契約分については、より公益的機能の高度発揮を図る観点から、契約相手方の理解を得つつ、契約地の現況等を踏まえた長伐期化、複層林化を推
進した。具体的には、契約期間の延長等の契約変更手続について契約相手方に丁寧に説明し、同意が得られた箇所から変更契約を締結した。
その結果、平成 28年度に 594件、26,016haについて契約の変更を行った。

（イ）事業の効果的・効率的な実施
①水源林造成事業の実施にあたっては、造林者が提出した全ての新植・保育等の施業の実施計画書について、チェックシートを活用し、事業を効果的
・効率的に行った（5,886 件、チェックシート活用率 100 ％）。下刈については、全国 1,500 件の事業対象箇所について個々に審査した結果、対象面
積約 17千 haから、造林木の成長や下刈対象物の状況により、下刈の必要性がない箇所等の約 6千 haを除いた約 11千 haについて事業を実施するこ
ととし、コスト削減を図った。
②都道府県の民有林補助事業におけるヘクタール当たりの植栽本数の状況を踏まえ、一部の県においてヘクタール当たりの植栽本数を削減し、コスト
削減に取り組んだ。

（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
・ 搬出間伐の推進に向けて、平成 28年度は全間伐面積 8,033haに対して 3,580haの搬出間伐を実施した（搬出区域面積率 45％）。
・ 路網の整備にあたっては、木材の有効利用を推進するため、丸太組工法の施工などにおいて間伐材等の木材を活用し、その結果約 14千㎥の間伐材等
を活用した。

自己評価 評定 B
＜評定と根拠＞
（ア）公益的機能の高度発揮

平成 28年度の全ての新規契約は、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業方法に限定した契約の締
結を行った。
既契約分について、長伐期、複層林化を推進するとともに、施業方法の見直しに取り組み、順次、契約相手方の理解を得られた箇所について契約変

更手続きを進め、変更契約を締結した。
（イ）事業の効果的・効率的な実施
① チェックシートを全ての新植・保育等の施業に活用することにより、適切な事業の実施及び事業実施コストの削減を行った。
② 一部の県においてヘクタール当たりの植栽本数の削減に取り組み、コスト削減を行った。

（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
間伐については、搬出間伐を推進した。
路網の整備にあたっては、丸太組工法の施工などにおいて、間伐材等を活用した。
以上のとおり、事業の実施手法の高度化のための計画の内容を達成したことから「B」評定とした。

＜課題と対応＞
森林の有する公益的機能を高度に発揮させるため、引き続き事業の実施手法の高度化を図る必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
水源林造成事業における事業の実施手法の高度化を図るため、新規契約については、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期施業等に限定した契約とし、
また、既契約については、長伐期化、複層林化等の推進により、公益的機能の高度発揮に努めた。また、チェックシートの活用や低コスト施業などによ
り事業の効果的・効率的な実施や透明性の確保とともに、搬出間伐等の実施及び路網整備での間伐材を活用した工法の採用などに取り組んだ。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから、「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（２）－ 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
ア ３ 水源林造成事業等

（２）その他完了した事業の評価及び債権債務の管理
ア 特定中山間保全整備事業等の事業実施完了後の評価に関する業務

関連する政策・施策 農業の持続的な発展 当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人森林総合研究所法附則第 9条、第 11条
構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進 （個別法条文など）

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政
難易度 策評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目
標期間最終
年度値等）

完了後の評 完了後の 6区域 2 予算額（千円） 14,824,301
価に係る業 評価に係 （南丹）
務実施区域 る業務を （黒潮ﾌﾙｰﾂﾗ 決算額（千円） 17,909,321
数 確実に行 ｲﾝ）

う 経常費用（千円） 1,166,124

完了後の評 完了後の 9区域 2 経常収益（千円） 1,132,867
価実施区域 評価を確 （郡山）
数 実に行う （安房南部） 行政サービス実施 157,686

コスト（千円）
従事人員数 18

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業の完了後の評価を確実に行う。
中長期計画 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業の完了後の評価を確実に行う。
年度計画 （ア）事業実施完了後の評価に係る業務（社会経済情勢の変化等に関する基礎的資料の作成。）を確実に行う。

（イ）事業実施完了後の評価を確実に行う。
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・完了後の評価に係る業務が確実に行われているか。
（評価指標）
・完了後の評価に係る業務実施区域数
・完了後の評価の実施区域数

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

（ア）完了後の評価に係る業務は、機構営事業等事後評価（完了後）実施要領に基づき事業完了後おおむね 5 年を経過した 3 区域を予定していたが、下閉
伊北区域は東日本大震災の復興中のため 1年延期することになり、南丹区域及び黒潮フルーツライン区域の 2区域で評価に係る業務を適切に実施した。
なお、完了後の評価に係る業務において、平成 28年から新たに農業者以外の農業用道路利用状況を把握するためのアンケートを実施した。

（イ）完了後の評価は、昨年度完了後の評価に係る業務を行った 3 区域を予定していたが、28 年 4 月に発生した熊本地震のため阿蘇小国郷区域の事後評価
を 1年延期することとなり、郡山区域及び安房南部区域の 2区域で完了後の評価を適切に実施した。

自己評価 評定 B
＜評定と根拠＞

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

完了後の評価に係る業務については、事業の効果を把握するため、営農状況ヒアリング、受益者等アンケート及び交通量調査等を実施した。
完了後の評価については、評価内容に対する関係機関の意見と学識経験者の意見を加えた評価結果を取りまとめて 8月末に公表した。
外的要因により実施できなかった 2区域を除き、完了後の評価に係る業務及び完了後の評価について確実に実施したことから「B」評定とした。

＜課題と対応＞
引き続き完了後の評価及び完了後の評価に係る調査業務を確実に行う必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
東日本大震災及び熊本地震の影響により 1年延期することになった地区があるが、完了後の評価に係る業務及び完了後の評価を適切に実施した。
以上のとおり、年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（２）－ 第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
イ ３ 水源林造成事業等

（２）その他完了した事業の評価及び債権債務の管理
イ 債権債務管理に関する業務

関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人森林総合研究所法附則第7条、第9条、第 10
（個別法条文など） 条、第 11条、第 12条

当該項目の重要度、 関連する研究開発評価、政 行政事業レビューシート事業番号：216
難易度 策評価・行政事業レビュー

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
指標等 達成目標 基準値 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（前中期目
標期間最終
年度値等）

林道事業負 予算額（千円） 14,824,301
担金等徴収
額（百万円） 3,667 決算額（千円） 17,909,321

特定中山間保 経常費用（千円） 1,166,124
全整備事業等

負担金等徴収 7,519 経常収益（千円） 1,132,867
額（百万円）
NTT-A 資 行政サービス実施 157,686
金貸付金徴 コスト（千円）
収額（百万 3 従事人員数 18
円）

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については全て各業務に配賦した後の金額を記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 林道の開設又は改良事業及び特定中山間保全整備事業等の負担金等に係る債権債務並びに NTT-A 資金に係る債権債務について、徴収及び償還の業務を

確実に行う。
中長期計画 林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債務、特定中山間保全整備事業等の負担金等に係る債権債務及び NTT-A 資金に係る債権債務に

ついて、徴収及び償還業務を確実に行う。（徴収率 100％実施）
年度計画 林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債務、特定中山間保全整備事業等の負担金等に係る債権債務及び NTT-A資金に係る債権債務につ

いて、徴収及び償還業務を確実に行う。（徴収率 100％実施）
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・債権債務管理が適切に行われているか。
（評価指標）
・予定した各徴収額等に対する林道事業負担金等の徴収額・特定中山間保全整備事業等負担金等の徴収額・NTT-A資金貸付金の回収額

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 ＜主要な業務実績＞

債権債務管理業務等の実施
（1）林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金（以下「林道事業負担金等」という。）は、元利均等半年賦支払（年 2回）により徴収している。

この徴収を確実に行い、借入金償還を適切に実行するための取組として、常日頃より関係道県等と連絡を密にし状況の把握に努め、さらに、納付見
込額等の資料提供を行うとともに、出向いて説明するなど徴収に対する理解と協力要請を行い、債権の確実な確保に努めた。その結果、林道事業負担
金等に係る債権については、計画どおり 3,667百万円を徴収するとともに、償還業務についても確実に実施した。

（2）特定中山間保全整備事業等の完了区域における負担金等（以下「特定中山間保全整備事業等負担金等」という。）は、元利均等年賦支払（年 1 回）
により徴収している。
この徴収を確実に行い、借入金償還を適切に実行するための取組として、常日頃より関係道府県等と連絡を密にし、全額徴収への取組を行った。そ

の結果、特定中山間保全整備事業等負担金等に係る債権については、計画どおり 7,519百万円を徴収するとともに、償還業務についても確実に実施した。
（参考）負担金等には、農業施設整備事業等において整備し譲渡した農業用施設等に係る対価を含む。

（3）NTT-A 資金に係る貸付金の徴収は、元金均等年賦償還（年 1 回支払）により徴収しており、農業用用排水施設他目的プロジェクト等を実施するため

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評価調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

の NTT-A 資金に係る貸付金については、借入金償還を適切に実行するための取組として、債務者への連絡を密にし、全額徴収への取組を行った。そ
の結果、NTT-A資金に係る債権については、計画どおり 3百万円を徴収するとともに、償還業務についても確実に実施した。
（参考）NTT-A資金とは、国から NTT株の売却収入を無利子で借り受け、土地改良区等に対し、事業資金を無利子で融資する制度（融資については、

平成 14年度に廃止）
自己評価 評定 B

＜評定と根拠＞
林道事業負担金等及び特定中山間保全整備事業等負担金等並びに NTT-A 資金に係る債権債務については、計画どおり全額徴収し、償還業務等について

も計画どおり確実に実施したことから「B」評定とした。
＜課題と対応＞
引き続き、確実に債権債務管理業務を行う必要がある。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金等に係る債権債務、特定中山間保全整備事業等に係る債権債務及びNTT-A資金に係る債権債務について、徴

収及び償還が計画どおり確実に実施された。
以上のように、年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

＜国立研究開発法人審議会の意見＞
適切な債権債務の管理が行われている。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第２－１－（１） 第２ 業務運営の効率化に関する事項

１ 一般管理費等の節減
（１） 研究開発業務

当該項目の重要度、 関連する政策評価・行政事業レビュー 政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
難易度 行政事業レビューシート事業番号：0183

２．主要な経年データ
評価対象となる指標 達成目標 基準値等 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報）

（前中長期目標期 当該年度までの累積値等、必要な情報
間最終年度値等

一般管理費（千円） 少なくとも対前年度比 3 748,046 725,604
％の抑制

業務経費（千円） 少なくとも対前年度比 1 1,571,583 1,555,867
％の抑制

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費については毎年度平均で少なくとも対前年度比 3 ％の抑制、業務経費

については毎年度平均で少なくとも対前年度比 1％の抑制を行うことを目標とする。
中長期計画 運営費交付金を充当して行う事業（新規に追加されるもの、拡充分等を除く。） については、業務の見直し及び効率化を進め、中長期計画期間中、一般管理費につ

いては毎年度平均で少なくとも対前年度比 3％及び業務経費については毎年度平均で少なくとも対前年度比 1％の抑制を行うことを目標として節減を行う。
年度計画 運営費交付金を充当して行う事業（新規に追加されるもの、拡充分等を除く。） については、業務の見直し及び効率化を進め、平成 27 年度予算比で、一般管理費

については、少なくとも 3％及び業務経費については、少なくとも 1％の節減を行う。
主な評価指標 ＜評価の視点＞

・業務の見直し・効率化を進め、研究開発業務に支障を来すことなく一般管理費、業務経費の節減に努めているか。
（評価指標）
・一般管理費節減状況、業務経費節減状況

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 経費削減を達成するため、業務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定による目標管理等、執行予算の管理体制を平成 27 年度に引き続き強

化した。
夏季（ 6 月～ 9 月）・冬季（ 12 月～ 3 月）における空調・照明・冷凍庫等の節電対策及び大型実験機器等の稼働時間の調整によるピークカットの実施により、研究所
（つくば市）の電気料金については、 1,700 万円の削減となった。また、上下水道についても老朽化対策等により使用量を削減し、上下水道料が 500 万円の経費節減
となった。
予算の大きな割合を占める土地借料等の経費を削減するため、利用率の低い土地及び使用頻度の少ない建物等を検証し、土地約 7,068 ㎡、工作物 1 個を森林管
理署へ返還し、また、土地の算定値目（雑種地から山林へ）の見直しによる年度ごとの削減額により、 28年度は 27年度比で約 1,300万円削減した。
予算上、平成 28年度の業務経費は前年度に比し 1.0％減、一般管理費は前年度に比し、 3.0％の減となった中で、上記の取組により削減目標を達成した。

自己評価 評定 B
削減目標を達成したため自己評価を「 B 」とする。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞
電気や水道等の経常経費の節減に加え、土地借上料等の経費を節減する等、業務の見直し・効率化と適切な執行管理を行うことで、一般管理費・業務経費ともに目

標に定めた抑制を達成した。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第２－１－（２） 第２ 業務運営の効率化に関する事項

１ 一般管理費等の節減
（２）森林保険業務

当該項目の重要度、 関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度

２．主要な経年データ
評価対象となる指標 達成目標 基準値等 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （参考情報）

（前中長期目標期間 当該年度までの累積値等、必要な情報
最終年度値等）

一般管理費（千円） 少なくとも対前年度 93,842 38,062
比 3％の抑制

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標 森林保険業務は、政府の運営費交付金を充当することなく、保険契約者から支払われる保険料のみを原資として運営するものであり、一般管理費等の支出の大きさ

が保険料に直接的に影響することを踏まえ、支出に当たっては、費用対効果を十分検討することなどによりコスト意識を徹底し、効率的な業務運営を図り、将来的な一
般管理費等のスリム化につなげ、一般管理費（公租公課、事務所借料等の所要額計上を必要とする経費を除く。）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比 3
％の抑制を行うことを目標 とする。
なお、業務量及びそれに伴う一般管理費等は、保険料収入の変化や災害の発生状況等により影響を受けることに留意する。

中長期計画 森林保険業務は、政府の運営費交付金を充当することなく、保険契約者から支払われる保険料のみを原資として運営するものであり、一般管理費等の支出の大きさ
が保険料に直接的に影響することを踏まえ、支出に当たっては、物品調達の必要性、加入促進業務やシステム化における費用対効果を十分検討することなどによりコ
スト意識を徹底して保険事務に必要な経費を節減し、効率的な業務運営を図り、将来的な一般管理費等のスリム化につなげ、一般管理費（公租公課、事務所借料等の
所要額計上を必要とする経費を除く。）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比 3%の抑制を行うことを目標とする。
なお、業務量及びそれに伴う一般管理費等は、保険料収入の変化や災害の発生状況等により影響を受けることに留意する。

年度計画 森林保険業務は、政府の運営費交付金を充当することなく、保険契約者から支払われる保険料のみを原資として運営するものであり、一般管理費等の支出の大きさ
が保険料に直接的に影響することを踏まえ、支出に当たっては、物品調達の必要性、加入促進業務やシステム化における費用対効果を十分検討することなどによりコ
スト意識を徹底して保険事務に必要な経費を節減し、効率的な業務運営を図り、将来的な一般管理費等のスリム化につなげ、一般管理費（公租公課、事務所借料等の
所要額計上を必要とする経費を除く。）については、中長期計画に掲げた目標の達成に向け、削減を行う。
なお、業務量及びそれに伴う一般管理費等は、保険料収入の変化や災害の発生状況等により影響を受けることに留意する。

主な評価指標 ＜評価の視点＞
・コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を図り、将来的な一般管理費等のスリム化につなげる取組を行っているか。

（評価指標）
・一般管理費等節減状況

法人の業務実績等・自己評価
業務実績 森林保険センターの全体会議において、予算の執行管理の留意点や経費節減の取組みについて職員全員に周知し、予算の計画的かつ適正な執行と予算執行管理

の徹底、職員のコスト意識の徹底を図るとともに、コピー用紙の節減、出張の際のパック商品等の活用、詰め替え文具用品の利用促進、不要不急の物品等の購入は行
わない等により経費の節減に取組んだ。
また、平成 29年度に改定商品対応機能を取り入れるための、森林保険業務システム改修を行うことから、本年度予定していたシステム改修は、平成 29年度改修を踏

まえて行うこととし、本年度実施を見送った。
その結果、一般管理費（公租公課、事務所借料等の所要額計上を必要とする経費を除く。）については、平成 27 年度予算額と比較して 55,780 千円（ 59.4 ％）削減

し、年度計画の削減目標を達成した。
なお、平成 28 年度予算から森林保険業務システム機器の賃借料等の業務経費について、一般管理費から森林保険事業費に計上したことにより一般管理費が

15,035千円削減したが、この経費を一般管理費に計上していたとしても、対前年度比 43.4％減となり、削減目標は達成している。
自己評価 評定 B

森林保険業務では、予算の執行管理の留意点や経費節減の取組みについて職員全員に周知し、適正な執行と予算執行管理の徹底、職員のコスト意識の徹底を図
るとともに、一般管理費については、経費の節減に努め、目標を大きく上回る削減率を達成したことから「 B 」評定とした。

主務大臣による評価 評定 B
＜評定に至った理由＞

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

職員全員が徹底して、文具用品の節約、出張旅費の節減等に取り組み、予算の計画的かつ適正な執行に努めた結果、一般管理費の大幅な削減を実施した。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「Ｂ」と評定する。

４．その他参考情報
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