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

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－①
［水源林造成業務］
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 水源林造成業務等
（１）事業の重点化
（２）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（個別 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第 1 項第 4 号
法条文など）
関連する研究開発評価、政策評 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑰
価・行政事業レビュー
行政事業レビューシート事業番号：0226

当該項目の重要度、難易度
２．主要な経年データ
① 主なアウトプット（アウトカム）情報
［水源林造成業務］
（１）事業の重点化
（２）事業の実施手法の高度化のための措置

②
（第１－２－(１)を参照）
（第１－２－(２)を参照）

主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
36,774,321
34,156,186
34,340,258
決算額（千円）
35,322,968
35,448,927
34,387,368
経常費用（千円）
2,546,939
2,631,057
2,387,031
経常利益（千円）
2,871,584
2,635,038
2,358,748
行政サービス実施コス
3,508,435
3,605,174
2,671,213
ト（千円）
行政コスト（千円）
従事人員数
336
332
339

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
中長期計画
［水源林造成業務］
同左
（１）事業の重点化
（第１－２－(１)を参照）
（２）事業の実施手法の高度化のための措置
（第１－２－(２)を参照）
主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価の視点
評価指標
同上
同左
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
同上
＜主要な業務実績＞
同上

主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
2 小項目のうち、「A」評定が 2 項目であり、項目別評定の判断基準に基づき、「A」評定とした。
４．その他参考情報
特になし。
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元年度
39,783,299
38,217,656
2,214,685
2,154,155
－

２年度

4,204,436
335

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含む。

自己評価
評定
Ａ
＜評定と根拠＞
２小項目のうち、A 評定が２項目であり、項目別評
定の判定基準に基づき、「Ａ」評定とする。
＜課題と対応＞
第１－２－（１）、（２）を参照
評定
A

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

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 水源林造成業務等
（１）事業の重点化
業務に関連する政策・施策

当該事業実施に係る根拠（個別 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第 1 項第 4 号
法条文など）
関連する政策評価・行政事業レ 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑰
ビュー
行政事業レビューシート事業番号：0226

当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標
基準値
新規契約件数

重点化率
100%

うち、特に水源涵養機能の強
化を図る重要性が高い箇所
重点化率
新規契約面積
重点化率
100%
うち、特に水源涵養機能の強
化を図る重要性が高い箇所
重点化率

(前中期目標期
間最終年度)

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度

元年度

225 件

168 件

186 件

187 件

176 件

予算額（千円）

36,774,321 34,156,186 34,340,258

39,783,299

225 件

168 件

186 件

187 件

176 件

決算額（千円）

35,322,968 35,448,927 34,387,368

38,217,656

3,314 ha

100%
2,343 ha

100%
3,093 ha

100%
2,870 ha

100％
2,891 ha

経常費用（千円）
経常収益（千円）

2,546,939
2,871,548

2,631,057
2,635,038

2,387,031
2,358,748

3,314 ha

2,343 ha

3,093 ha

2,870 ha

2,891 ha

3,605,174

2,671,213

100%

100%

100%

100％

行政サービス実施コ 3,508,435
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
従事人員数
336

－

－

332

339

2 年度

2,214,685
2,154,155
－
4,204,436
335

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．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
中長期計画
効果的な事業推進の観点から、事業の新規実施については、水源涵養機能の強化を図る重要性の高 効果的な事業推進の観点から、事業の新規実施については、2 以上の都府県にわたる流域等の重要
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％）
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）
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・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事業の新規実施をしているか。
・事業の新規実施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）
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ａ
効果的な事業推進の観点から、事業
令和元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 ＜評定と根拠＞
の新規実施については、２以上の都府 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（176 件、2,891 ha）
。
令和元年度の新規契約は、全て重要流域等において締
県にわたる流域等の重要な流域やダム
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 結（176 件、2,891 ha）しており、事業の重点化の実施
等の上流など特に水源涵養機能の強化 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 について、年度計画の内容を達成した。
また、年度計画にない実績として、近年多発する自然
を図る重要性が高い流域内の箇所に限 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。
災害等を踏まえ、被災地等において低下した恐れのある
定する。
（重点化率 100％実施）
また、新規事業の対象地を限定する中で、近年多発する自然災害等の被災地において水源林造成事業に 水源涵養等の森林の公益的機能の早期回復を図るため、
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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

よって対応が可能な箇所については、地元の要請等を踏まえつつ、積極的に復旧の取組に参画することと 地方自治体の意向を踏まえ、北海道胆振東部地震におけ
して、令和元年度から、以下の取組を実施した。
る被災地域、岩手県釜石市及び群馬県桐生市の森林火災
跡地の森林の復旧に向けた取組に参画するとともに、宮
①平成 26 年 4 月に群馬県桐生市で発生した大規模な森林火災跡地（約 260 ha）において、地元桐生市か 城県本吉郡南三陸町において台風 19 号による災害発生
ら早期に公益的機能を回復させるため水源林造成事業による森林再生の要請があったことを受け、地域 に伴う宮城県林道災害査定関連業務の支援に職員3名を
「Ａ」評定
貢献の観点から積極的に対応することとして被災した森林（90 ha）を対象に、平成 27 年度に新規契約 ５日間（延べ人員 15 名）派遣したことから、
を締結し、平成 28 年度から植栽を行い、令和元年度は 22 ha の植栽を実施した。
とした。
②平成 29 年５月に岩手県釜石市の尾崎半島で発生した大規模な森林火災跡地（約 400 ha）において、森 ＜課題と対応＞
林所有者の意向をふまえ県や森林組合から、早期に公益的機能を回復させるため水源林造成事業による 引き続き事業の重点化を図る必要がある。
森林再生の要請があったことを受け、地域貢献の観点から積極的に対応することとして、令和元年度に また、被災地等において低下した森林の公益的機能の
35 ha の現地調査及び事業評価を実施し、令和 3 年度以降、新規契約を締結し事業着手できる準備を整 早期回復を図るため、引き続き被災地の森林の復旧に向
えた。
けた取組に参画・実施していく。
③平成 30 年９月に発生した北海道胆振東部地震の被災地においては、被災した水源林造成事業の契約地
の早期復旧に取り組むとともに、契約地周辺の被災民有林において早期に公益的機能の回復を図る必要
がある森林のうち、山林経営を継続する意思はあるものの所有者の自力による復旧が困難な森林につい
て、地元の意向を踏まえ、また地域貢献の観点からも水源林造成事業での対応の可能性を検討すること
とした。
このため、令和元年度に設置された「厚真町森林再生・林業復興検討会議」に札幌水源林整備事務所
が参画し、厚真町が検討を進める森林再生・林業復興に向けた対応方針と調整を図りつつ、森林再生の
一手法として水源林造成事業の活用の検討を進めている。
④上記の取組に加え、令和元年 10 月に発生した台風 19 号による被災地支援の一環として、宮城県からの
要請を受け、同県南三陸町の民有林における林道施設災害復旧事業に係る災害査定関連業務の早期実施
のため、林道等に関する技術を有する職員３名を、令和元年 12 月２日から６日まで計５日間（延べ人
「写真撮影・
員 15 名）現地へ派遣し、宮城県職員等と連携して被害箇所の「概略測量」や「数量計算」
整理」等の災害査定申請の基礎資料の作成支援を中心に実施し、要請された業務を完了した。
主務大臣による評価
評定
A
＜評定に至った理由＞
新規契約については、地域の状況を十分に踏まえつつ、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し、効果的に事業を推進した。
また、近年多発する自然災害等を踏まえ、群馬県、岩手県、北海道の被災地域の森林復旧に向けた取組に参画したことに加え、宮城県の災害査定関連業務の支援に職員を派遣することにより、円滑な
森林再生・林業復興に寄与した。
以上のとおり、年度計画を着実に遂行したことに加え、森林の公益的機能の早期回復を図るため地方自治体へ協力するなど、年度計画を上回る取組を実施したことから、
「A」評定とした。
＜審議会の意見＞
近年多発する自然災害に対し、被災地域の森林復旧に向けた取組を評価すると、A 評定以上の成果であり、引き続き、流域管理の中核機関として取り組まれたい。
４．その他参考情報
特になし。
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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

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 水源林造成業務等
（２）事業の実施手法の高度化のための措置
業務に関連する政策・施策

当該事業実施に係る根拠（個別 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第 1 項第 4 号
法条文など）
関連する政策評価・行政事業レ 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑰
ビュー
行政事業レビューシート事業番号：0226

当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標
基準値
新規契約件数

施業方法の
限定化率 100%

うち、長伐期等の施業
に限定
限定化率
新規契約面積
施業方法の
限定化率 100%
うち、長伐期等の施業
に限定
限定化率
長伐期等の施業への
契約変更件数
長伐期等の施業への
契約変更面積
新植・保育等施業件数 チェックシートの
活用率 100%
うち、チェックシートを
活用
活用率
間伐実施面積 ※
うち、搬出間伐面積
搬出区域面積率
丸太組工法での
間伐材等使用量

(前中期目標期間
最終年度)

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度

元年度

225 件

168 件

186 件

187 件

176 件

予算額（千円）

36,774,321 34,156,186 34,340,258 39,783,299

225 件

168 件

186 件

187 件

176 件

決算額（千円）

35,322,968 35,448,927 34,387,368 38,217,656

3,314 ha

100%
2,343 ha

100%
3,093 ha

100%
2,870 ha

100％
2,891 ha

経常費用（千円）
経常利益（千円）

2,546,939
2,871,548

2,631,057
2,635,038

2,387,031
2,358,748

2,214,685
2,154,155

3,314 ha

2,343 ha

3,093 ha

2,870 ha

2,891 ha

3,605,174

2,671,213

－

632 件

100%
594 件

100%
386 件

100%
470 件

100％
457 件

行政サービス実施
3,508,435
コスト（千円）
行政コスト（千円）
－
従事人員数
336

－

－

4,204,436
335

23,241 ha 26,016 ha

10,245 ha

16,420 ha

19,537 ha

4,703 件

5,886 件

3,457 件

4,384 件

5,210 件

4,703 件

5,886 件

3,457 件

4,384 件

5,210 件

4,489 ha

100%
8,033 ha

100%
1,470 ha

3,580 ha
45%
7,854 ㎥ 14,263 ㎥

807 ha
55%
9,860 ㎥

100%
4,962 ha
(94 ha)
2,345 ha
47%
9,254 ㎥

100％
3,249 ha
(3,130 ha)
1,552 ha
48％
11,122 ㎥

1,566 ha

332

339

２年度

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

注）※臨時・特別の措置（緊急対策枠）及び令和元年度補正予算における間伐は、木材の有効利用よりも防災等を主たる目的として短期かつ緊急に対策が必要な森林について追加措置されたものであるため、搬出区域面積率の対象に
は含めないものとし、外数（ ）で記載。

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
中長期計画
ア 新規の分収林契約については、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 ア 公益的機能の高度発揮
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、
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、新規の分収
主伐時の伐採面積を縮小、分散化する契約に限定する。
林契約については、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
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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

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。

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
（ア）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）
（イ）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。

主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・新規の分収林契約については、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 ・新規の分収林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）
を縮小、分散化する契約としているか。
・長伐期施業等への契約変更件数及び面積
・分収林の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。
・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）
・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。
・全間伐面積（臨時・特別の措置（緊急対策枠）の実績を除く。
）に対する搬出間伐面積の割合（搬
・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 出区域面積率）
、作業道の丸太組工法での木材使用量
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。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
A
（ア）公益的機能の高度発揮
（ア）公益的機能の高度発揮
＜評定と根拠＞
水源涵養機能等の森林の有する公益
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令和元年度の新規 （ア）公益的機能の高度発揮
的機能を持続的かつ高度に発揮させる 契約は、176 件、2,891 ha 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
水源涵養機能等の森林の有する公益的機能を持続
観点から、新規の分収林契約について 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。
的かつ高度に発揮させる観点から、
令和元年度の全て
は、広葉樹等の現地植生を活かした長
既契約分については、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施業や複層林施業 の新規契約は、
広葉樹等の現地植生を活かした長伐期
伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮
等に施業方法を見直す取組を推進した。具体的には、契約管理マニュアルに基づき、取組経過、課題、対 で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業方
小、分散化する施業方法に限定した契 処方針等を明らかにした契約変更計画を作成し、この計画に基づき、契約相手方との協議を進め、同意が 法に限定した契約の締結を行った。
約とする。
得られた箇所から変更契約を締結した。その結果、令和元年度に 457 件、19,537 ha について契約の変更
既契約分について、
長伐期施業や複層林施業等に施
また、既契約分については、現況等 を行った。
業方法を見直す取組を推進し、順次、契約相手方の理
を踏まえつつ、長伐期施業、複数の樹
解が得られた箇所について変更契約を締結した。
冠層へ誘導する複層林施業等に施業方
また、近年、台風等による自然災害が頻発化、激甚化している中で、政府が定めた「防災・減災、国土
また、年度計画にない実績として、近年の台風等に
法を見直す。
強靱化のための３か年緊急対策」
（平成 30 年 12 月閣議決定、以下「緊急対策」という。
）を受けて、令和 よる自然災害の頻発化、激甚化の状況を踏まえ、経常
元年度は、平成 30 年度補正予算に加えて、当初予算においても「臨時・特別の措置」が講じられたため、 ベースの事業に加え、政府の防災・減災・国土強靱化
経常ベースの事業に加え、緊急対策に資する箇所における事業を追加的に実施した。具体的には、森林の の政策に沿って、
例年より約３割も増加した事業量を
緊急対策として、重要インフラ緊急点検等を踏まえて緊急に対策が必要な森林について、山地災害や流木 確実に実施した。
被害等の未然防止等を図るための間伐等の森林整備を実施した。
これらの間伐等の実施にあたっては、現状の組織要員によって例年より増加する事業量を円滑に実行す
る必要があった。このため平成 30 年度から保育間伐の選木等を前年度に実施する「単年度型」から「準
備型」への転換を推進し、年度当初の早期から計画的かつ円滑に事業が実行できる体制を構築した。その
うえで、予め緊急対策に係る事業量の増に対する造林者の理解と協力を求めるため、例年、当該年度に行
ってきた造林者（事業実施主体）との協議等を前年度のうちに前倒して実施したことにより、計画した事
業量を達成した。さらに、令和元年度に入ってからも激甚な台風災害等が新たに発生したため、これらに
よる事業への影響を最小限にするため、契約地の被災状況を速やかに把握するための衛星写真の活用や、
林道等の被災状況を踏まえた事業地の振替等を迅速に行うことで、計画した事業量を達成した。
令和元年度の水源林整備事業費は対前年度比 139％と大幅に増額したことから、この結果、令和元年度
の新植・保育等の施業面積・件数は、40,187 ha・5,210 件であり、昨年度の実績 31,658 ha・4,384 件と比
較して 127％と大きく上回る結果となった。
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・令和元年度新植・保育等施業面積・件数 40,187 ha・5,210 件
昨年度の新植・保育等施業面積・件数 31,658 ha・4, 384 件に対し面積は 27％増、件数は 18％増
（イ）事業の効果的・効率的な実施
（イ）事業の効果的・効率的な実施
(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
① 水源林造成業務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
① チェックシートを全ての新植・保育等の施業に
つつ、事業の効果的・効率的な実施
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（5,210 件、チェックシート活用
活用することにより、適切に事業を実施した。
に努めるため、チェックシートを活
率 100％）
。下刈については、全国 1,391 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
② 森林整備事業全体の動向を踏まえ、ヘクタール
用し、事業を実施する。
（チェック
16,701 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 5,779 ha を
当たりの植栽本数を削減し、コスト削減に向けた
シート活用率 100％実施）
除いた 10,923 ha について事業を実施した。
取組を推進した。
②森林整備事業全体の動向を踏まえつ
③ 効果的効率的な防護柵を選定する基準として
つコスト削減に向けた取組を徹底す
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削減状況を踏まえ、契約相手方
「シカ害防除マニュアル」を策定した。また、当
る。
との協議に基づき、ヘクタール当たりの植栽本数を削減し、コスト削減に向けた取組を推進した。
該マニュアルを活用し、シカ防除の適切な実施に
ついて造林者を指導するとともに、地域の林業事
③ 森林総合研究所との連携のもと、獣害防護柵の試験施工を実施し、その成果を反映させた効果的・
業体等へのシカ防除に関する手法の普及に努め
効率的な防護柵を選定する基準として「シカ害防除マニュアル」を策定した。当該マニュアルは、こ
た。
れまで実証を重ねたうえで各整備局における現地検討会等の場で研究成果の橋渡しを行ってきた「ブ
④ 分収造林契約を締結した土地と一体的かつ効率
ロックディフェンス」等に係る新たな知見を取りまとめたものである。
「ブロックディフェンス」は、
的に施業が行える保安林等において、育成途上の
防護柵を設置する対象区域を小面積の区画（ブロック）に区分して囲い、シカ等の動物が通る獣道を
森林整備を通じて針広混交林等の多様な森林を造
残置し通行を妨げないことで防護柵の破損を回避する方法である。
成するため、分収造林契約によらない方法として
「水源環境林整備事業」を実施し、公益的機能の
検証の結果、防護柵に大きな破損は見られず、防護柵内の苗木にも食害被害が確認されなかったこ
着実な発揮に努めた。
とから、防護柵設置の方法として非常に有効な手段であることが実証された。
また、モニターカメラや現地踏査からシカ等の動物が通り道を通行することが確認出来たことか
ら、今後はブロックディフェンスにより、シカの通り道を固定し誘導することで、くくりワナ設置等
による捕獲対策の効果も併せて期待できることがわかった。
なお、これらの取組については、令和 2 年 2 月 13～14 日に林野庁関東森林管理局で開催された「令
和元年度森林・林業技術等交流発表会」において発表し、優秀賞を受賞した。
以上の結果を踏まえ今年度より、当該マニュアルを活用し、シカ防除の適切な実施について造林者
を指導するとともに、全国の主立った造林者（市町村・森林組合・株式会社）の約７割にあたる 566
事業体へマニュアルを配布し、シカ防除に関する手法の普及に努めた。
④ 分収造林契約を締結した土地と一体的かつ効率的に施業が行える保安林等において、育成途上の森
林整備を通じて針広混交林等の多様な森林を造成するため、分収造林契約によらない方法として「水
源環境林整備事業」を実施し、公益的機能の着実な発揮に努めた。
・間伐実施面積 25 ha（うち搬出間伐面積 14 ha）
（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
（ウ）搬出間伐と木材利用の推進
（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 ・搬出間伐の推進に向けては、間伐材を搬出するための路網を効果的・効率的に整備するなどし、令和元
間伐については、搬出間伐を積極的に推進し、前中
球温暖化防止や循環型社会の形成はも
年度は全間伐面積（臨時・特別の措置（緊急対策枠）及び令和元年度補正予算の実績を除く）3,249 ha に 長期目標期間最終年度における搬出区域面積率であ
対し 1,552 ha の搬出間伐を実施した。この結果、令和元年度の搬出区域面積率は 48％となり、前中期 る 35%を大幅に上回る区域で実施した。
とより、林業の成長産業化等にも資す
目標期間最終年度の搬出区域面積率である 35％を大幅に上回る割合で実施した。
る観点から、搬出間伐を推進するとと
路網の整備にあたっては、
丸太組工法の施工などに
（令和元年度の搬出区域面積率：対前中期目標期間最終年度 13 ポイント増、達成率 137%。
）
もに、作業道の丸太組工法などにおい
おいて、間伐材等の木材の有効利用を推進した。
て間伐材を含む木材の有効利用の推進
・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、11,122 ㎥ 以上のとおり、
に努める。
事業の実施手法の高度化のための年度
の間伐材等を使用した。
計画の内容を達成し、さらに例年より増加した事業量
（丸太組工法等での間伐材使用量：対前中期目標期間最終年度 42％増。
）
を着実に実施したことから、
「Ａ」評定とした。
＜課題と対応＞
引き続き、
森林の有する公益的機能を持続的かつ高度
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に発揮させるため、事業の実施手法の高度化を図る必
要がある。
また、例年より増加する事業量を円滑に実行するた
め、適切かつ効率的・計画的な事業の実行に努める必
要がある。
主務大臣による評価
評定
A
＜評定に至った理由＞
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、既契約地については、長伐期化、複層林化等を
推進した。
また、近年の台風等による自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、経常ベースの事業に加え、政府が定めた「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」に沿って、山地災害や流木被害等の未然防
止を図るための間伐等の森林整備を追加的に実施した。
さらに、事業の実施においては、チェックシートの活用などにより事業の効果的・効率的な実施に努めるとともに、林業で課題となっているシカ害に対して、森林総合研究所と連携して「シカ害防除
マニュアル」を策定し、地域の林業事業体等へ配付することにより、シカ害防除に関する手法の普及に努めたほか、搬出間伐等の実施及び路網整備での間伐材等を活用した工法の採用などにも取り組ん
だ。
以上のとおり、年度計画を着実に遂行したことに加え、防災・減災を目的とした森林整備を行ったほか、新たな知見について広く研究成果の橋渡しを行うなど、年度計画を上回る取組を実施したこと
から、
「A」評定とした。
＜審議会の意見＞
３割も増加した事業量を着実に実施しており、A 評定以上の成果であり、引き続き、流域管理の中核機関として取り組まれたい。また、分収造林契約によらない森林整備事業である水源環境林整備事
業については、水源林造成業務の新たな取組として期待されていることから、次期中長期計画に位置付け、取組を推進されたい。
４．その他参考情報
特になし。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－２－②
［特定中山間保全整備事業等完了した事業の評価業務及び債権債務の管理業務］
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 水源林造成業務等
（３）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
（４）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（個別
法条文など）
当該項目の重要度、難易度
関連する研究開発評価、政策評
価・行政事業レビュー

国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条、付則第 7 条、第 8
条、第 9 条、第 10 条、第 11 条
政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑰
行政事業レビューシート事業番号：0231

２．主要な経年データ
① 主なアウトプット（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）
［特定中山間保全整備事業等完了した事業の評価業務及び債権債務の管理業務］
28 年度
29 年度
30 年度
（３）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 （第１－２－(３)を参照） 予算額（千円）
14,824,301
11,744,269
10,172,401
（４）債権債務管理に関する業務
（第１－２－(４)を参照） 決算額（千円）
17,909,321
14,385,438
12,189,639
経常費用（千円）
1,166,124
950,912
677,350
経常利益（千円）
1,132,867
892,823
645,754
行政サービス実施コス
157,686
150,811
35,241
ト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
18
18
15
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
中長期計画
［特定中山間保全整備事業等完了した事業の評価業務及び債権債務の管理業務］
同左
（３）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 （第１－２－(３)を参照）
（４）債権債務管理に関する業務
（第１－２－(４)を参照）
主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価の視点
評価指標
同上
同左
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
同上
同上

主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
2 小項目のうち、「B」評定が 2 項目であり、項目別評定の判断基準に基づき、「B」評定とした。

元年度
8,250,694
9,606,442
515,907
478,319
－

２年度

560,084
14

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含む。

自己評価
評定
B
＜評定と根拠＞
２小項目のうち、B 評定が２項目であり、項目別評
定の判定基準に基づき、「Ｂ」評定とする。
＜課題と対応＞
第１－２－（３）、（４）を参照
評定
B

４．その他参考情報
特定中山間保全整備事業等セグメントにおいては、決算額が予算額を 16%程度上回っている。これは、長期借入金等の償還時期とその財源となる受益者の負担金等の納入時期の差により、一時的に資
金不足が生じ、短期借入を行ったために生じた差額である。なお、この短期借入金については年度内に償還を行っており、業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、他のセグメントや機構全体にも特段
の影響を及ぼしていない。
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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

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 水源林造成業務等
（３）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
業務に関連する政策・施策
当該事業実施に係る根拠（個別 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第 10 条、第 11 条
法条文など）
当該項目の重要度、難易度
関連する政策評価・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
指標等
達成目標
基準値
28 年度
完了後の
評価に係
る業務実
施区域数

完了後の評
価に係る業
務を確実に
行う

完了後の 完了後の評
評価実施 価を確実に
行う
区域数

(前中期目標期
間最終年度)

29 年度

30 年度

元年度

6 区域

2
(南丹)
(黒潮ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ)

1
(下閉伊北)

2
(南富良野)
(美濃東部)

1
(邑智西部)

9 区域

2
(郡山）
(安房南部)

3
(阿蘇小国郷)
(南丹)
(黒潮ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ)

1
(下閉伊北)

2
(南富良野)
(美濃東部)

２年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
14,824,301 11,744,269 10,172,401
決算額（千円）
17,909,321 14,385,438 12,189,639
経常費用（千円）
1,166,124
950,912
677,350
経常収益（千円）
1,132,867
892,823
645,754
行政サービス実施コ
157,686
150,811
35,241
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
18
18
15

元年度

２年度

8,250,694
9,606,442
515,907
478,319
－
560,084
14

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．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
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。
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。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・完了後の評価に係る業務が確実に行われているか。
・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
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
B
ア 事業実施完了後の評価に係る業務
完了後の評価に係る業務は、機構営事業事後評価（完了後）実施要領に基づき事業完了後おおむね５年 ＜評定と根拠＞
完了後の評価に係る業務については、
事業の効果を把
（社会経済情勢の変化等に関する基 を経過後実施することとしており、邑智西部区域の評価に係る業務を適切に実施した。
握するため、営農状況ヒアリング、受益者等へのアンケ
礎的資料の作成。
）を確実に行う。
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、
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とりまとめて８月末に公
表した。
完了後の評価に係る業務を１区域及び完了後の評価
を２区域で確実に実施したことから、
「Ｂ」評定とした。
イ 事業実施完了後の評価を確実に行
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南富良野区域と美濃東部区域の完了後の評価 ＜課題と対応＞
う。
を適切に実施し、８月末に公表した。
引き続き完了後の評価に係る評価を確実に行う必要
がある。
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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

主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
自己評価「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。

評定

４．その他参考情報
特になし。
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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

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 水源林造成業務等
（４）債権債務管理に関する業務
業務に関連する政策・施策

当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など）
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標
基準値
林道事業負担金等徴収額
（百万円）
特定中山間保全整備事業
等負担金等徴収額（百万円）
NTT－A 資金貸付金徴収額
（百万円）

28 年度
3,667

29 年度
3,334

30 年度
2,934

元年度
2,591

7,519

7,286

6,136

3,624

3

3

3

2

２年度

国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第 7 条、第 8 条、第 9
条、第 10 条、第 11 条
政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑰
行政事業レビューシート事業番号：0231

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）
28 年度
29 年度
30 年度
元年度
予算額（千円）
14,824,301 11,744,269 10,172,401 8,250,694
決算額（千円）
17,909,321 14,385,438 12,189,639 9,606,442
経常費用（千円）
1,166,124
950,912
677,350
515,907
経常収益（千円）
1,132,867
892,823
645,754
478,319
行政サービス実施コ
157,686
150,811
35,241
－
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
560,084
従事人員数
18
18
15
14

２年度

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．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
中長期計画
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－
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
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。
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）
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・債権債務管理が適切に行われているか。
・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
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ｂ
林道の開設又は改良事業の賦課金及 (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 ＜評定と根拠＞
び負担金に係る債権債務、特定中山間 賦支払（年 2 回）により徴収している。
林道事業負担金等及び特定中山間保全整備事業等負
保全整備事業等の負担金等に係る債権
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 担金等並びに NTT－A 資金に係る債権については、計
債務及びＮＴＴ－Ａ資金に係る債権債 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ことで徴収に対する理解と協力 画に沿って全額徴収するとともに、償還業務について
務について、徴収及び償還業務を確実 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 も確実に実施した。
に行う。
（徴収率 100％実施）
り 2,591 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。
さらに、年度計画にない実績として、旧緑資源幹線林
(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」 道事業を承継した県が未完成のまま事業中止を決定し
たことで受益発生区域を変更する必要が生じ、賦課金
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 の個々の負担割合の変更が生ずることになった。
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 この変更により当該区間の賦課金総額 49 百万円のう
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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

ついては、計画どおり 3,624 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。
ち、負担割合がなくなる又は受益が減少する者（以下
（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。 「減少者」という。
）が負担することとなっていた 29 百
万円が徴収できなくなるリスクが発生するため、この
(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 減少分は、負担が増加する受益者（以下「増加者」とい
用排水施設他目的プロジェクト等を実施するための NTT－A 資金に係る貸付金については、借入金償還 う）に対して新たに賦課処分を行う必要があった。仮
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、 に、増加者の理解が得られなければ円滑な賦課金徴収
NTT－A 資金に係る債権については、計画どおり 2 百万円を徴収するとともに、償還業務についても確 業務を行うことは困難となり、ひいては借入金の償還
業務に支障をきたすこととなるため、関係県及び市町
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、 に赴き賦課徴収制度等について詳細に説明を行い、関
係市町長の同意を得て、県の事業中止に伴う受益発生
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）
区域の変更を行うことができた。この受益発生区域の
◎年度計画にない実績として、上記のとおり緑資源幹線林道の賦課金については、関係道県が承継した区 変更により減少者の賦課金額 29 百万を含めた 49 百万
間についても計画どおり徴収をしてきたが、旧緑資源幹線林道事業を承継した某県が一区間について未 円全額の徴収に目途が立ったことから「Ｂ」評定とし
完成のまま事業を中止する決定を突然行ったことから、急きょ当該区間の事業進捗状況を確認したとこ た。
ろ、林道の開設及び改良工事が行われないことにより２つの市町をつなぐことができなくなったため、
町側は受益地ではなくなった。このため、区間受益地（現受益発生区域）を見直し、旧緑資源機構が実 ＜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
施した林道部分に係る受益発生区域を改めて設定する必要が生じた。
また、受益発生区域の設定を変更することで、受益者賦課金について、２つの市町それぞれの負担割 る。
合の変更が生ずることとなり、一方の町は賦課金が減少するものの、もう一方の市はその分の賦課金が
増加することから、受益発生区域の設定の考え方及び受益者賦課金の負担割合を変更する必要性につい
て担当者へ繰り返し説明を行うことに加え、関係県及び両市町にも赴き、賦課徴収制度等を詳細に説明
した結果、関係市町長の同意を得ることができ、事業中止に伴う受益発生区域の変更を行い、賦課金徴
収の目途が立った。
主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
自己評価「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。

評定

４．その他参考情報
特になし。
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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

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３
［森林保険業務］
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 森林保険業務
（１）被保険者へのサービスの向上
（２）加入促進
（３）引受条件
（４）内部ガバナンスの高度化
業務に関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度
２．主要な経年データ
① 主なアウトプット（アウトカム）情報
［森林保険業務］
（１）被保険者へのサービスの向上
（第１－３－(１)を参照）
（２）加入促進
（第１－３－(２)を参照）
（３）引受条件
（第１－３－(３)を参照）
（４）内部ガバナンスの高度化
（第１－３－(４)を参照）

当該事業実施に係る根拠（個別 森林保険法
法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー
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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
2,640,653
2,514,840
2,464,191
決算額（千円）
1,541,336
1,463,686
1,702,911
経常費用（千円）
1,606,201
1,448,057
1,566,829
経常利益（千円）
2,331,546
2,190,295
2,073,876
行政サービス実施コス
▲642,838
▲714,889
▲480,219
ト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
24
26
28

元年度
2,136,036
1,282,794
1,290,762
2,086,064
－

２年度

1,290,913
29

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含む。

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
中長期計画
［森林保険業務］
同左
（１）被保険者へのサービスの向上
（第１－３－(１)を参照）
（２）加入促進
（第１－３－(２)を参照）
（３）引受条件
（第１－３－(３)を参照）
（４）内部ガバナンスの高度化
（第１－３－(４)を参照）
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
同上
同左
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
同上
＜主要な業務実績＞
同上

自己評価
評定
Ａ
＜評定と根拠＞
４小項目のうち、A 評定が２項目、Ｂ評定が２項目で
あり、項目別評定の判定基準に基づき、
「Ａ」評定とす
る。
<課題と対応＞
第１－３－（１）~（４）を参照
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主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
４小項目のうち、A 評定が２項目、B 評定が２項目であり、項目別評定の判定基準に基づき、A 評定とした。

評定

A

４．その他参考情報
森林保険勘定においては、決算額が予算額を 40％下回っている。これは、保険金の支払の発生が予算額を下回ったことによるものであり、森林保険業務における所期の業務目標の達成に影響を及ぼ
しておらず、他のセグメントや機構全体にも特段の影響は及ぼしていない。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（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
３ 森林保険業務
（１）被保険者へのサービスの向上
業務に関連する政策・施策

当該事業実施に係る根拠（個別 森林保険法
法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標 基準値（前中期目標
損害発生通知書を
受領してから調査
終了までを 3 ヶ月
以内に行っている
場合

期間最終年度）

1,956 件中
490 件
（25%）

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

2,077 件中 1,779 件中 1,865 件中 1,467 件中
418 件
465 件
625 件
368 件
（20%）
(26%）
(34%）
(25%）

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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
2,640,653
決算額（千円）
1,541,336
経常費用（千円）
1,606,201
経常収益（千円）
2,331,546
行政サービス実施コ ▲642,838
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
従事人員数
24

2,514,840
1,463,686
1,448,057
2,190,295
▲714,889
－

26

2,464,191
1,702,911
1,566,829
2,073,876
▲480,219
－

28

元年度

２年度

2,136,036
1,282,794
1,290,762
2,086,064
－
1,290,913
29

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．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
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、各種手続の効率化、業
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
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 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
の向上を図る。
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 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 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
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 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
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。 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。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・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 ・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。
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。
・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。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ａ
森林保険契約の引受けや保険金の支 ① 必要な人材を確保した。
＜評定と根拠＞
払い等について、必要な人材の確保、
全て確実に実
森林保険契約の引受け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確保することを 年度計画における計画事項については、
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事務の簡素化、システム化による各種
目的として、専門的知識のある林野庁、森林組合系統、民間損害保険会社などからの出向者を採用等す 施した。
手続の効率化、マニュアル化や研修の
特に、
森林保険センター内の引受事務処理期間につい
るほか、新規職員２名を採用するなど必要な人材を配置した。
充実による業務委託先を含めた業務実
て、これまで申込が集中する時期には事務処理に時間
施体制の強化や迅速な保険金の支払い ② 事務の簡素化、システム化による各種手続きの効率化を図るため、以下の取組を実施した。
を要するなど事務処理期間にばらつきがあったもの
等の取組を推進し、被保険者へのサー
平成 29 年度及び平成 30 年度に開催した事務・業務の総点検に関する検討委員会の後継として「事務 を、事務手順を見直して効率化を図ることにより新た
ビスの向上を図る。
・業務改善推進委員会」を新たに設置・開催し（２回）
、提案をもとに各種マニュアル等の共有方法・手 に５営業日以内で確実に行うように改善するととも
なお、国の災害査定が、災害発生か
順の改善を行うなどの事務・業務の改善に取り組んだ。また、森林保険業務システム稼働開始後の円滑 に、年間 2 万件以上に及ぶ森林保険証書の発行に電子
ら２～３ヶ月以内としていることを参
な業務実行のためアプリケーションの保守、改修を行ったほか、森林保険センター内の引受事務処理期 印影を導入することにより事務処理の大幅な効率化・
考に、保険金の支払いの迅速化に向け
間について、これまで申込が集中する時期には事務処理に時間を要するなど事務処理期間にばらつきが 迅速化を図ったほか、旧国営保険証書の電子化により、
た取組の目安として、損害実地調査に
あったものを、事務手順を見直して効率化を図ることにより、新たに５営業日以内で確実に行うよう改 支払等に係る契約者・被保険者からの問合せにも即応
ついては、林道崩壊や積雪等により早
善するとともに、年間２万件以上に及ぶ森林保険証書の発行に電子印影を導入するなど、事務処理の大 できるようになるなどの効率化を実現し、被保険者の
期の調査が困難な場合、干害等におい
サービス向上につながった。
幅な効率化・迅速化を図った。
て枯死していることを確定する上で経
必要な人材
さらに、旧国営保険証書については、紙ベースのものしかなかったが、今年度電子化を行い、支払等 被保険者へのサービスの向上を図るため、
過観察のため一定の期間が必要な場合
の配置、事務・業務の改善、補填業務のマニュアル改正、
に係る被保険者・契約者からの問合せにも即応できるようになった。
など、損害実地調査終了までに時間を
業務講習の実施及びドローン技術講習の実施による委
要する特段の要因がない場合は、基本 ③ マニュアル化による業務実施体制の強化や迅速な保険金の支払いのため、以下の取組を実施した。 託先の知識・技術の向上等の各般の取組を実施したこ
的に損害発生通知書を受理してから調
規程改正に伴い基本的な事項や事務の流れ、事務処理を行う手順等を整理した委託先用マニュアルを とで、大きな自然災害が続く中においても、損害発生通
査終了までを３ヶ月以内とするために
。特に、填補業務における損害調査の手法については、 知書が受理されてから 3 ヶ月以内に損害調査を終えた
改正した（引受・管理業務７月、塡補業務 10 月）
業務実施体制の強化、新技術の導入等
。
標準地の取り方等について簡素化したところであり、損害調査の効率化・迅速化につながった。森林保 割合は、25.1％となった（基準値 25％）
について検討する。
険センター内における契約管理事務の効率化を図るため、委託先において契約者からの契約管理業務に
かかる問合せに適切に対応できるよう作成している契約管理事務窓口対応マニュアルの改正を行った これらに加えて、年度計画を上回る事項として、以下
の取組を実施した。
（７月）
。
④ 研修の充実による業務実施体制の強化や迅速な保険金の支払いのため、以下の取組を実施した。
業務講習（６回）
、初任者研修（１回）
、中級者研修（１回）
、ドローン技術講習（３回）等を開催した
ほか、委託先からの要望や委託先に対する働きかけによる個別指導（８回）を行い、委託先の職員等を
育成した。特に業務講習においては、研修資料の見直しや新たにビデオ教材を作成し、知識・技術を習
得し易い工夫をした。
また、5 月に全国担当者会議を開催し、引受･管理、塡補業務における留意点等について説明するとと
もに、森林組合連合会等森林保険業務担当者をグループ分けし、加入促進や引受・審査業務に係る保険
業務の課題等について、ディスカッションの時間を設け、情報の共有と課題の解決を図った。

審査手順等を再検討し、
保険金の支払いを月１回から
２回に変更することにより、支払いの迅速化を図った。

（年度計画を上回る取組）

損害調査の迅速化・効率化に向けた取組としてのドロ
ーン活用技術に関して、マニュアル化や講習の充実に
よる業務実施体制の強化に加えて、ドローンの貸出し
や現地における委託先への指導等に取り組んだ結果、
令和元年度は、ドローンを活用した損害調査報告書の
提出は、神奈川県、石川県、鳥取県、福岡県、鹿児島県
の５森林組合連合会に増加し、全国的な広がりを見せ
ており（平成 30 年度は、福岡県、鹿児島県の２森林組
合連合会のみ）
、ドローン等を活用した損害調査の実績
が増加し、撮影手法やデータ上での調査手法等が委託
先に浸透してきており、今後の支払いの迅速化等に向
けた調査手法を確立し普及段階へ移行することができ
た。

契約者等から要望等のあった、
引受条件の見直しにつ
いては、契約者を含む林業関係者等に対し、検討段階か
ら実施段階に至るまで、丁寧な説明に努めてきた結果、
混乱が生じることなく運用することができた。

災害救助法を適用された市町村における満期契約の
特例措置を実施することで、被保険者へのサービス向
上記①～④の取組によって、大きな自然災害が続く中においても、損害発生通知書が受理されてから 3
上を図った。
ヶ月以内に損害調査を終えた割合は 25.1％となった（基準値 25％）
。

⑤ 保険金の月１回から月２回支払いに向け、限られた人員でどの様な審査日程で実施すべきかを検討
し、審査日程の見直しと支払い業務について支払い担当者以外と連携することで、７月から支払いを月
１回から２回に変更することができた。このことにより、支払いの迅速化が図られた。
⑥ 被保険者へのサービスの向上等を目的に「改訂商品」の引受を開始した。
契約者等から要望等のあった、①齢級によるリスクの違いの保険料率への適切な反映及び保険料率見
直し期間（５年毎）のルール化、②継続割引及び花粉症対策苗木割引の新設、③長期割引率の見直し、
④保険期間の始期日を統一できる仕組みを導入した引受条件（
「改定商品」
）を、平成 31 年 4 月より適
用した。契約者を含む林業関係者等に対し、検討段階から実施段階に至るまで、丁寧な説明に努めてき
た結果、混乱が生じることなく運用することができた。
⑦ 災害救助法を適用された市町村における満期契約の特例等措置を実施した。
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災害救助法を適用された市町村における満期契約の継続申込み期間に係る特例等措置を４回（８月大 が連携して取り組んできた気象害の発生要因分析・リ
スク評価手法等の研究については、一定の研究成果を
雨、台風 15 号停電、台風 15 号、台風 19 号）行い、被保険者へのサービス向上を図った。
得て、都内で開催したシンポジウムにおいて成果を発
表し、森林気象害や森林保険制度等に対する理解が深
⑧ 保険金の支払いの迅速化・効率化に向けた取組として、以下の取組を実施した。
ドローン活用に関するマニュアル化や講習の実施のほか、令和元年度、新たに購入したドローンを活 まる等の成果が得られた（参加者のアンケート結果に
。
用して、豪雨による大規模な被害が発生した保険契約森林において、委託先等への技術指導を行うとと よる）
もに、損害現地調査の早期完了を図るためドローンの貸出を行った（12 月）
。平成 30 年度は、委託先で
年度計画を上回る実績を達成できたこと
ある森林組合と連携した結果、ドローンを活用した損害調査報告書の提出は、福岡県、鹿児島県の２森 以上により、
「Ａ」評定とした。
林組合連合会のみであったが、令和元年度は、神奈川県、石川県、鳥取県、福岡県、鹿児島県の 5 森林 から、
組合連合会に増加し、全国的な広がりを見せている。ドローン等を活用した損害調査の実績が増加し、
撮影手法やデータ上での調査手法等が委託先に浸透してきており、今後の支払いの迅速化等に向けた調 ＜課題と対応＞
集中豪雨等の大規模災害の発生時は、
被害地が広域に
査手法を確立し、普及段階へ移行することができた。
わたっており、ドローンによる撮影が困難な箇所も多
⑨ ドローンでは対応が困難な広域被害への対応等として、衛星データを活用して風害発生場所を特定す 数あったため、損害調査の対象森林が限定されたこと、
また、職員の手作業による詳細の確認に、相当の期間を
る技術を開発するため、8 月に大阪府内で、研究開発業務と連携し実証実験を実施した。
有していること、さらには、ドローンを活用した森林損
⑩ 平成 27 年度から「森林気象害のリスク評価手法に関する研究」として、森林保険センターと森林総 害調査に係る災害種については、水害及び火災に限ら
合研究所が連携して取り組んできた気象害の発生要因分析・リスク評価手法等の研究について、気象災 れていることが課題となっている。
更なる迅速かつ広域での損害調
害の特定の要素となる損害調査データ等を森林総合研究所に提供した結果、風害、冠雪害、林野火災の このようなことから、
リスク評価や危険度予測、森林被害情報等の収集とデータベース作成等に係る一定の研究成果を得ると 査の実施による保険金の早期支払いに向け、ドローン
ともに、今後の森林保険業務に資する様々な情報を収集することができた。また、その成果報告の場と 以外で撮影した空中写真等の活用、大規模水害の発生
、森林保険関係者及 に伴う地形変化が生じたと想定される箇所についてソ
して、都内で、気象害リスク評価シンポジウムを開催し（２月、来場者約 150 名）
び森林・林業関係者等へ幅広く普及・啓発するとともに、情報発信に努めた。アンケート結果によれば、 フトウエアを利用し的確に判読する手法の開発、IT 技
回答者の 95％が新たな知見が得られた、26％がすぐに役立ちそうと回答している。こうした取組によ 術の活用等新たな損害調査手法の開発を行う必要があ
る。
り森林保険制度やその重要性等に対する理解が深まるなどの成果が得られた。
主務大臣による評価
評定
A
＜評定に至った理由＞
森林保険証書用の電子印影の導入をはじめとする事務・業務の改善や損害調査へのドローン活用の推進等、年度計画に従った取組が多角的かつ着実に実行されているほか、審査手順等を見直し保険金
の支払いを月１回から２回に変更するなど、年度計画を上回って被保険者へのサービスを向上させる取組を行ったことから、
「A」と評定した。
４．その他参考情報
特になし。
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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
３ 森林保険業務
（２）加入促進
業務に関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度

当該事業実施に係る根拠（個別 森林保険法
法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
関連する政策評価・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
指標等
達成目標 基準値 28 年度
29 年度
30 年度
元年度
季刊誌の発行 4 回以上／年
4回
4回
4回
4回
パンフレット
5 万枚 ・森林保険に関 ・森林保険に関 ・森林保険に関
の配布・設置
するパンフレッ するパンフレッ するパンフレッ
ト：5 万枚
ト：16 万枚
ト：16 万部
・商品改定に関
するパンフレッ
ト：10 万枚
業務講習会の 6 回以上／年
7回
8回
8回
６回
開催

２年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
2,640,653 2,514,840 2,464,191
決算額（千円）
1,541,336 1,463,686 1,702,911
経常費用（千円）
1,606,201 1,448,057 1,566,829
経常収益（千円）
2,331,546 2,190,295 2,073,876
行政サービス実施コ ▲642,838 ▲714,889 ▲480,219
スト（千円）
行政コスト（千円）
従事人員数

－

24

－

26

－

28

元年度
2,136,036
1,282,794
1,290,762
2,086,064
－

２年度

1,290,913
29

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．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
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 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
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。
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
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。
た戦略的な取組を推進する。
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 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。
最新情報等を分かりやすく配信する。
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
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 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。
幅広く配布・設置する（3,000 箇所以上設置）
。
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
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 幅広く配布・設置する（3,000 箇所以上設置）
。
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 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、
する（年 15 回以上実施）
。
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
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 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
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 を活用した情報提供等も積極的に行う。
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）
。
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）
。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・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 ・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。
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。
・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
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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）
。

・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
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ａ
森林保険の加入促進に向けた取組については、平成 27 年 9 月に策定した森林保険加入促進戦略に基づ ＜評定と根拠＞
く令和元年度加入促進活動方針を作成し、戦略的な取組を推進した。主な取組実績は下記のとおりである。 年度計画における計画事項については、全て確実に実
施した。
① 森林所有者の理解の醸成及び森林保険の利用拡大のための周知を目的として、ホームページへの情報 季刊誌の読者や森林気象害のリスク評価シンポジウ
掲載を随時行った。季刊誌「森林保険だより」については森林保険制度の周知及び加入促進のための広 ムの参加者から非常に高い評価を得ることができた。
報誌としての位置付けを明確にし、森林保険の意義や保険金の支払い状況、災害に係る情報、研究開発 （アンケート結果等による）
部門と連携した取組、契約者の声や森林保険の窓口業務を担う委託先の紹介等の掲載にあたり、さらに 加入促進については、森林保険を取り巻く諸情勢を踏
見やすく訴求力のある誌面づくりを図り、４回発行した。また、
「森林保険通信」については森林保険の まえ、前年度の取組を評価分析した上で、新規加入を確
窓口業務を担う委託先に対する情報提供ツールとして位置付けし、間接的に被保険者や森林所有者等へ 保するための新たな需要の掘り起こしや継続加入の促
のサービス向上や加入促進につなげることを目指し、９回発行した。
「森林保険だより」
「森林保険通信 進などの取組を検討し内容の強化に努めた。
」それぞれにおいて目的・対象を明確化した誌面作りへと編集方針を明確にした結果、共にそれぞれの 新規加入対策では、これまで実績の少ない民間企業や
読者から高い評価を得ることができた。さらに、年度計画に加え、林業関係団体等の機関紙等に広告等 素材生産業者に対する加入促進策として、トップセール
を掲載（10 回）したほか、平成 27 年度から森林保険センターと森林総合研究所が連携して取り組んで スにより、他者の追随・波及効果を期待できるような 13
きた「森林気象害のリスク評価手法に関する研究」に関する成果報告の場として、都内において公開シ 業者（北海道 5 件、東北 2 件、関東 1 件、近畿 1 件、九
ンポジウムを開催（２月、来場者 150 名）し、森林保険関係者や森林・林業関係者等へ幅広く普及・啓 州 4 件）の新規契約を獲得できた。このほか、令和元年
発するとともに、情報発信に努めた。開催の結果、アンケート回答者の 90％がとても満足又は満足した 度から始まった森林経営管理制度における森林保険の
活用については、本制度への取組が先行している市町村
と回答するなど好評を得た。
等に対する加入促進を行い、これまで経営管理権集積計
② 森林保険パンフレット（16 万部）
、森林保険ポスター（5,000 部）を作成し、林野庁、森林組合系統、 画を作成した市町村の多くで計画に森林保険への加入
都道府県、市町村、森林管理局や森林・林業関係団体に配布・設置したほか、森林保険パンフレットに に関する記載がなされるなどの成果が出た。
所有形態に合わせた印刷媒体資料や昨年度作成した森林保険ガイドブックを組み合わせ、各種会議や個 継続加入の促進については、継続加入率の低い都道府
別訪問等において活用することにより、効果的な普及・啓発に努めた。また、加入促進物品として、利 県、市町村、個人契約を中心に取扱う森林組合を個別に
用頻度が高く宣伝効果の大きい再生プラ・クリアファイル、綿 100％・トートバッグを製作し、パンフ 訪問して、加入促進活動を行った結果、個人契約の継続
率は 70%から 78%へ向上させることができた。
レット等と併せて森林保険の加入促進への活用を行った。

③ 関係諸機関と連携し、少なくとも ③ 森林保険センターが作成した「令和元年度森林保険推進活動支援プラン」に基づいて開催される森林 これにより、加入率は下げ止まりの傾向にある（Ｈ30
。今中長期目標期間以前の加入率は、
３年に１度は各都道府県で１回ずつ
組合担当者会議（６回）
、公有林会議（１回）に出席し、リスクマネジメントの指導や PDCA を意識し ：8.2％→R1：7.8％）
開催することを念頭に、都道府県、
た森林保険への戦略的な加入促進の働きかけを行ったほか、各森林組合連合会、森林組合と三者合同で 18％減（H24：11.4％→Ｈ27：9.3％）であったのに対し、
市町村及び大規模森林所有者向けの
都道府県、市町村への個別訪問を実施し（77 自治体）
、市町村有林の森林保険への加入要請や森林保険 今期は 12％減（Ｈ28：8.9％→R1：7.8％）に抑えられて
説明会等を全国的に行うなど効果的
の加入のために必要な予算獲得要請等を行った。また、森林保険センターの幹部を含む職員が林業関係 いる。
な普及活動を実施する（15 回以上
団体、林業経営者協会、民間企業等の会合、各種シンポジウム、ふるさと森林相談会等の場に積極的に このように、計画以上の幅広い加入促進活動や林野行
政の新たな展開をとらえた各種加入促進対策に取り組
実施）
。また、森林施業を担う林業
出向き、森林保険の重要性を説明し、加入促進活動に取り組んだ。
経営体等に対する説明会やインター
新規加入対策については、森林保険の加入状況（特性）等を踏まえつつ、自然災害の発生状況、森林 んだ成果が現れ始めており、年度計画を上回る実績を達
「Ａ」評定とした。
ネットを活用した情報提供等も積極
・林業・木材産業を取り巻く動向等を見ながら新たな需要の掘り起こしに取り組んできており、前年度 成できたことから、
的に行う。
の取組や成果等を評価分析しつつ、新マーケットの状況や各種データ分析に基づいてターゲットを設定
し、重点的に加入促進活動を実施した。また、これまでトップセールスを含めた積極的な取組によって、 ＜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
新規加入等に結びつき、13 業者の新規契約を獲得した。
林業の安定経営等に一層貢献するため、継続的な加入促
（重点的に実施してきた主な加入促進活動）
進が必要である。このため、加入率低下の原因となって
ア）公有林を所有している都道府県及び市町村 (77 自治体)
いる継続契約の減少を抑制するため、これまで行ってき
イ）民間企業、素材生産業者等
（23 業者→成約 13 業者）
た加入促進活動の成果を分析し、より効果の高い対策を
ウ）寺社有林
（２寺社）
検討・実施する必要がある。
エ）森林経営管理制度に先進的に取り組んでいる自治体等（24 自治体）
素材生産業者に対する加入促進については、国有林野事業受託事業体に対して地域の総会や森林管理
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局主催の事業説明会等に参加し、購入立木への保険加入等、森林保険の活用を要請した（10 回）
。
林野行政の新たな展開をとらえた取組として、森林経営管理制度（令和元年度導入）における森林保
険の活用を促進するため、林野庁主催の都道府県担当者ブロック会議や森林管理局主催の国有林野等所
在市町村長有志連絡協議会等に出席し自治体関係者（首長等）に森林保険の必要性等を説明し、加入要
請したほか、本制度に先進的に取り組んでいる都道府県や市町村等の担当者に対して、全国キャラバン
を組み積極的な説明を行った（個別訪問等：24 自治体等）
。この結果、これまで経営管理権集積計画を
作成・公告した 20 自治体のうち 16 自治体において計画に森林保険への加入に関する記載がなされてい
る（令和 2 年 3 月 27 日時点）
。
継続契約対策については、継続率の低さが加入率減少の大きな要因となっていることを踏まえ、令和
元年度から重点的に取組を開始した。具体的には継続率の低い市町村、個人契約を中心に取り扱う森林
組合を個別に訪問して、満期契約対応状況を聴取するとともに、継続加入を強く要請した。その結果、
平成 31 年４月の保険料率改定を見据えた前倒し契約や財政事情による市町村の大口契約の落ち込みを
原因として全体の継続率は平成 30 年度の 75%から 70%に低下したが、一方の柱である個人契約の継続
率は 70%から 78%へ向上させることができた。
このほかの加入促進策としては、森林所有者に代わって地域の森林管理を担っている森林施業プラン
ナーに対しては、森林施業プランナー研修（３回）に出向き、森林保険情報を提供しつつ、連携強化の
要請を行った。また、新マーケット開拓に向け、素材生産業者向けのパンフレットや災害事例などをま
とめた「森林保険ガイドブック」を活用し、各種加入促進活動を行った。
加えて、各都道府県と森林保険普及事務等委嘱事業を実施し、森林保険の普及・啓発を行った。
④ 森林所有者との窓口である森林組 ④ 森林組合連合会等の業務の質の向上を目的に、森林組合連合会等を対象に、自然災害の発生傾向など
合系統を対象に、自然災害の発生傾
の地域的特徴を考慮して全国を複数のブロックに分けた上で、森林保険業務の能力向上を図る業務講習
向などの地域的特徴を考慮して全国
（填補や加入促進業務に関する講習）
（６回）を実施した。さらに、森林保険の加入促進を戦略的に進め
を複数のブロックに分けて、新規加
るため、全国担当者会議（１回）を開催し、森林保険の窓口対応者の能力向上等を図るため、初任者研
入の拡大及び継続加入の推進などを
修（１回）
、中級者研修（１回）
、ドローン技術講習（３回）を実施した。加入促進に係る課題や重点的
円滑に行う上で必要な森林保険業務
取組事項について意見交換、研修等を行うなど、当事者意識の向上を図り、森林所有者に対しての適切
の能力向上を図る研修等を全国的に
なサービス提供を促進した。また、各種会議等を通じて都道府県、市町村、森林組合系統等に対する加
実施し、森林所有者に対し適切なサ
入促進のための説明会を行った（７回）
。委託先からの要望や委託先に対する働きかけによる個別指導
ービスの提供を促進する（年６回以
（８回）も行った。
上実施）
。
上記③④の加入率増加に向けた取組は、毎年度内容を強化してきたが、年度計画に加え、計画にない幅
広い取組や林野行政の新たな展開を踏まえた取組等によるものであった。
⑤ 森林保険の加入は、林業経営上のリスクが比較的高い時期に多くなる傾向があるため、新植造林面積
（H24：20 千 ha→H27：19 千 ha→H29：22 千 ha）や間伐面積（H24：368 千 ha→H27：341 千 ha→
H29：304 千 ha）等に左右される（出典：森林・林業統計要覧 2019）
。近年、林業生産活動が徐々に持
ち直しつつあること、加入促進の努力が相まって、加入率は下げ止まりの傾向にある（Ｈ30：8.2％→R1
：7.8％）
。今中長期目標期間以前の加入率は 18％減（H24：11.4％→Ｈ27：9.3％）であったのに対し、
今期は 12％減（Ｈ28：8.9％→R1：7.8％）に抑えられている。
主務大臣による評価
評定
A
＜評定に至った理由＞
パンフレットの作成・配布、外部広報の活用等、年度計画に従った取組がより多くの回数等で実施されていることに加え、森林経営管理制度における森林保険活用の働きかけや継続率に着目した個別
訪問等、年度計画にない取組でも一定の効果が出てきていること等から「A」と評定した。
４．その他参考情報
特になし。
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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

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（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
３ 森林保険業務
（３）引受条件
業務に関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標
基準値
委員会での検 １回以上／年
討回数

28 年度
３回

29 年度
１回

30 年度
１回

当該事業実施に係る根拠（個別 森林保険法
法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

元年度
１回

２年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
2,640,653 2,514,840 2,464,191
決算額（千円）
1,541,336 1,463,686 1,702,911
経常費用（千円）
1,606,201 1,448,057 1,566,829
経常収益（千円）
2,331,546 2,190,295 2,073,876
行政サービス実施コ ▲642,838 ▲714,889 ▲480,219
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
24
26
28

元年度
2,136,036
1,282,794
1,290,762
2,086,064
－

２年度

1,290,913
29

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．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
中長期計画
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 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
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。
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。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・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 ・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。
っているか。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ｂ
平成 31 年 4 月から適用する保険料
契約者等から要望等のあった、①齢級によるリスクの違いの保険料率への適切な反映及び保険料率見直 ＜評定と根拠＞
率や割引等の引受条件の改定内容につ し期間（５年毎）のルール化、②継続割引及び花粉症対策苗木割引の新設、③長期割引率の見直し、④保 年度計画における計画事項については、全て確実に実
いて森林所有者へのお知らせ等を確実 険期間の始期日を統一できる仕組みを導入した引受条件（以下「改定商品」という。
）を、平成 31 年 4 月 施した。
に実施する。
契約者等から要望等のあった、①齢級によるリスクの
より適用した。
また、引き続き森林整備に必要な費 保険料率や割引等の引受条件の改定内容について森林所有者へのお知らせ等を確実に実施するため、改 違いの保険料率への適切な反映及び保険料率見直し期
用、木材価格等の林業を取り巻く情勢 定商品が適用となる令和元年度には、委託先職員を対象とした全国担当者会議（１回開催）
、初任者研修 間（５年毎）のルール化、②継続割引及び花粉症対策苗
等を踏まえつつ、保険運営の安定性の （１回）
木割引の新設、③長期割引率の見直し、④保険期間の始
、中級者研修（１回）等において業務の留意事項等について周知した。
確保、被保険者へのサービスの向上の さらに、森林組合連合会からの要請を受け、森林保険業務システムの操作に不慣れな職員に対し森林保 期日を統一できる仕組みを導入した引受条件を、
平成 31
観点から、保険料率、保険金額の標準 険センター職員を派遣し指導を行ったほか、森林組合連合会の保険業務に携わる者の業務の習熟等を踏ま 年 4 月より適用し、検討段階から実施段階に至るまで、
をはじめとする引受条件の見直しの必 え、森林保険センターから森林組合連合会に働きかけ指導に赴いた。契約者を含む林業関係者等に対し、 丁寧な説明に努めてきた結果、現在まで、混乱なく運用
要性について検討を行う。
検討段階から実施段階に至るまで、丁寧な説明に努めてきた結果、現在まで、混乱なく運用できている。 できている。
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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

また、外部有識者を含めた森林保険センター統合リスク管理委員会において、これまでの森林国営保険 このほか、関係システムのセキュリティを確保するた
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 めシステム基盤の運用、保守等を行った。
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、 以上により、年度計画を、計画どおり達成できたこと
「Ｂ」評定とした。
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引き続き検討を行うとともに、
「改定 から、
商品」の運用状況を説明し、令和元年度内の見直しは不要との検討結果を得た。
加えて、引受事務等に用いる森林保険業務システムの稼働開始後の円滑な業務実行のためアプリケーシ ＜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
ョンの保守、改修を行うとともに、セキュリティを確保するためシステム基盤の運用、保守を行った。
林業の安定経営等に一層貢献するため、厳しい自然条件
の影響による災害発生状況等を踏まえ、引受条件の見直
しを継続的に検討する必要がある。
主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
改定商品の運用も混乱なくなされており、自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。
４．その他参考情報
特になし。
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評定

B

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

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－３－（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
３ 森林保険業務
（４）内部ガバナンスの高度化
業務に関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度
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
指標等
達成目標
基準値
リスク管理を 2 回以上／年
行うための委
員会の開催

28 年度
3回

29 年度
2回

30 年度
2回

当該事業実施に係る根拠（個別 森林保険法
法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

元年度
２回

２年度

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）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
2,640,653 2,514,840 2,464,191
決算額（千円）
1,541,336 1,463,686 1,702,911
経常費用（千円）
1,606,201 1,448,057 1,566,829
経常収益（千円）
2,331,546 2,190,295 2,073,876
行政サービス実施コ ▲642,838 ▲714,889 ▲480,219
スト（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
24
26
28

元年度
2,136,036
1,282,794
1,290,762
2,086,064
－

２年度

1,290,913
29

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．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
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 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
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 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
専門的に点検する。
を専門的に点検する。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・財務の健全性及び適正な業務運営は確保されているか。
・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。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
B
金融業務の特性を踏まえた財務の健
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 2 回（8 月、2 月）開催し、森林保険 ＜評定と根拠＞
全て確実に実
全性及び適正な業務運営の確保のた
業務の財務状況やリスク管理状況（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 年度計画における計画事項については、
施した。
め、外部有識者等により構成される統 実施した。点検の結果、財務の健全性及び適正な業務運営は確保されているとの結論を得た。
合リスク管理委員会を２回以上開催
また、役員を含めた森林保険運営会議を 4 回（４月、７月、10 月、１月）開催し、森林保険センターの 外部有識者を含む森林保険センター統合リスク管理
し、森林保険業務の財務状況やリスク 財務上、業務運営上の課題について対応策を検討することにより、保険業務の効率的・効果的な運営に努 委員会を開催し、専門的な見地からの点検の結果、財務
の健全性及び適正な業務運営は確保されているとの結
管理状況を専門的に点検する。
めた。
論を得ることができた。
損害評価事務の適正を確保するため、森林保険審査第三者委員会を１回（３月）開催した。
上記委員会とは別に、森林保険運営会議を開催し、保
森林保険運営の透明性を確保するため、森林保険審査第三者委員会の概要や森林保険センター統合リス 険業務の効率的・効果的な運営に努めた。
ク管理委員会で点検を行ったソルベンシー・マージン比率をホームページで公開した。
加えて、森林保険審査第三者委員会を開催し、損害評
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 価事務の適正を確保するとともに、森林保険審査第三
者委員会の概要や森林保険センター統合リスク管理委
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。
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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

・コンプライアンス研修（管理職 13 名対象：1 回実施、全職員 39 名対象：1 回実施（e ラーニング含 員会で点検を行ったソルベンシー・マージン比率をホ
ームページで公開し、森林保険運営の透明性を図った。
む）
）
さらに、職員研修計画を作成し、計画的に職員の知識と
・情報セキュリティ教育研修（全職員 39 名対象：4 回実施（インシデント対応訓練含む）
）
能力の向上を図った。
以上により、年度計画を、計画どおり達成できたこと
から、
「Ｂ」評定とした。
＜課題と対応＞
今後とも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、引き続き内部ガバナ
ンスの高度化に努める必要がある。
主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
年度計画に従った取組が着実に実施されており、自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。
４．その他参考情報
特になし。
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評定

B

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第２－１
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
当該項目の重要度、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

研究開発業務
一般管理費（千円） 毎年度平均で
対前年度比3％の抑制
業務経費（千円）
毎年度平均で
対前年度比1％の抑制
水源林造成業務等
一般管理費（千円） 毎年度平均で
対前年度比3％の抑制
森林保険業務
一般管理費（千円） 毎年度平均で
対前年度比3％の抑制

基準値

（前中期目標期間最終
年度値）

関連する政策評価・行政事業レ 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩、⑰
ビュー
行政事業レビューシート事業番号：0204、0226、0231
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

（参考情報）

当年度までの累積値等、
必要な情報

748,046

725,604

703,836

682,721

662,239

毎年度平均で
対前年度比△3.0%
毎年度平均で
対前年度比△1.0%

1,571,583

1,555,867

1,540,308

1,524,905

1,509,656

187,116

177,568

170,796

169,839

165,586

毎年度平均で
対前年度比△3.0%

93,842

38,062

35,064

34,564

43,117

毎年度平均で
対前年度比△17.7%

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
中長期計画
（１）研究開発業務
（１）研究開発業務
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
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
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 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 1％の抑制を行うことを目標とする。
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。
（２）水源林造成業務
（２）水源林造成業務
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、特定
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、特
中山間保全整備事業等とあわせて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 定中山間保全整備事業等とあわせて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
とする。
目標として節減を行う。
（３）森林保険業務
（３）森林保険業務
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
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 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
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、 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 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
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 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
度比 3％の抑制を行うことを目標とする。
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
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 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。
を受けることに留意する。
（４）特定中山間保全整備事業等
（４）特定中山間保全整備事業等
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、水
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、水
源林造成業務とあわせて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。
源林造成業務とあわせて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して
節減を行う。
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
（１）研究開発業務
（１）研究開発業務
・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
・一般管理費節減状況、業務経費節減状況
減に努めているか。
（２）水源林造成業務
（２）水源林造成事業等
・水源林造成業務を巡る諸情勢を踏まえつつ、水源涵養等の公益的機能の発揮に向けた効果的な
・特定中山間保全整備事業等とあわせ一般管理費節減状況
業務運営に支障を来すことのない範囲で節減に努めているか。
（３）森林保険業務
（３）森林保険業務
・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
・一般管理費等節減状況
取組を行っているか。
（４）特定中山間保全整備事業等
（４）特定中山間保全整備事業等
・特定中山間保全整備事業等に係る効果的な業務運営に支障を来すことのない範囲で節減に努め
・水源林造成業務とあわせた一般管理費節減状況
ているか。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評価
Ｂ
（１）研究開発業務
（１）研究開発業務
＜評定と根拠＞
運営費交付金を充当して行う事業
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。
）の一般管理費節減、業務 一般管理費及び業務経費について、事務経費の削減、
（新規に追加されるもの、拡充分等を 経費節減については、経費節減を達成するため、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 予算の適正な管理を行う等により、前年度に引き続き
除く。
）については、業務の見直し及 額の設定による目標管理等、執行予算の管理のほか、共同調達等に取り組んだ。令和元年度は、業務用車 節減を強化した結果、年度計画の内容を達成したこと
び効率化を進め、平成 30 年度予算比 １台の削減や更新対象車の継続保有等の経費削減に取り組み、平成 30 年度比で約 650 万円削減した他、 から、
「Ｂ」評価とした。
で、一般管理費については、少なくと 冷暖房設備の運転条件を最適化する等の取組を行い、一般管理費は対前年度比 3.0％、業務経費は対前年
も３％及び業務経費については、少な 度比 1.0％の削減となった。
＜課題と対応＞
くとも１％の節減を行う。
この結果、平成 28 年度から令和元年度までで一般管理費 11.5％、業務経費 3.9％の削減、毎年度平均で 引き続き円滑な業務運営を確保しつつ、
必要な経費の
対前年度比では一般管理費 3.0%、業務経費 1.0%の削減となり、中長期計画に掲げた削減目標である毎年 節減を図る。
度平均で対前年度比３％（一般管理費）と１％（業務経費）の削減を達成した。
（２）水源林造成業務
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、特定中山間保全整
備事業等とあわせて中長期計画に掲げ
た目標の達成に向け、削減を行う。

（２）水源林造成業務
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、共同調達や
一括調達による調達金額の節減に取り組むとともに、事務用品のリユースの推進等を図り、特定中山間保
全整備事業等と合わせて対前年度比 2.5％の削減となった。
この結果、特定中山間保全整備事業等と合わせて、平成 28 年度から令和元年度までで 11.5％の削減、
毎年度平均で対前年度比 3.0%の削減となり、中長期計画に掲げた削減目標である毎年度平均で対前年度
比３％の削減を達成した。

（３）森林保険業務
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

（３）森林保険業務
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。
）の節減にあたっては、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について全職員に周知するとともに、カラー
コピーの節減、事務用消耗品の共同調達等、経費節減に取り組んだが、新会計システムの賃貸借料、保守
料等の増加により、対前年度比 24.7%の増加となった。
この結果、平成 28 年度から令和元年度までで 54.1%の削減、毎年度平均で対前年度比 17.7%の削減と
なり、中長期計画に掲げた削減目標である毎年度平均で対前年度比 3%の削減を達成した。
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

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。
（４）特定中山間保全整備事業等
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、水源林造成業務と
あわせて中長期計画に掲げた目標の達
成に向け、削減を行う。

（４）特定中山間保全整備事業等
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、共同調達や
一括調達による調達金額の節減に取り組むとともに、事務用品のリユースの推進などを図り、水源林造成
業務と合わせて対前年度比 2.5％の削減となった。
この結果、水源林造成業務と合わせて、平成 28 年度から令和元年度までで 11.5％の削減、毎年度平均
で対前年度 3.0%の削減となり、中長期計画に掲げた削減目標である毎年度平均で対前年度比３％の削減
を達成した。

主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
自己評価「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。

評定

４．その他参考情報
特になし。
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B

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第２－２
第２ 業務運営の効率化に関する事項
２ 調達の合理化
当該項目の重要度、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

関連する政策評価・行政事業レ 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩、⑰
ビュー
行政事業レビューシート事業番号：0204、0226、0231
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

（参考情報）

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
中長期計画
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定） 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年５月 25 日総務大臣決
等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による、適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、毎 定）等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による、適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点か
年度策定する「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野における調達の改善、調達に関 ら、毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野における調達の改善、調
するガバナンスの徹底等を着実に実施する。
達に関するガバナンスの徹底等を着実に実施する。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野における調達の改善等を着 ・各年度策定する調達等合理化計画に定められた評価指標
実に実施しているか。
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
自己評価
＜主要な業務実績＞
評定
Ｂ
「独立行政法人における調達等合理 １．令和元年度の調達等合理化計画の策定
＜評定と根拠＞
化の取組の推進について」
（平成 27 年
調達等合理化委員会を開催して調達等合理化計画を策定した。
調達等合理化計画を策定し、これに基づき重点的に
５月 25 日総務大臣決定）等を踏ま
取り組む分野における調達の改善として、
え、公正かつ透明な調達手続による、 ２．調達等合理化計画に基づいて重点的に取り組む分野における調達の改善
(1) 単価契約、共同調達、複数年契約等の取組を継続
適切で迅速かつ効果的な調達を実現す
（令和元年度調達等合理化計画の内容に下線を付し、実績を各計画内容の下に記載した。なお、
【 】は
的に行うことによって、公正性・透明性を確保しつ
る観点から、
「調達等合理化計画」を
評価指標を示す。３についても同じ。
）
つ合理的な調達を実施。
策定するとともに、同計画に基づき、
(2) 一者応札の改善については、入札審査委員会の活
重点的に取り組む分野における調達の （１）研究開発用及び業務運営に係る物品・役務等の調達
用、
ホームページから仕様書のダウンロードを可能
改善、調達に関するガバナンスの徹底
研究開発用及び業務運営に係る物品・役務の調達について、調達業務の効率化・合理化の観点から、令
とする仕組みの実施。
等を着実に実施する。
和元年度においても引き続き①～④の取組を行うことで、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実 また、調達に関するガバナンスの徹底については、
施した。
・検査体制の徹底を図り、契約業者から納品される物
①単価契約の対象品目の見直しを行い、調達手続の簡素化と納期の短縮等を図る。
【調達手続の簡素化と
品等は、
すべて検収担当部署のスタッフが検収を行
納期の短縮】
う取組を実施。
単価契約の対象品目の追加等を行い、通常の物品調達の場合と比較して、納品に要する期間を２週間 ・内部監査により徹底状況や物品の使用状況を把握。
程度短縮するなど、調達手続の簡素化を図った。
・研究費の不正使用の防止及び適切な執行を行うた
・単価契約件数：233 件（前年度 223 件）
めに、
研究費執行マニュアルを改定するとともに調
②物品・役務について共同調達又は一括調達の取組を推進する。
【調達手続に要する事務量の軽減】
達担当職員及び研究員に対する研修を実施。
農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）及び国際農林水産業研究センター（JIRCUS）との共同 ・研究費の不正使用の防止及び公平性・透明性の高い
調達を引き続き実施するとともに、支所等においても地域農業研究センター等と共同調達を実施するな
調達を行うために「コンプライアンス・ハンドブッ
ど、調達手続に要する事務の軽減を図った。
ク」を改定し、職員（非常勤職員含む）に周知徹底。
・随意契約審査委員会による点検、契約監視委員会に
・共同調達件数：35 件（前年度 33 件）
よる審査により調達におけるガバナンスを徹底。
③複数年にわたる調達が経済的又は効率的と判断されるものについては、複数年契約を行うことにより、
調達金額の節減及び調達事務の効率化を図る。
【調達事務に要する事務量の節減】
施設の保守管理業務、自動車・複写機の借り上げ等を複数年契約に移行することにより、調達手続に 以上のように、
「調達等合理化計画」に記載された取
要する事務の軽減を図った。
組を全て実行し、年度計画を着実に遂行したことから、
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

・複数年契約：76 件（前年度 77 件）
④契約事務取扱要領において明確にした随意契約によることができる具体的事由について、その内容の徹
底を図る。
【契約事務取扱要領「随意契約の基準」の適用件数】
契約事務取扱要領において明確にした随意契約によることができる具体的事由の適用について、審査
を行い確認した。
・随意契約審査委員会：研究開発業務 27 回 32 件（前年度 32 回 39 件）
、水源林造成業務等 7 回 10 件
（前年度 12 回 15 件）
、森林保険業務 3 回２件（前年度 1 回 1 件）
（２）一者応札・応募の改善
一者応札・応募となっている調達について、令和元年度においても、引き続き以下の取組を行うことに
より、更なる適正な調達を実施した。
①入札審査委員会による事前審査の実施【審査件数】
入札審査委員会において、競争性の確保の観点から仕様書等の審査を行った。
・入札審査委員会による審査件数：研究開発業務 106 回 179 件（前年度 89 回 174 件）
、水源林造成業
務等 53 回 109 件（前年度 53 回 107 件）
、森林保険業務 4 回 4 件（前年度 5 回 6 件）
②調達見通しを作成しホームページで公表【公表件数】
調達見通しを作成してホームページで公表することにより、入札参加者を増加させるための取組を引
き続き実施した。
・ホームページでの公表件数：研究開発業務 100 件（前年度 130 件）
、水源林造成業務等 110 件（前年
度 70 件）
、森林保険センター1 件（前年度 4 件）の発注見通しをホームページに公表した。
③入札説明書受領者へのアンケートの実施【アンケート実施件数】
入札説明書受領者へのアンケートの実施により、仕様書における競争性確保のための条件等について
調査し、次回の同種案件への参考とした。
・アンケート実施件数：一者応札・応募となった案件について、入札説明書を受領しながら応札を行わ
なかった業者に対して、その理由等を辞退届又は聴き取り等により調査を行った。研究開発業務 72
件（前年度 70 件）
、水源林造成業務等 16 件（前年度 22 件）
、森林保険業務 1 件（前年度２件）
④入札しやすい環境を作るため、ホームページから仕様書のダウンロードを可能とする仕組みを実施【仕
様書のアップロード件数】
令和元年度も引き続きホームページ上から仕様書をダウンロードできる仕組みを実施し、入札に参加
しやすい環境作りに努めた。
・仕様書アップロード実施件数：研究開発業務 123 件（前年度 156 件）
、水源林造成業務等 56 件（前年
度 97 件）
、森林保険業務 2 件（前年度 2 件）
３．調達に関するガバナンスの徹底
調達に関するガバナンスの徹底を図るため、引き続き以下の取組を行った。
（１）検収の徹底
不適正経理処理の発生を未然に防止するため、契約業者から納品される調達対象物品等は、すべて検収
担当部署のスタッフが検収を行い、検査調書（又は検査関係書類）を作成することとする。
【監査室によ
る点検実績等】
検査体制の徹底を図り、契約業者から納品される調達対象物品等はすべて検収担当部署のスタッフが
検収を行い、検査調書（又は検査関係書類）を作成する取組を実施した。また、検収の徹底状況につい
て内部監査を実施した。
（令和２年３月６日監査対象部署：調達課検収係）
（２）研究費執行マニュアルの改定等
預け金、契約権限のない研究員による発注といった研究費の不正使用の防止及び適切な執行を行うた
めに、調達手続の枠組みやこれまでの不適正経理処理事案等をまとめた研究費執行マニュアルを必要に
応じて改定するとともに、調達担当職員のみならず研究員に対しても研修を実施することとする。
【研
究費執行マニュアルの改定及び研修の実施等】
「研究費の使用に関するハンドブック」
（研究費執行マニュアル）を改定した。
（平成 31 年 4 月 3 日
及び令和元年 9 月 30 日改定）
。
また、以下のマニュアルについて、最新の状況を踏まえ注意点の追加等の改定を行い、事務説明会を
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「Ｂ」評定とした。
＜課題と対応＞
引き続き事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サイク
ルにより公正性・透明性を確保しつつ、自立的かつ継続
的に調達等の合理化に取り組む。

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（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業務運営に関する重要事項） 様式

開催（７月 17 日、参加者 853 名）するとともにｅ-ラーニングシステムを活用して意識の向上を図っ
た。
・公的研究費の事務手引き（令和元年 7 月 17 日改定）
・科学研究費助成事業（科研費）経理事務手引き（令和元年 7 月 10 日改定）
（３）コンプライアンス・ハンドブックの改定
研究費の不正使用の防止及び公平性・透明性の高い調達のため、
「コンプライアンス・ハンドブック」
を必要に応じて改定するとともに周知徹底を図る。
【コンプライアンス・ハンドブックの改定】
新規採用者研修において「コンプライアンス・ハンドブック」をテキストとして講義を実施し、職員
に周知を行った。
また、公平性・透明性の高い調達の重要性を再認識するため、コンプライアンス研修（
「入札談合の防
止に向けてについて」４月 16 日、参加者 930 名）を実施した。
（４）随意契約審査委員会による点検
少額随意契約以外に新たに随意契約を締結することとなる案件については、事前に法人内に設置され
た随意契約審査委員会において、契約事務取扱規程における「随意契約によることができる事由」との
整合性や、調達手続の実施の可否の観点から審査を受けることとする。
【随意契約審査委員会による事
前点検実績等 】
随意契約審査委員会において、契約事務取扱規程における「随意契約によることができる事由」との
整合性や、セキュリティーに関わる一部の仕様書についてはホームページにアップしない手続の可否の
観点から審査を実施した。
・随意契約審査委員会：研究開発業務 27 回 32 件（前年度 32 回 39 件）
、水源林造成業務等 7 回 10 件
（前年度 12 回 15 件）
、森林保険業務 3 回 3 件（前年度 1 回 1 件）
４．契約監視委員会の活用
外部有識者を含む契約監視委員会を 2 回開催し、調達等合理化計画の策定案、随意契約及び一者応札・
応募案件の状況について審査を行い、透明性、公平性の確保に努めた。
主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
自己評価「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。

評定

４．その他参考情報
特になし。
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