指定野菜産地・作柄情報
の調査対象範囲の拡充
（事業対象６品目の収
穫量上位 10 道県のカバ
ー率を元年度 35％から
２年度 43％に引き上げ）
等）を行ったほか、野菜
需給協議会メンバーに
対し、毎月及び事業発動
時に情報提供するとと
もに、令和３年３月年次
会合で事業実施状況等
の説明を行った。

４．その他参考情報
（予算と決算の乖離理由）
本セグメントにおいて、決算額が予算額の 85％程度となっているが、指定野菜の価格が堅調に推移したことにより生産者補給交付金の交付が当初の見込みより少なかったことが要因である。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
１―４

４ 特産（砂糖・でん粉）関係業務
（１）経営安定対策
ア 砂糖関係業務、イ でん粉関係業務
（２）需給調整・価格安定対策
ア 砂糖関係業務、イ でん粉関係業務

業務に関連する政策・施 需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革
策
国産農畜産物の競争力の強化

当該事業実施に係る根拠（個 独立行政法人農畜産業振興機構法第 10 条
別法条文など）
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

当該項目の重要度、難易 重要度：
「高」
（基本計画に基づく経営安定対策であり、また、ＴＰＰ等 関連する政策評価・行政事業 行政事業レビューシート事業番号：0147、0171
度
政策大綱において充実等の措置を講ずるとされた経営安定対策として、 レビュー
的確に実施する必要があるため）
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

（参考）

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）
30 年度

元年度

２年度

３年度

４年度

30 年度

元年度

２年度

３年度

４年度

－

－

（前中期目標期間最
終年度値等）

甘味資源作 －
物交付金概
算払請求の
総件数

229 件

210 件

目 標 業 務 日 ８業務日以
以 内 に 交 付 内の交付
した件数

229 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

国内産糖交 －
付金の申請
書受理の総
件数

184 件

158 件

183 件

174 件

目 標 業 務 日 18 業務日以
以 内 に 交 付 内の交付
した件数

184 件

158 件

183 件

174 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

交付決定数 －
量を公表し
た回数

12 回

12 回

12 回

12 回

目 標 の 期 日 翌 月 の 15
ま で に 公 表 日までの公
した回数
表

12 回

12 回

12 回

12 回

210 件

208 件

208 件

196 件

196 件

予算額（千円）

105,049,913

108,463,796

106,765,272

決算額（千円）

88,534,195

95,355,078

97,660,255

経常費用（千円）

67,069,951

78,380,556

72,559,560

経常利益（千円）

5,438,645

△6,403,913

△9,210,028

当期総利益（千円）

5,438,645

△6,403,913

△8,591,263

78,380,556

72,559,560

行政コスト（千円）
行政サービス実施コ
スト（千円）
従事人員数
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－
△21,468,916
50.20

－
52.98

－
52.98

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

でん粉原料 －
用いも交付
金の概算払
請求の総件
数

82 件

77 件

70 件

72 件

目 標 業 務 日 ８業務日以
以 内 に 交 付 内の交付
した件数

82 件

77 件

70 件

72 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

国内産いも －
でん粉交付
金の申請書
受理の総件
数

82 件

79 件

77 件

67 件

目 標 業 務 日 18 業務日以
以 内 に 交 付 内の交付
した件数

82 件

79 件

77 件

67 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

交付決定数 －
量を公表し
た回数

12 回

12 回

12 回

12 回

目 標 の 期 日 翌 月 の 15
ま で に 公 表 日までの公
した回数
表

12 回

12 回

12 回

12 回

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

輸入指定糖 －
等の売買実
績を公表し
た回数

12 回

12 回

12 回

12 回

目 標 の 期 日 翌 月 の 15
ま で に 公 表 日までの公
した回数
表

12 回

12 回

12 回

12 回

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

輸入指定で －
ん粉等の売
買実績を公
表した回数

12 回

12 回

12 回

12 回

目 標 の 期 日 翌 月 の 15
ま で に 公 表 日までの公
した回数
表

12 回

12 回

12 回

12 回
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達成度合

－

100％

100％

100％

100％

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、特産関係に関するもの（生産者等へ交付される交付金等が含まれる。
）を掲載している。
２）予算額、決算額は支出額を記載。
３）平成 30 年度の行政サービス実施コストはマイナスとなっているが、これは国の食料安定供給特別会計へ国庫納付（砂糖 19,600 百万円、でん粉 6,160 百万円）したため。
４）令和元年度の経常利益がマイナスとなっているが、これは砂糖勘定の政府交付金と業務収入 611 億円に対し交付金等支出が 677 億円となり 66 億円の収支差が生じたため。
５）令和２年度の経常利益がマイナスとなっているが、これは砂糖勘定の政府交付金と業務収入 540 億円に対し交付金等支出が 623 億円となり 83 億円の収支差が生じたため。

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
中期目標

中期計画

年度計画

評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績

４ 特産（砂糖・でん ４ 特産（砂糖・でん ４ 特産（砂糖・でん ○４ 特産（砂糖・でん
粉）関係業務
粉）関係業務
粉）関係業務
粉）関係業務

主務大臣による評価

自己評価
評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はａが２、ｂが６であり、これらの合計数
値の割合が基準となる数値の 80％以上 120％未満である
ことから、評定はＢとした。
小項目の総数：８
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：２×３点＝ ６点
評価ｂの小項目数：６×２点＝ 12 点
評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点
評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点
合計 18 点（18／16＝113％）
・砂糖・でん粉関係業務については、生産者・製造事業者
の経営安定を図るための交付金の迅速な交付が行われて
いる。
・また、輸入指定糖・異性化糖等・輸入加糖調製品及び輸
入指定でん粉等からの調整金徴収のための買入れ及び売
戻しについて、月ごとの売買実績が定められた期間内に、
法人のホームページに公表されている。
・更に、砂糖関係業務及びでん粉関係業務において新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて、多くの担当職
員が出勤できず、業務システムの操作ができなくなった場
合に備え、関係機関と協議の上、輸入関係他法令証明を遅
延することなく発行するスキームを構築するなど、対応方
針をいち早く作成し危機管理の向上を図った。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし

40

＜その他事項＞
特になし
（１）経営安定対策
ア 砂糖関係業務

（１）経営安定対策
ア 砂糖関係業務

（１）経営安定対策
ア 砂糖関係業務

（１）経営安定対策
ア 砂糖関係業務

（ア）甘味資源作物交
付金の交付
甘味資源作物交付金
については、機構が指
定する電磁的方法によ
る概算払請求におい
て、対象甘味資源作物
生産者からの概算払請
求書を受理した日から
８業務日以内に交付す
る。
（第３期中期目標期間
実績：８業務日）

（ア）甘味資源作物交
付金の交付
甘味資源作物交付金
については、機構が指
定する電磁的方法によ
る概算払請求におい
て、対象甘味資源作物
生産者からの概算払請
求書を受理した日から
８業務日以内に交付す
る。

（ア）甘味資源作物交
付金の交付
甘味資源作物交付金に
ついては、機構が指定
する電磁的方法による
概算払請求において、
対象甘味資源作物生産
者からの概算払請求書
を受理した日から８業
務日以内に交付する。

◇（ア）甘味資源作物交
付金の交付
分母を機構が指定す
る電磁的方法による概
算払請求があった、甘
味資源作物交付金の概
算払請求の総件数と
し、分子を８業務日以
内に交付した件数とす
る。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

＜主要な業務実績＞
甘味資源作物交付金
については、進行管理
を徹底することによ
り、機構が指定する電
磁的方法による概算払
請求があった 196 件全
てについて、８業務日
以内に交付した。

（イ）国内産糖交付金
の交付
国内産糖交付金につ
いては、対象国内産糖
製造事業者からの交付
申請を受理した日から
18 業務日以内に交付す
る。

（イ）国内産糖交付金
の交付
国内産糖交付金につ
いては、対象国内産糖
製造事業者からの交付
申請を受理した日から
18 業務日以内に交付す
る。

◇（イ）国内産糖交付金
の交付
分母を交付申請があ
った、てん菜糖、鹿児島
県産甘しゃ糖、沖縄県
産甘しゃ糖の申請書受
理の総件数とし、分子
を 18 業務日以内に交付
した件数とする。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組

＜主要な業務実績＞
国内産糖交付金につ
いては、進行管理を徹
底することにより、交
付申請があった 174 件
全てについて、18 業務
日以内に交付した。

【重要度：高】
基本計画に基づく経
営安定対策であり、ま
た、ＴＰＰ等政策大綱
において充実等の措置
を講ずるとされた経営
安定対策として、的確
に実施する必要がある
ため。

（イ）国内産糖交付金
の交付
国内産糖交付金につ
いては、対象国内産糖
製造事業者からの交付
申請を受理した日から
18 業務日以内に交付す
る。
（第３期中期目標期間
実績：18 業務日）
【重要度：高】

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
概算払請求のあった
全てについて８業務日
以内に交付することが
で き た 。 達成 度 合は
100％（196 件/196 件）
であった。
＜課題と対応＞
特になし

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
交付申請のあった全
てについて、18 業務日
以内に交付することが
で き た 。 達成 度 合は
100％(174 件/174 件)
であった。
＜課題と対応＞
特になし
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基本計画に基づく経
営安定対策であり、ま
た、ＴＰＰ等政策大綱
において充実等の措置
を講ずるとされた経営
安定対策として、的確
に実施する必要がある
ため。

内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

（ウ）業務内容等の公
表
ホームページにおい
て、制度の仕組みを公
開するとともに、甘味
資源作物交付金及び国
内産糖交付金の月毎の
交付決定数量を翌月の
15 日までに公表する。
（第３期中期目標期間
実績：翌月の 15 日）

（ウ）業務内容等の公
表
本業務の透明性を確
保する観点から、ホー
ムページにおいて、制
度の仕組みを公開する
とともに、甘味資源作
物交付金及び国内産糖
交付金の月毎の交付決
定数量を翌月の 15 日ま
でに公表する。

（ウ）業務内容等の公
表
本業務の透明性を確
保する観点から、ホー
ムページにおいて、制
度の仕組みを公開する
とともに、甘味資源作
物交付金及び国内産糖
交付金の月毎の交付決
定数量を翌月の 15 日ま
でに公表する。

◇（ウ）業務内容等の公
表
甘味資源作物交付金
及び国内産糖交付金の
交付決定数量の公表
分母を公表回数と
し、分子を翌月の 15 日
までに公表した回数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

＜主要な業務実績＞
ホームページにおい
て砂糖の価格調整制度
の仕組みを公開すると
ともに、甘味資源作物
交付金及び国内産糖交
付金の月毎の交付決定
数量を翌月の 15 日ま
でに公表した。

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
事務処理を迅速に行
った結果、計画どおり
全て翌月の 15 日まで
に公表することができ
た。達成度合は 100％
(12 回/12 回）であっ
た。

イ でん粉関係業務

イ でん粉関係業務

イ でん粉関係業務

イ でん粉関係業務

（ア）でん粉原料用い
も交付金の交付
でん粉原料用いも交
付金については、機構

（ア）でん粉原料用い
も交付金の交付
でん粉原料用いも交付
金については、機構が

（ア）でん粉原料用い ◇（ア）でん粉原料用い ＜主要な業務実績＞
＜評定と根拠＞
評定
ｂ
も交付金の交付
も交付金の交付
でん粉原料用いも交 評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
でん粉原料用いも交付
分母を機構が指定す 付金については、進行
概算払請求のあった
金については、機構が る電磁的方法による概 管理を徹底することに 全てについて、８業務

＜課題と対応＞
特になし
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が指定する電磁的方法
による概算払請求にお
いて、対象でん粉原料
用いも生産者からの概
算払請求書を受理した
日から８業務日以内に
交付する。
（第３期中期目標期間
実績：８業務日）

指定する電磁的方法に
よる概算払請求におい
て、対象でん粉原料用
いも生産者からの概算
払請求書を受理した日
から８業務日以内に交
付する。

指定する電磁的方法に
よる概算払請求におい
て、対象でん粉原料用
いも生産者からの概算
払請求書を受理した日
から８業務日以内に交
付する。

算払請求があった、で
ん粉原料用いも交付金
の概算払請求の総件数
とし、分子を８業務日
以内に交付した件数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

より、機構が指定する
電磁的方法により概算
払請求があった 72 件
全てについて、８業務
日以内に交付した。

（イ）国内産いもでん
粉交付金の交付
国内産いもでん粉交
付金については、対象
国内産いもでん粉製造
事業者からの交付申請
を受理した日から 18 業
務日以内に交付する。

（イ）国内産いもでん
粉交付金の交付
国内産いもでん粉交
付金については、対象
国内産いもでん粉製造
事業者からの交付申請
を受理した日から 18 業
務日以内に交付する。

◇（イ）国内産いもでん
粉交付金の交付
分母を交付申請があ
った、国内産いもでん
粉の申請書受理の総件
数とし、分子を 18 業務
日以内に交付した件数
とする。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった

＜主要な業務実績＞
国内産いもでん粉交
付金については、進行
管理を徹底することに
より、交付申請があっ
た 67 件全てについて、
18 業務日以内に交付
した。

【重要度：高】
基本計画に基づく経
営安定対策であり、ま
た、ＴＰＰ等政策大綱
において充実等の措置
を講ずるとされた経営
安定対策として、的確
に実施する必要がある
ため。

（イ）国内産いもでん
粉交付金の交付
国内産いもでん粉交
付金については、対象
国内産いもでん粉製造
事業者からの交付申請
を受理した日から 18 業
務日以内に交付する。
（第３期中期目標期間
実績：18 業務日）
【重要度：高】
基本計画に基づく経
営安定対策であり、ま
た、ＴＰＰ等政策大綱
において充実等の措置
を講ずるとされた経営
安定対策として、的確
に実施する必要がある
ため。

日以内に交付すること
ができた。達成度合は
100％（72 件/72 件）で
あった。
＜課題と対応＞
特になし

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
交付申請のあった全
てについて 18 業務日
以内に交付することが
で き た 。 達成 度 合は
100％(67 件/67 件)で
あった。
＜課題と対応＞
特になし
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ｄ：達成度合は、80％未
満であった
（ウ）業務内容等の公
表
ホームページにおい
て、制度の仕組みを公
開するとともに、でん
粉原料用いも交付金及
び国内産いもでん粉交
付金の月毎の交付決定
数量を翌月の 15 日まで
に公表する。
（第３期中期目標期間
実績：翌月の 15 日）

（ウ）業務内容等の公
表
本業務の透明性を確
保する観点から、ホー
ムページにおいて、制
度の仕組みを公開する
とともに、でん粉原料
用いも交付金及び国内
産いもでん粉交付金の
月毎の交付決定数量を
翌月の 15 日までに公表
する。

（ウ）業務内容等の公
表
本業務の透明性を確
保する観点から、ホー
ムページにおいて、制
度の仕組みを公開する
とともに、でん粉原料
用いも交付金及び国内
産いもでん粉交付金の
月毎の交付決定数量を
翌月の 15 日までに公表
する。

◇（ウ）業務内容等の公
表
でん粉原料用いも交
付金及び国内産いもで
ん粉交付金の交付決定
数量の公表
分母を公表回数と
し、分子を翌月の 15 日
までに公表した回数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

＜主要な業務実績＞
ホームページにおい
て、でん粉の価格調整
制度の仕組みを公開す
るとともに、でん粉原
料用いも交付金及び国
内産いもでん粉交付金
の月毎の交付決定数量
を翌月の 15 日までに
公表した。

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
事務処理を迅速に行
った結果、計画どおり
全て翌月の 15 日まで
に公表することができ
た。達成度合は 100％
(12 回/12 回)であっ
た。
＜課題と対応＞
特になし

（２）需給調整・価格安 （２）需給調整・価格安 （２）需給調整・価格安 ○（２）需給調整・価格
定対策
定対策
定対策
安定対策
ア 砂糖関係業務
機構の買入れ・売戻
しの申込みをする者か
ら、調整金の徴収を行
い、ホームページにお
いて、制度の仕組みを
公開するとともに、輸
入指定糖・異性化糖等・
輸入加糖調製品の買入
れ・売戻しにおける月
毎の売買実績を翌月の

ア 砂糖関係業務
砂糖の内外価格差の
調整を図るため、機構
の買入れ・売戻しの申
込みをする者から、調
整金の徴収を行い、本
業務の透明性を確保す
る観点から、ホームペ
ージにおいて、制度の
仕組みを公開するとと
もに、輸入指定糖・異性

ア 砂糖関係業務
砂糖の内外価格差の
調整を図るため、機構
の買入れ・売戻しの申
込みをする者から、調
整金の徴収を行い、本
業務の透明性を確保す
る観点から、ホームペ
ージにおいて、制度の
仕組みを公開するとと
もに、輸入指定糖・異性

◇ア 砂糖関係業務
輸入指定糖・異性化
糖等・輸入加糖調製品
の売買実績の公表
分母を公表回数と
し、分子を翌月の 15 日
までに公表した回数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組

＜主要な業務実績＞
ホームページにおい
て、砂糖の価格調整制
度の仕組みを公開する
とともに、輸入指定糖・
異性化糖等・輸入加糖
調製品の買入れ・売戻
しにおける月毎の売買
実績について、翌月の
15 日までに公表した。
また、４月には、新
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＜評定と根拠＞
評定ａ
計画どおり全て翌月
の 15 日までに公表す
ることができた。達成
度合は 100％(12 回/12
回)であった。
また、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影
響により多くの担当職
員が出勤困難となった

評定

ａ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて、多く
の担当職員が出勤できず、業務システムの操作ができなく
なった場合に備え、関係機関と協議の上、輸入関係他法令
証明を遅延することなく発行するスキームを構築するな
ど、対応方針をいち早く作成し危機管理の向上を図ったこ
とは目標を上回る成果があったものと認められるため、ａ
評価とした。

15 日までに公表する。 化糖等・輸入加糖調製 化糖等・輸入加糖調製 内容が認められる
（第３期中期目標期間 品の買入れ・売戻しに 品の買入れ・売戻しに ａ：達成度合は 100％で
実績：翌月の 15 日）
おける月毎の売買実績 おける月毎の売買実績 あり、かつ、その達成の
を翌月の 15 日までに公 を翌月の 15 日までに公 ための優れた取組内容
表する。
表する。
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

型コロナウイルスの感
染拡大の影響を踏まえ
て、多くの担当職員が
出勤できず、業務シス
テムの操作ができなく
なった場合に備え、関
係機関と協議の上、他
法令証明を遅延するこ
となく発行するスキー
ムを構築するなど、対
応方針をいち早く作成
し危機管理の向上を図
った。

場合でも、業務を継続
し通関手続きが停滞す
ることのないよう物流
の円滑化に資するため
のスキームを構築する
など、業務の見直しや
体制整備等をいち早く
行うことができたこと
から、ａ評価とした。

イ でん粉関係業務
機構の買入れ・売戻
しの申込みをする者か
ら、調整金の徴収を行
い、ホームページにお
いて、制度の仕組みを
公開するとともに、輸
入指定でん粉等の買入
れ・売戻しにおける月
毎の売買実績を翌月の
15 日までに公表する。
（第３期中期目標期間
実績：翌月の 15 日）

＜主要な業務実績＞
ホームページにおい
て、でん粉の価格調整
制度の仕組みを公開す
るとともに、輸入指定
でん粉等の買入れ・売
戻しにおける月毎の売
買実績を翌月の 15 日
までに公表した。
また、４月には、新
型コロナウイルスの感
染拡大の影響を踏まえ
て、多くの担当職員が
出勤できず、業務シス
テムの操作ができなく
なった場合に備え、関
係機関と協議の上、他
法令証明を遅延するこ
となく発行するスキー
ムを構築するなど、対
応方針をいち早く作成
し危機管理の向上を図
った。

＜評定と根拠＞
評定ａ
事務処理を迅速に行
った結果、計画どおり
全て翌月の 15 日まで
に公表することができ
た。達成度合は 100％
(12 回/12 回)であっ
た。
また、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影
響により多くの担当職
員が出勤困難となった
場合でも、業務を継続
し通関手続きが停滞す
ることのないよう物流
の円滑化に資するため
のスキームを構築する
など、業務の見直しや
体制整備等をいち早く
行うことができたこと
から、ａ評価とした。

イ でん粉関係業務
でん粉の内外価格差
の調整を図るため、機
構の買入れ・売戻しの
申込みをする者から、
調整金の徴収を行い、
本業務の透明性を確保
する観点から、ホーム
ページにおいて、制度
の仕組みを公開すると
ともに、輸入指定でん
粉等の買入れ・売戻し
における月毎の売買実
績を翌月の 15 日までに
公表する。

イ でん粉関係業務
でん粉の内外価格差
の調整を図るため、機
構の買入れ・売戻しの
申込みをする者から、
調整金の徴収を行い、
本業務の透明性を確保
する観点から、ホーム
ページにおいて、制度
の仕組みを公開すると
ともに、輸入指定でん
粉等の買入れ・売戻し
における月毎の売買実
績を翌月の 15 日までに
公表する。

◇イ でん粉関係業務
輸入指定でん粉等の
売買実績の公表
分母を公表回数と
し、分子を翌月の 15 日
までに公表した回数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％
であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

＜課題と対応＞
特になし

＜課題と対応＞
特になし
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評定

ａ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて、多く
の担当職員が出勤できず、業務システムの操作ができなく
なった場合に備え、関係機関と協議の上、輸入関係他法令
証明を遅延することなく発行するスキームを構築するな
ど、対応方針をいち早く作成し危機管理の向上を図ったこ
とは目標を上回る成果があったものと認められるため、ａ
評価とした。

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
１－５

５ 情報収集提供業務
（１）調査テーマの重点化
（２）需給等関連情報の提供
（３）情報提供の効果測定

業務に関連する政策・施 需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革
策
国産農畜産物の競争力の強化

当該事業実施に係る根拠（個 独立行政法人農畜産業振興機構法第 10 条
別法条文など）

当該項目の重要度、難易 －
度

関連する政策評価・行政事業 行政事業レビューシート事業番号：0142、0144、0147
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

（参考）

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）
30 年度

元年度

２年度

３年度

４年度

30 年度

元年度

２年度

３年度

４年度

（前中期目標期間最
終年度値等）

需給等関連 －
情報を提供
した件数

1,227 件

目 標 の 期 日 ８業務日又
ま で に 提 供 は翌月まで
した件数
の公表

1,227 件

達成度合

1,198 件

1,137 件

1,137 件

1,189 件

1,189 件

100％

100％

100％

100％

情 報 利 用 者 4.0 以上
の満足度に
係る指標（５
段階評価、目
標）

4.0

4.0

4.0

4.0

アンケート －
調査結果の
平均値（実
績）

4.1

4.1

4.2

4.2

103％

103％

105％

105％

達成度合

－

1,198 件

－

予算額（千円）

655,268

647,324

659,219

決算額（千円）

559,216

518,772

525,524

経常費用（千円）

556,555

501,354

507,531

経常利益（千円）

6,197

26,874

53,202

当期総利益（千円）

48,135

26,874

507,531

行政コスト（千円）

－

501,354

行政サービス実施
コスト（千円）

416,308

従事人員数

29.30

－

－
25.32

－
25.32

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、情報収集提供に関するものを掲載している。
２）予算額、決算額は支出額を記載。

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
中期目標

中期計画

年度計画

評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績
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自己評価

主務大臣による評価

－

５ 情報収集提供業務

５ 情報収集提供業務

５ 情報収集提供業務

○５
務

情報収集提供業

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定は a が２、ｂが５であり、これら
の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上
120％未満であることから、評定はＢとした。
小項目の総数：７
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：２×３点＝ ６点
評価ｂの小項目数：５×２点＝ 10 点
評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点
評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点
合計 16 点（16／14＝114％）
・情報収集提供業務については、情報利用者等の
ニーズを的確に把握するため、令和２年度情報検
討委員会を、分野毎に計画どおり開催（Web 開催）
し、前年度の情報検討委員会で委員から出された
意見等は、令和２年度に提供したレポート等に適
切に反映している。また、米国における食肉代替
食品市場の現状に関するレポートについては、令
和４年度から使用される高等学校用教科書で取
り上げられることが決定し、新たな学習指導要領
に対応したコンテンツの提供に貢献している。さ
らに、海外情報については、JETRO への委託によ
り北米及び EU における調査事業を実施してきた
が、新たな調査拠点として豪州を追加するなど、
海外情報収集提供業務を行う体制を強化できて
いる。
・新型コロナウイルスの感染が拡大し、現地調査
に制約がある中、Web 会議の活用や委託先の新規
開拓を行うなど調査方法を工夫して取り組み、情
報誌を休刊することなく発行した。
・提供した情報やその提供方法について、その効
果を測定するため、
「畜産の情報」
「野菜情報」
「砂
糖類・でん粉情報」について、全ての読者を対象
にアンケート調査を実施できている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
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＜その他事項＞
特になし
（１）調査テーマの重点
化
需給等関連情報の収
集及び提供に当たって
は、その的確な実施を図
るため、調査テーマの重
点化等業務の合理化を
進めつつ、計画段階で情
報利用者等の参画を得
て開催する委員会にお
いて検討する。
【指標】
情報利用者等の参画
を得て開催する委員会
で出された意見等を踏
まえた、調査テーマの重
点化。
（参考：第３期中期
目標期間実績：委員会を
年３回開催）

（１）調査テーマの重点
化
農畜産物の需給動向
の判断や経営の安定に
資する情報等（以下「需
給等関連情報」という。
）
の収集及び提供に当た
っては、我が国の農畜産
業がＴＰＰ11 協定等を
契機として、新たな国際
環境に入ることも踏ま
え、その的確な実施を図
るため、調査テーマの重
点化等業務の合理化を
進めつつ、国内外の需給
等関連情報の収集及び
需給に影響を与える要
因に関する調査並びに
その提供等について、計
画段階で情報利用者等
の参画を得て開催する
委員会において検討す
る。

（１）調査テーマの重点
化
農畜産物の需給動向
の判断や経営の安定に
資する情報等（以下「需
給等関連情報」という。
）
の収集及び提供に当た
っては、我が国の農畜産
業がＴＰＰ11 協定、
日 EU
経済連携協定及び日米
貿易協定の発効により
新たな国際環境に置か
れていることも踏まえ、
その的確な実施を図る
ため、調査テーマの重点
化等業務の合理化を進
めつつ、国内外の需給等
関連情報の収集及び需
給に影響を与える要因
に関する調査並びにそ
の提供等について、情報
利用者等の参画を得て
開催する情報検討委員
会において、令和２年度
の実施状況及び令和３
年度の計画について検
討する。

◇（１）調査テーマの重
点化
ア 情報利用者等の参
画を得て開催する委員
会で出された意見等を
踏まえた、調査テーマの
重点化
ｓ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る顕著
な成果があった
ａ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る成果
があった
ｂ：取組は十分であった
ｃ：取組はやや不十分で
あり、改善を要する
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す
る
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＜主要な業務実績＞
情報利用者等のニーズ
を的確に把握するため、
令和３年３月に畜産、野
菜、砂糖類・でん粉の分
野毎に情報検討委員会を
開催（Web 開催）し、令和
２年度の業務の実施状況
及び農畜産物の需給動向
等に関する重点テーマを
含む令和３年度の計画に
ついて検討した。
また、前年度の情報検
討委員会で得られた利用
者ニーズ等を基に策定し
た重点テーマに即し、農
畜産物の需給及び生産者
の経営安定に関連する重
要情報の提供を行った。
特に、米国における食
肉代替食品市場の現状に
関するレポートについて
は、令和４年度から使用
される高等学校用教科書
（１年生用：英語）で取
り上げられることが決定
し、新たな学習指導要領
に対応したコンテンツの
提供に貢献した。
さらに、海外情報につ
いては、独立行政法人日
本貿易振興機構（JETRO）
への委託により北米及び
EU における調査事業を
実施してきたが、新たな
調査拠点として豪州を追
加するなど、海外情報収
集提供業務を行う体制を
強化した。

＜評定と根拠＞
評定ａ
令和２年度情報検討委
員会を、分野毎に計画ど
おり開催した。前年度の
情報検討委員会で委員か
ら出された意見等は、令
和２年度に提供したレポ
ート等に適切に反映する
ことができた。
また、海外情報につい
ては、一般消費者の間で
関心の高い食肉代替食品
に関するレポートが、令
和４年度から高等学校用
教科書で取り上げられる
など、利用者ニーズに即
した情報発信を通じ、情
報提供機会の拡大が図ら
れた。
さらに、JETRO におけ
る委託調査事業において
は、従来の北米及び EU に
加え、主要交易地域であ
り、情報ニーズが高い大
洋州地域を新たに調査対
象範囲とするなど、海外
情報収集・提供体制の強
靭化を図ることができた
ことから、ａ評価とした。
＜課題と対応＞
特になし

評定

ａ

情報利用者等のニーズを的確に把握するため、
令和２年度情報検討委員会を、分野毎に計画どお
り開催（Web 開催）している。前年度の情報検討
委員会で委員から出された意見等は、令和２年度
に提供したレポート等に適切に反映している。ま
た、米国における食肉代替食品市場の現状に関す
るレポートについては、令和４年度から使用され
る高等学校用教科書で取り上げられることが決
定し、新たな学習指導要領に対応したコンテンツ
の提供に貢献している。さらに、海外情報につい
ては、JETRO への委託により北米及び EU におけ
る調査事業を実施してきたが、新たな調査拠点と
して豪州を追加するなど、海外情報収集提供業務
を行う体制を強化できたことは目標を上回る成
果があったものと認められるためａ評価とした。

また、外部の者を対象
とした調査報告会の開
催や外部からの講演依
頼への対応等に積極的
に取り組むことにより、
調査成果の普及と情報
ニーズの把握に努める。

（２）需給等関連情報の
提供
需給等関連情報の提
供は、情報の種類に応じ
可能な限り速やかに行
うこととし、需給関連統
計情報については情報
収集から８業務日まで、
需給動向情報について
は情報収集の翌月まで
に公表する。
（第３期中期目標期間
実績：需給関連統計情報
は 10 業務日、需給動向
情報は翌月）

（２）需給等関連情報の
迅速な提供
需給等関連情報につ
いては情報収集から８
業務日まで、需給動向情
報については情報収集
の翌月までに公表する。

また、外部の者を対
象とした調査報告会の
開催や外部からの講演
依頼への対応等に積極
的に取り組むことによ
り、調査成果の普及と
情報ニーズの把握に努
める。

（２）需給等関連情報の
迅速な提供
需給関連統計情報に
ついては情報収集から
８業務日まで、需給動向
情報については情報収
集の翌月までに公表す
る。

イ 調査報告会の開催、
講演依頼への対応等の
調査成果普及等の取組
ｓ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る顕著
な成果があった
ａ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る成果
があった
ｂ：取組は十分であった
ｃ：取組はやや不十分で
あり、改善を要する
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す
る

（２）需給等関連情報の
迅速な提供
◇ア 情報の期間内の
公表
分母を年度計画に掲
げる情報についての提
供件数とし、分子を期間
内に公表した提供件数
とする。
ｓ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
ための特に優れた取組
内容が認められる
ａ：達成度合は 100％で
あり、かつ、その達成の
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＜主要な業務実績＞
外部の者を対象とした
調査報告会の開催や外部
からの講演依頼への対応
について、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響
で対面での対応が制約さ
れる中、新たに導入した
Web 会議などにより以下
のとおり取り組み、調査
成果の普及と情報ニーズ
の把握に努めた。
①調査報告会の開催：３
回（Web 会議）
（令和元
年度 15 回）
②外部からの講演依頼：
１回（令和元年度 12
回）
③新聞等での引用等：
1,491 件（令和元年度
1,085 件）
④面談等による個別説明
の要請等：３件（令和
元年度 23 件）

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
調査報告会の開催、講
演依頼や個別説明要請等
に対して新型コロナウイ
ルスの感染が拡大する中
で Web 方式を活用した新
たな方法で取り組み、調
査成果の普及と情報ニー
ズの把握に努めることが
できた。
＜課題と対応＞
特になし

評定
＜主要な業務実績＞
情報件数 1,189 件（う
ち需給関連統計情報 662
件、
需給動向情報 527 件）
の全てを期間内に公表し
た。

ｂ

＜評定と根拠＞
法人の自己評価は、適当と認められる。
評定ｂ
需給関連統計情報及び
需給動向情報を年度計画
で定めた期間内に迅速に
公表できた。達成度合は
100 ％（1,189 件/1,189
件）であった。
＜課題と対応＞
特になし

ための優れた取組内容
が認められる
ｂ：達成度合は、100％で
あった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった
また、情報利用者等か
また、情報利用者等か ◇イ 情報利用者等か ＜主要な業務実績＞
らの需給等関連情報の らの需給等関連情報の らの需給等関連情報の
情報利用者等から 189
問合せ等には迅速に対 問合せ等には迅速に対 問合せ等があった場合 件（うち国から 45 件、国
応する。
応する。
の迅速な対応
以外から 144 件）の問合
ｓ：取組は十分であり、 せがあり、情報を保有し
かつ、目標を上回る顕著 ていた 169 件について
な成果があった
は、全て翌業務日以内に
ａ：取組は十分であり、 対応した。
かつ、目標を上回る成果
なお、情報を保有して
があった
いなかった 20 件につい
ｂ：取組は十分であった ては、新たなデータの収
ｃ：取組はやや不十分で 集を行い、２～14 日後ま
あり、改善を要する
でに対応した。
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す
る
（３）情報提供の効果測
定
情報提供の質の向上
を図るため、アンケート
調査等の実施により、提
供した情報についての
効果測定を行うことと
し、各事業年度における
情報利用者の満足度を
指標化した５段階評価
で 4.0 以上の評価を得
る。
（第３期中期目標期間
実績：4.1）

（３）情報提供の効果測
定等
情報提供の質の向上
を図るため、アンケート
調査等の実施により、提
供した情報について効
果測定を行うこととし、
各事業年度における情
報利用者の満足度を指
標化した５段階評価で
4.0 以上の評価を得る。

（３）情報提供の効果測
定等
ア アンケート調査等
の実施により、提供した
情報について効果測定
を行うこととし、情報利
用者の満足度を指標化
した５段階評価で 4.0 以
上の評価を得る。

（３）情報提供の効果測
定等
◇ア アンケート調査
の実施
ｓ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る顕著
な成果があった
ａ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る成果
があった
ｂ：取組は十分であった
ｃ：取組はやや不十分で
あり、改善を要する
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す
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＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
情報利用者等からの問
合せ等に対し迅速に対応
することができた。
＜課題と対応＞
特になし

評定
＜主要な業務実績＞
新型コロナウイルスの
感染が拡大し、現地調査
に制約がある中、Web 会
議の活用や委託先の新規
開拓を行うなど調査方法
を工夫して取り組み、情
報誌を休刊することなく
発行した。
提供した情報やその提
供方法について、その効
果を測定するため、
「畜産
の情報」
「野菜情報」
「砂

＜評定と根拠＞
評定ａ
新型コロナウイルスの
感染が拡大する中でも調
査方法を工夫して取り組
み、情報誌を休刊するこ
となく発行し、アンケー
ト調査を適切に実施する
ことができたことから、
ａ評価とした。
＜課題と対応＞
特になし

ａ

新型コロナウイルスの感染が拡大し、現地調査
に制約がある中、Web 会議の活用や委託先の新規
開拓を行うなど調査方法を工夫して取り組み、情
報誌を休刊することなく発行した。
同様に、提供した情報やその提供方法につい
て、その効果を測定するため、
「畜産の情報」
「野
菜情報」
「砂糖類・でん粉情報」について、全て
の読者を対象にアンケート調査を実施できたこ
とは目標を上回る成果があったものと認められ
ためａ評価とした。

また、アンケート調査
結果等を踏まえ、情報提
供内容等について必要
な改善及び業務の合理
化を行う。
さらに、ホームページ
での情報提供の充実等
に取り組む。

また、アンケート調査
結果等を踏まえ、情報提
供内容等について必要
な改善及び業務の合理
化を行う。
さらに、ホームページ
での情報提供の充実等
に取り組む。

イ アンケート調査結
果等を踏まえ、情報提供
内容等について必要な
改善及び業務の合理化
を行う。
さらに、ホームページ
での情報提供の充実等
に取り組む。

る

糖類・でん粉情報」につ
いて、全ての読者を対象
にアンケート調査を実施
した。
( 配 布 4,174 件、 回答
1,396 件、
回収率 33.4％)

◇イ 情報利用者の満
足度
分母を５段階評価の
4.0 とし、分子を畜産、
野菜、砂糖、でん粉の各
情報提供についてのア
ンケート調査結果の５
段階評価の平均値とす
る。
ｓ：達成度合は、120％以
上であり、顕著な成果が
ある
ａ：達成度合は、120％以
上であった
ｂ：達成度合は、100％以
上 120％未満であった
ｃ：達成度合は、80％以
上 100％未満であった
ｄ：達成度合は、80％未
満であった

＜主要な業務実績＞
アンケート調査結果の
５段階評価の平均値は
4.2 であり、目標の 4.0
を上回った。
・
「畜産の情報」の評価結
果：4.2
・「野菜情報」の評価結
果：4.1
・
「砂糖類・でん粉情報」
の評価結果：4.1

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
情報利用者の満足度
は、中期計画・令和２年
度計画における目標
(4.0) 以上を達成でき
た。達成度合は 105 ％
(4.2/4.0×100) であっ
た。

◇ウ 情報提供内容等
の改善等
ｓ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る顕著
な成果があった
ａ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る成果
があった
ｂ：取組は十分であった
ｃ：取組はやや不十分で
あり、改善を要する
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す

＜主要な業務実績＞
アンケート調査結果や
情報検討委員会での議論
等を踏まえ、調査テーマ
の重点化を図ることによ
り業務の効率化を行うと
ともに、重点テーマに基
づく調査の結果を特別編
集として情報誌に反映さ
せた。
また、新型コロナウイ
ルスの感染拡大に関連し
た情報について、各国政

＜評定と根拠＞
評定
ｂ
評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
アンケート調査結果等を
踏まえ、情報提供内容に
ついて必要な改善を行う
ことができた。
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＜課題と対応＞
特になし

＜課題と対応＞
特になし

る

府の対応など、需給に影
響を与えるタイムリーな
情報をホームページに掲
載するとともに、情報誌
に整理再掲載し、後日容
易に参照可能な資料とし
てのニーズに応えた。

４．その他参考情報
（予算と決算の乖離理由）
本セグメントにおいて、決算額が予算額の 80％程度となっているが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、海外現地調査を中止したこと等が要因である。

53

１．当事務及び事業に関する基本情報
１－６

６ ＴＰＰ等政策大綱への対応

業務に関連する政策・施 需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革
策
国産農畜産物の競争力の強化

当該事業実施に係る根拠（個 独立行政法人農畜産業振興機構法第 10 条、畜産経営の安定に関する法律、
別法条文など）
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

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

（参考）

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）
30 年度

（前中期目標期間最

令和元 年 ２年度
度

３年度

４年度

30 年度

令和元年度

２年度

３年度

終年度値等）

予算額（千円）
決算額（千円）
経常費用（千円）
経常利益（千円）
当期総利益（千円）
行政サービス実施
コスト（千円）
従事人員数
注）前述の畜産（肉畜・食肉等）関係業務、特産（砂糖・でん粉）関係業務の一環として実施しているため、主要なインプット情報は記載していない。

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
中期目標

中期計画

年度計画

評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績

６ ＴＰＰ等政策大綱 ６ ＴＰＰ等政策大綱
への対応
への対応

－

ＴＰＰ等政策大綱で
は、ＴＰＰ又は日ＥＵ経
済連携協定の発効に合
わせて経営安定対策の
充実等の措置を講ずる
こととしているため、国
との緊密な連携（国から
の通知を含む）の下、経
営安定対策の充実等の
措置が協定発効の日か
ら円滑に実施できるよ
う準備を行うとともに、

－

ＴＰＰ等政策大綱で
は、ＴＰＰ又は日ＥＵ経
済連携協定の発効に合
わせて経営安定対策の
充実等の措置を講ずる
こととしているため、国
との緊密な連携（国から
の通知を含む）の下、経
営安定対策の充実等の
措置が協定発効の日か
ら円滑に実施できるよ
う準備を行うとともに、

自己評価

○６ ＴＰＰ等政策大
綱への対応
ＴＰＰ等への適切な対 ＜主要な業務実績＞
応
－
ｓ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る顕著
な成果があった
ａ：取組は十分であり、
かつ、目標を上回る成果
があった
ｂ：取組は十分であった
ｃ：取組はやや不十分で
あり、改善を要する
ｄ：取組は不十分であ
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主務大臣による評価
評定

-

＜評定と根拠＞
－
＜課題と対応＞
－

評定
-

-

４年度

協定発効後は、当該業務 協定発効後は、当該業務
を適切に実施する。
を適切に実施する。

り、抜本的な改善を要す
る

４．その他参考情報
特になし
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