第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
１．当事務及び事業に関する基本情報
２－１～２－８

２－１ 業務運営の効率化による経費の削減
２－２ 役職員の給与水準
２－３ 調達等合理化
（１）
「調達等合理化計画」に基づく取組
（２）競争性、透明性の確保
（３）監事への報告及び契約監視委員会による点検・反映状況
２－４ 業務執行の改善
（１）業務全体の点検・評価
（２）補助事業の審査・評価

２－５ 機能的で効率的な組織体制の整備
２－６ 補助事業の効率化等
（１）透明性の確保
（２）効率的な事業の実施
２－７ ＩＣＴの活用による業務の効率化
２－８ 砂糖勘定の短期借入に係るコストの抑制

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：0141、0142、0144、0146、0147、0163、0171
レビュー

２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

（参考）

30 年度

元年度

２年度

３年度

平成 29 年度比で
1.0％の抑制

平成 30 年度比で
1.0％の抑制

令和元年度比で
1.0％の抑制

（前中期目標期間最終年度
値等）

業務経費(附帯事務費 毎年度平均で少
（特殊要因により増 なくとも対前年
減する経費を除く。
）) 度比１％の抑制
の対前年度比の平均
縮減率

（平成 29 年度業務
経費（附帯事務
費）
）

業務経費（当年度予算
額）

－

2,984 百万円

2,954 百万円

2,924 百万円

※ 3,533 百万円

対前年度平均縮減率

－

－

1.0％

1.0％

1.0％

達成度合

－

－

100％

100％

100％

一般管理費（人件費、 毎年度平均で少
公租公課、事務所借料 なくとも対前年
等、情報セキュリティ 度比３％の抑制
関連経費、監査法人関
連経費及び特殊要因
により増減する経費
を除く。）の対前年度
比の平均縮減率
一般管理費（当年度予
算額）
（百万円）

－

締結した契約件数
（真にやむを得ない

平成 30 年度比で
3.0％の抑制

令和元年度比で
3.0％の抑制

254 百円

246 百千円

239 百万円

237 百万円

－

3.0％

3.0％

3.0％

－

－

100％

100％

100％

競争性のある契
約の実施

308 件

322 件

269 件

220 件

対前年度平均縮減率
達成度合

（平成 29 年度一般管 平成 29 年度比で
理費）
3.0％の抑制
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４年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情
報

随意契約及び少額随
意契約を除く）
競争性のある契約と
した件数

－

308 件

322 件

269 件

220 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

企画競争・公募等を
実施した随意契約の
件数

－

89 件

16 件

50 件

35 件

機構掲示板への掲示
及びホームページへ
の掲載件数

企画競争・公募等
の掲載

89 件

16 件

50 件

35 件

－

100％

100％

100％

100％

達成度合
事業数

－

13 事業

13 事業

15 事業

15 事業

公募を実施した事業
数

全ての事業につ
いて公募の実施

13 事業

13 事業

15 事業

15 事業

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

８回

８回

８回

８回

８回

８回

８回

８回

100％

100％

100％

100％

公表回数
目標業務日以内に公
表した回数

四半期終了月の
翌月末

達成度合
新規に実施した補助
事業数（拡充事業を
含む。
）

－

５事業

３事業

３事業

５事業

事業説明会を開催し
た又は現地確認調査
等を行った事業数

全ての新規事業
等に係る説明会
等の実施

５事業

３事業

３事業

５事業

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

90 件

137 件

86 件

126 件

事業採択を行った件
数
評価基準を満たして
いるものを採択した
件数

評価基準を満た
しているものを
全て採択

90 件

137 件

86 件

126 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

45 件

38 件

30 件

25 件

利用状況調査対象件
数
利用状況を確認した
件数

対象件数の全て
を確認

45 件

38 件

30 件

25 件

達成度合

－

100％

100％

100％

100％

２件

０件

１件

２件

２件

－

１件

２件

事後評価で効用が費
用以下となった件数
現地調査等を通じ改

全て改善を指導
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善を指導した件数
達成度合

－

100％

－

100％

100％

要領、実施計画及び
交付申請の合計件数

－

1,202 件

1,352 件

1,285 件

1,455 件

目標業務日以内で承
認通知及び交付決定
の通知を行った件数

10 業務日以内の
承認通知及び交
付決定の通知

1,202 件

1,352 件

1,285 件

1,454 件

達成度合

－

100％

100％

100％

99.9％

－

３事業

４事業

６事業

新規等の補助事業数
評価手法導入事業数

全ての対象事業
に評価手法を導
入

－

３事業

４事業

６事業

達成度合

－

－

100％

100％

100％

※ 令和２年度予算額は前年度予算額にＴＰＰ発効に伴う業務追加額、消費者物価指数及び消費税影響額を加えたうえで 1％の削減を行っている。

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

第４ 業務運営の効率化 第２ 業務運営の効率化 第２ 業務運営の効率 ◎第２ 業務運営の効
に関する事項
に関する目標を達成する 化に関する目標を達成 率化に関する目標を達
ためとるべき措置
するためとるべき措置
成するためとるべき措
置

主務大臣による評価

自己評価
評定

Ａ

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、
当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」
を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目
の評定は、Ｓ評定が１、Ａ評定が１、Ｂ評定が５
であり、これらの合計数値の割合が基準となる数
値※の 120％以上であることから、評定はＡとし
た。
（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目の
項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。
）
中項目の総数：８
評定Ｓの中項目数：１×４点＝ ４点
評定Ａの中項目数：１×３点＝ ３点
評価Ｂの中項目数：５×２点＝ 10 点
評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点
評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点
（評価対象外：１）
合計 17 点（17／14＝121％）

１ 業務運営の効率化に １ 業務運営の効率化に １ 業務運営の効率化 ○１ 業務運営の効率
よる経費の削減
よる経費の削減
による経費の削減
化による経費の削減
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評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はいずれもｂ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：２
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４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 ４点（４／４＝100％）
・業務経費（附帯事務費）については、毎年度平
均で対前年度比１％の抑制が行われている。
・一般管理費については、毎年度平均で対前年度
比３％の抑制が行われている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし
（１）業務経費の削減
業務の見直し及び効率
化を進め、業務経費（附
帯事務費(特殊要因によ
り増減する経費を除
く。
）
）については、毎年
度平均で少なくとも対前
年度比１％の抑制を行う
ことを目標に、
削減する。

（１）業務経費の削減
業務の見直し及び効率
化を進め、業務経費（附
帯事務費(特殊要因によ
り増減する経費を除
く。
）
）については、毎年
度平均で少なくとも対前
年度比１％の抑制を行う
ことを目標に、
削減する。

（１）業務経費の削減
業務の見直し及び効
率化を進め、業務経費
（附帯事務費（特殊要因
により増減する経費を
除く。
）
）については、毎
年度平均で少なくとも
対前年度比１％の抑制
を行うことを目標に、削
減する。

◇（１）業務経費の削減
業務経費（附帯事務費
（特殊要因により増減
する経費を除く。
）
）を少
なくとも対前年度比
１％削減する。
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＞
業務経費（附帯事務費
（特殊要因により増減
する経費を除く。
）
）につ
いては、3,533 百万円と
なり、対前年度比の毎年
度平均は 1.0％の抑制と
なった。

＜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。
令和２年度における
業務経費（附帯事務費
（特殊要因により増減
する経費を除く。
）
）につ
いては、対前年度比の毎
年度平均で 1.0％の抑制
となり、達成度合は
100％であった。
令和２年度予算額は
前年度予算額にＴＰＰ
発効に伴う業務追加額、
消費者物価指数及び消
費税影響額を加えたう
えで１％の削減を行っ
ている。
＜課題と対応＞
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特になし
（２）一般管理費の削減 （２）一般管理費の削減 （２）一般管理費の削減 ◇（２）一般管理費の削
減
業務の見直し及び効率
業務の見直し及び効率
業務の見直し及び効
一般管理費（人件費、
化を進め、
一般管理費
（人 化を進め、
一般管理費
（人 率化を進め、一般管理費 公租公課、事務所借料
件費、公租公課、事務所 件費、公租公課、事務所 （人件費、公租公課、事 等、情報セキュリティ関
借料等、情報セキュリテ 借料等、情報セキュリテ 務所借料等、情報セキュ 連経費、監査法人関連経
ィ対策経費、監査法人関 ィ対策経費、監査法人関 リティ関連経費、監査法 費及び特殊要因により
連経費及び特殊要因によ 連経費及び特殊要因によ 人関連経費及び特殊要 増減する経費を除く。）
り増減する経費を除く。
） り増減する経費を除く。
） 因により増減する経費 を少なくとも対前年度
については、毎年度平均 については、毎年度平均 を除く。
）については、毎 比３％削減する。
で少なくとも対前年度比 で少なくとも対前年度比 年度平均で少なくとも ｓ：達成度合は、120％以
３％の抑制を行うことを ３％の抑制を行うことを 対前年度比３％の抑制 上であり、顕著な成果が
目標に、削減する。
目標に、削減する。
を行うことを目標に、削 ある
減する。
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
２ 役職員の給与水準

２ 役職員の給与水準

２ 役職員の給与水準

○２
準

役職員の給与水

＜主要な業務実績＞
一般管理費（人件費、
公租公課、事務所借料
等、情報セキュリティ関
連経費、監査法人関連経
費及び特殊要因により
増減する経費を除く。）
については、237 百万円
となり、対前年度比の毎
年度平均は 3.0％の抑制
となった。

＜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。
一般管理費（人件費、
公租公課、事務所借料
等、情報セキュリティ関
連経費、監査法人関連経
費及び特殊要因により
増減する経費を除く。）
については、対前年度比
の毎年度平均で 3.0％の
抑制となり、達成度合は
100％であった。
＜課題と対応＞
特になし

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基
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：１
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２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 ２点（２／２＝100％）
・役職員の給与水準については、昇給幅の抑制等
を実施し、職員の令和２年度給与水準の年齢・地
域・学歴を勘案した対国家公務員指数は 102.0 と
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なり、100 は超えているものの国家公務員の俸給
の特別調整手当（管理職手当）にあたる職員の割
合が高いことが要因であり、このことを考慮すれ
ば妥当である。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし
給与水準については、
国家公務員の給与水準を
十分考慮し、手当てを含
め役職員給与の在り方に
ついて、厳しく検証した
上で、目標水準を設定し
てその適正化に取り組む
とともに、検証結果や取
組状況を公表する。

３ 調達等合理化

給与水準については、国
家公務員の給与水準を十
分考慮し、手当てを含め
役職員給与の在り方につ
いて、厳しく検証した上
で、目標水準を設定して
その適正化に取り組むと
ともに、検証結果や取組
状況を公表する。

３ 調達等合理化

給与水準については、
国家公務員の給与水準
を十分考慮し、手当てを
含め役職員給与の在り
方について、厳しく検証
した上で、対国家公務員
年齢・地域・学歴勘案指
数を国家公務員と同程
度に維持するとともに、
給与水準の適正性につ
いて検証し、その検証結
果や取組状況について
公表する。

３ 調達等合理化

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

○３ 調達等合理化
随意契約の見直しに
向けた計画的取組
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＜主要な業務実績＞
令和元年度の年齢・地
域・学歴を勘案した対国
家公務員指数は 102.4 と
なったが、この結果につ
いては、「主務大臣の検
証結果」において、
「国家
公務員における俸給の
特別調整手当（管理職手
当）が支給される職員の
割合が高いことに要因
があり、これを考慮すれ
ば妥当である」とされ
た。
この検証結果等を令
和２年６月 30 日に公表
した。
令和２年度において
も、引き続き管理職の昇
給幅の抑制等を行った
ところ、令和２年度の指
数は 102.0 となる見込み
である。

＜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。
令和元年度の給与水
準について、国家公務員
の状況を考慮した上で、
必要な取組を行い、国家
公務員と同程度に維持
することができた。ま
た、その検証結果等を遅
滞なく公表した。
＜課題と対応＞
特になし

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はいずれもｂ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：３
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：３×２点＝ ６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 ６点（６／６＝100％）
・随意契約の見直しに向けた計画的取組につい
ては、真にやむを得ない契約を除く全ての契約を
競争性のある契約とするなど、着実な実施が図ら
れている。また、契約の状況を定期的にホームペ
ージに公表しているほか、外部有識者等からなる
契約監視委員会により契約状況の点検を受ける
など契約に係る競争性、透明性の確保が図られて
いる。このほか、監事への契約状況の報告を通じ、
入札・契約の適正な実施についてのチェックが十
分に行われている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし
「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)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、機
構が毎年度策定する「調
達等合理化計画」に基づ
く取組を着実に実施する
ことにより、競争性のな
い随意契約は真にやむを
得ないものを除き行わな
いこととするとともに、
競争性のある契約に占め
る一者応札・応募の解消

「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)を踏まえ、
機構が毎年
度策定する「調達等合理
化計画」に基づく取組を
着実に実施することによ
り、契約については、真
にやむを得ないものを除
き一般競争入札等（競争
入札及び企画競争・公募
をいい、競争性のない随
意契約は含まない。
）
によ
るものとするとともに、
競争性のある契約に占め
る一者応札・応募の解消

「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)を踏まえ、機構
が策定した「調達等合理
化計画」に基づく取組を
着実に実施することに
より、契約については、
真にやむを得ないもの
を除き一般競争入札等
（競争入札及び企画競
争・公募をいい、競争性
のない随意契約は含ま
ない。）によるものとす
るとともに、競争性のあ
る契約に占める一者応

◇（１）
「調達等合理化計
画」に基づく取組
分母を機構が締結し
た契約件数(真にやむを
得ない随意契約及び少
額随意契約を除く）と
し、分子を競争性のある
契約件数とする。
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
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＜主要な業務実績＞
「令和２年度独立行
政法人農畜産業振興機
構調達等合理化計画」に
基づく取組を着実に実
施し、随意契約（少額随
意契約を除く。
）のうち、
事務室の賃借契約、都道
府県への委託契約等、真
にやむを得ないものを
除いた全契約（31 件）に
ついて、企画競争又は参
加確認型公募とした。こ
れにより、真にやむを得
ない随意契約及び少額
随意契約を除く機構が

＜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。
随意契約等審査委員
会の活用等により、機構
が締結した契約のうち、
真にやむを得ない随意
契約及び少額随意契約
を除く全てについて、競
争性のある契約とする
ことができ、達成度合は
100％（220 件/220 件）で
あった。
また、一者応札・応募
の解消に向けた取組状
況について、ホームペー
ジで公表することがで

に向け、競争参加者の増
加に向けた取組を引き続
き実施していくことと
し、その取組状況を公表
する。

に向け、競争参加者の増
加に向けた取組を引き続
き実施していくことと
し、その取組状況を公表
する。

札・応募の解消に向け、
競争参加者の増加に向
けた取組を引き続き実
施していくこととし、そ
の取組状況を公表する

また、外部有識者等か
また、監事に対し、毎
また、監事に対し、毎
らなる契約監視委員会に 月契約状況を報告すると 月契約状況を報告する
よる点検を受ける。
ともに、入札・契約の適 とともに、入札・契約の
正な実施について、契約 適正な実施について、契
【指標】
監視委員会による点検を 約監視委員会による点
入札・契約の適正な実 受ける。
検を受ける。
施について、契約監視委
員会における点検結果及
びその反映状況。
（参考：第３期中期目標

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

締結した契約（220 件） きた。
全てについて競争性の
ある契約とした。
＜課題と対応＞
また、一者応札・応募
特になし
の解消に向けた取組状
況をホームページで公
表した。

◇（２）競争性、透明性
の確保
分母を企画競争・公募
等を実施した随意契約
の件数とし、分子を機構
掲示板への掲示及びホ
ームページへの掲載件
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＞
競争性・透明性を確保
するため、企画競争、参
加確認型公募、不落・不
調により実施した随意
契約（35 件）全てにおい
て、機構掲示板及びホー
ムページへの掲載を行
った。

◇（３）監事への報告及
び契約監視委員会によ
る点検・反映状況
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

＜主要な業務実績＞
監事に対して、毎月、
所定の様式により、各部
の契約状況を報告する
とともに、外部有識者等
からなる契約監視委員
会に令和元年度の契約
の状況を報告し点検を
受けた。
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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。
企画競争、参加確認型
公募、不落・不調により
実施した 35 件全てにお
いて、機構掲示板及びホ
ームページへの掲載を
行うことができ、達成度
合は 100％（35 件/35 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。
毎月、監事に対し契約
状況を報告するととも
に、契約監視委員会によ
る点検を受け、指摘事項
等に適切に対応するこ
とができた。
＜課題と対応＞

期間実績：委員会を年１
回開催）

４ 業務執行の改善

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
４ 業務執行の改善

４ 業務執行の改善

○４ 業務執行の改善

特になし

評定

Ａ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はａが２、ｂが３であり、これら
の合計数値の割合が基準となる数値の 120 以上
であることから、評定はＡとした。
小項目の総数：６
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：３×２点＝ ６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
（評価対象外：１）
合計 12 点（12／10＝120％）
・理事長自らが行う四半期ごとのヒアリングに
より、業務の進捗状況を点検・分析し、抽出され
た課題等への対応を的確に指示・確認すること
で、法人の業務運営の基本である年度計画の確実
な達成に努めている。
・
「令和元年度業務実績について」等を議題とす
る外部専門家・有識者からなる第 18 回機構評価
委員会を、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
観点から環境整備、委員との調整を円滑に行い、
Web 会議により開催し、令和元年度業務実績に関
する自己評価等について点検・評価を実施してい
る。
・外部専門家・有識者からなる第 26 回補助事業
に関する第三者委員会を、新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点から環境整備、委員との調整
を円滑に行い、Web 会議により開催し、事業の審
査・評価に十分取り組んでいる。
＜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
機構自らが主体的に業
務執行の改善を進めると
ともに、外部専門家・有
識者からなる第三者機関
による業務の点検・評価
及び補助事業についての
審査・評価を行い、その
結果を業務運営に反映さ
せる。

（１）機構自らが主体的
に業務執行の改善を進め
るとともに、
外部専門家・
有識者からなる第三者機
関による業務の点検・評
価を行い、その結果を業
務運営に反映させる。

（１）業務全体の点検・
評価
ア 業務の進行状況及
び実績について、四半期
毎に点検・評価する。

（１）業務全体の点検・
評価
◇ア 業務全体の点検・
分析を通じた業務運営
の的確な点検・評価
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

＜主要な業務実績＞
年度計画を具体化す
るための工程表（具体化
推進シート）を年度初め
に策定し、四半期毎（新
型コロナウイルスの感
染拡大防止の観点から
４月は中止）に理事長が
主催するヒアリングに
おいて、工程表の内容と
実績とを比較し、業務の
進捗状況を点検・分析す
ることにより、目標の達
成状況、阻害要因など、
現状を適切に把握した。
また、抽出された問題
点、課題等への対応を的
確に指示し、確認するこ
とで、業務運営の適切な
進行管理を行った。併せ
て、工程表に業務の進捗
状況について自己評価
を記述する欄を設け、業
績の点検を実施した。

＜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。
新型コロナウイルス
の感染拡大防止の観点
から対面による会議が
制約される中、令和２年
４月に予定していた四
半期ヒアリングは中止
したものの、その後は
Web 会議を導入するなど
開催方法を工夫して、工
程表に基づき、四半期毎
に点検・分析を行うこと
ができた。これにより、
業務運営の的確な進行
管理及び自己評価を実
施し、業務の進捗状況及
び実績の点検・評価につ
いて十分取り組んだ。
＜課題と対応＞
特になし

【参考】
令和２年度は、７月、
10 月、１月に Web 方式に
より実施した。
イ 令和元年度におけ
る業務実績について、自
己評価をもとに第三者
機関による点検・評価を
実施する。

◇イ 第三者機関によ
る業務の点検・評価の実
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
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＜主要な業務実績＞
令和２年６月 12 日に
「令和元年度業務実績
について」等を議題とす
る外部専門家・有識者か
らなる第 18 回機構評価
委員会を、新型コロナウ

＜評定と根拠＞
評定ａ
業務実績の自己評価
に当たって、第三者機関
により点検・評価を受け
ることは独立行政法人
通則法等には規定のな

評定

ａ

令和２年６月 12 日に「令和元年度業務実績に
ついて」等を議題とする外部専門家・有識者から
なる第 18 回機構評価委員会を、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止の観点から環境整備、委員と
の調整を円滑に行い、Web 会議により開催し、令
和元年度業務実績に関する自己評価等について

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

イルスの感染拡大防止
の観点から Web 会議によ
り開催し、令和元年度業
務実績に関する自己評
価等について点検・評価
を実施した。

い当機構独自の自主的 点検・評価を実施したことは目標を上回る成果が
取組であるが、コロナ禍 あったものと認められるため、a 評価とした。
において環境整備、委員
との調整を円滑に行い、
Web 会議により機構評価
委員会を開催し、業務の
点検・評価に十分に取り
組んだことから、ａ評価
とした。
＜課題と対応＞
特になし

（２）
補助事業について、
毎事業年度の事業の達成
状況等の自己評価を行う
とともに、外部専門家・
有識者からなる第三者機
関による事業の審査・評
価を行い、必要に応じ業
務の見直しを行う。

ウ 第三者機関による
令和元年度における業
務実績に係る点検・評価
結果を必要に応じて業
務運営に反映させる。

◇ウ 第三者機関によ
る業務の点検・評価結果
に基づいた、必要に応じ
た業務運営への反映
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）補助事業の審査・
評価
令和元年度事業の達
成状況等について、自己
評価を行うとともに、第
三者機関による事業の
審査・評価を行い、必要
に応じ業務の見直しを
行う。

（２）補助事業の審査・
評価
◇ア 事業の達成状況
等の自己評価
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
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＜主要な業務実績＞
委員会において、委員
からは、業務運営に反映
すべき指摘は特になか
った。

＜評定と根拠＞
評定－

評定

－

＜主要な業務実績＞
「補助事業に関する
業務執行規程に係る評
価細則」に基づき、令和
元年度の各事業の達成
状況等について自己評
価を行った。

＜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。
補助事業の的確な進行
管理とともに、令和元年
度補助事業の達成状況
等についての自己評価
に十分取り組んだ。

－

＜課題と対応＞
－

＜課題と対応＞

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

特になし

◇イ 第三者機関によ
る事業の審査・評価
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

＜主要な業務実績＞
令和２年７月７日に
外部専門家・有識者から
なる第 26 回補助事業に
関する第三者委員会を、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点か
ら Web 会議により開催
し、事業の評価等を行っ
た。

◇ウ 必要に応じた業
務の見直し
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

＜主要な業務実績＞
委員会の開催後、業務
の見直しにつなげるべ
き委員指摘事項への対
応方針について整理の
上、関係部において必要
な業務の見直しを行っ
た。

＜評定と根拠＞
評定ａ
補助事業の適正性等
を確認するため、コロナ
禍において環境整備、委
員との調整を円滑に行
い、補助事業に関する第
三者委員会を Web 会議に
より開催し、事業の審
査・評価に十分取り組ん
だことから、ａ評価とし
た。

ａ

令和２年７月７日に外部専門家・有識者からな
る第 26 回補助事業に関する第三者委員会を、新
型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から環
境整備、委員との調整を円滑に行い、Web 会議に
より開催し、事業の審査・評価に十分取り組んだ
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。

＜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。
四半期毎の業務の点
検・評価結果に基づき、
必要に応じた業務運営
への反映に十分取り組
んだ。
＜課題と対応＞
特になし

５ 機能的で効率的な組 ５ 機能的で効率的な組 ５ 機能的で効率的な ○５ 機能的で効率的
織体制の整備
織体制の整備
組織体制の整備
な組織体制の整備
業務運営を機能的かつ
業務運営を機能的かつ
業務運営を機能的か
必要に応じた機能的 ＜主要な業務実績＞
＜評定と根拠＞
効率的に推進する観点か 効率的に推進する観点か つ効率的に推進する観 で効率的な組織体制の
令和２年度において 評定－
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評定

評定
-

-

ら、諸情勢の変化等を踏
まえ、必要に応じ、機能
的で効率的な組織体制の
整備を図る。

ら、諸情勢の変化等を踏
まえ、必要に応じ、機能
的で効率的な組織体制の
整備を図る。

点から、諸情勢の変化等
を踏まえ、必要に応じ、
機能的で効率的な組織
体制の整備を図る。

６ 補助事業の効率化等 ６ 補助事業の効率化等 ６
等

見直し
は実績なし
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

補助事業の効率化 ○６
化等

補助事業の効率

＜課題と対応＞
－

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はｂが 10、c が１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：13
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：10×２点＝ 20 点
評価ｃの小項目数：１×１点＝ １点
評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点
（評価対象外：２）
合計 21 点（21／22＝95％）
・補助事業については、事業実施主体の選定に当
たり、事業の公表後迅速に手続に着手し、公募に
より事業の実施の透明性を確保しつつその早期
実施が図られている。また、事業の採択に当たり
費用対効果分析等の評価手法を用いるなど、効率
的かつ透明性の高い補助事業の実施が図られて
いる。
・補助事業を適正かつ効果的に実施するための
新規事業を中心とした事業説明会等の実施、定め
られた日数以内での交付決定の実施等について
は、適切に実施されている。
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＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
効率的な事業の実施における事務処理手続の
迅速化に関しては、事業実施主体からの要領及び
事業実施計画の承認並びに補助金の交付決定に
ついて、申請を受理した日から 10 業務日以内に
承認等を行うこととなっており、達成度合いは
99.9％であった。
なお、農畜産業振興機構では、研修会を通じ指
導等を行っていることから、事務処理の改善が図
られていると認められる。
＜その他事項＞
特になし
（１）透明性の確保
透明性の高い事業の実
施を図る観点から、補助
事業についての事業実施
主体の選定に当たって
は、原則として公募によ
ることとするとともに、
事業内容等の事業に関す
る各種情報を公表するこ
ととし、事業の採択の概
要については、四半期終
了月の翌月末までに公表
する。
また、事業の適切かつ
円滑な実施の観点から、
事業の進行状況を的確に
把握するとともに、事業
説明会、現地確認調査等
を実施し、事業実施主体
に対して法令遵守を含め
指導を徹底する。

（１）透明性の確保
透明性の高い事業の実
施を図る観点から、補助
事業についての事業実施
主体の選定に当たって
は、原則として公募によ
ることとするとともに、
以下の取組を実施する。

ア 事業の目的、
補助率、
予算額、事業実施期間等
の事業概要、事業実施地
域等の採択した事業の概

（１）透明性の確保
透明性の高い事業の
実施を図る観点から、補
助事業についての事業
実施主体の選定に当た
っては、原則として公募
によることとするとと
もに、以下の取組を実施
する。

（１）透明性の確保
◇ア 分母を事業数（事
業の性格・内容に照ら
し、公募による事業実施
主体の選定になじまな
いものを除く。
）とし、分
子をこのうち公募を実
施した事業数とする。
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

評定
＜主要な業務実績＞
令和２年度補正予算
及び３年度当初予算に
係る畜産業振興事業並
びに令和２年度当初予
算に係る野菜農業振興
事業について、事業の公
表後、事業実施主体の選
定に当たっての公募を
行った。

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
畜産業振興事業及び
野菜農業振興事業につ
いて、事業実施主体の選
定を公募方式で行うこ
とにより、透明性の高い
形での実施を図ること
ができた。達成度合は
100％（15 事業/15 事業）
であった。

（内訳）
・畜産分野：年２回、13 ＜課題と対応＞
事業
特になし
・野菜分野：年３回、２
事業（契約野菜収入確
保モデル事業、端境期
等対策産地育成強化
事業）

ア 事業の目的、補助 ◇イ ホームページで ＜主要な業務実績＞
＜評定と根拠＞
評定
ｂ
率、予算額、事業実施期 の事業概要及び採択し
補助事業の適正、効率 評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
間等の事業概要、事業実 た事業の概要の公表
的な実施を図るため、令
提供すべき事業の概
施地域等の採択した事
分母を公表回数とし、 和２年度に実施する畜 要等の情報を適切にホ
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要を、四半期終了月の翌 業の概要を、四半期終了 分子を四半期終了月の 産業振興事業及び野菜
月末までにホームページ 月の翌月末までにホー 翌月末までにホームペ 農業振興事業の事業概
で公表する。
ムページで公表する。
ージに公表した回数と 要及び採択した事業の
する。
概要について、四半期終
ｓ：達成度合は 100％で 了月の翌月末までにホ
あり、かつ、その達成の ームページで公表した。
ための特に優れた取組
内容が認められる
（内訳）
ａ：達成度合は 100％で ・畜産分野：年４回
あり、かつ、その達成の ・野菜分野：年４回
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

ームページにおいて公
表することができた。達
成度合は 100％（８回/８
回）であった。

イ 事業説明会、現地確
認調査等を実施し、事業
実施主体に対して法令遵
守を含め指導を徹底す
る。

＜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。
新規・拡充事業を中心
に事業説明会、現地確認
調査等については、新型
コロナウイルスの感染
拡大で対面による実施
が制約される中、Web 会
議を利用するなどして
計画的に行うことによ
り、事業実施主体に対す
る指導の徹底を図るこ
とができた。達成度合は
100％（５事業/５事業）
であった。

イ 新規事業を中心に、
事業説明会、現地確認調
査等を実施し、事業実施
主体に対して法令遵守
を含め指導を徹底する。

◇ウ 事業説明会等の
実施
分母を新規に実施し
た補助事業数（拡充事業
を含む。
）とし、分子を事
業説明会を開催した又
は現地確認調査等を行
った事業数とする。
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
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＜主要な業務実績＞
補助事業の適正、効率
的な実施を確保するた
め、
① 畜産業振興事業に
おいて、新規１事業・
拡充３事業について、
事業実施主体に対す
る事業説明会（肉畜３
回、酪農１回、全４回）
を、Web 方式も活用し
つつ実施した。
なお、継続事業につ
いても同様の説明会
（肉畜 16 回、酪農３
回、全 19 回）及び現地
確認調査（肉畜 22 回、
酪農５回、全 27 回）を
実施した。
② 野菜農業振興事業
において、拡充事業
（１事業）及び継続事
業（２事業）について、

＜課題と対応＞
特になし

＜課題と対応＞
特になし

事業実施主体に対す
る説明会等（14 回）及
び現地確認調査（３
回）を、Web 方式も活
用しつつ実施した。
（２）効率的な事業の実
施
効率的かつ効果的な事
業の実施を図る観点か
ら、受理した要領、実施
計画及び交付申請につい
て、10 業務日以内に承認
等を行うとともに、施設
整備事業について費用対
効果分析等の評価手法を
踏まえた採択及び費用対
効果分析を実施した施設
整備事業についての事後
評価を実施し、事後評価
により効用が費用以下と
なる場合は、すべて改善
指導を実施する。
また、畜産業振興事業
等について、補助金の効
率的な交付の観点から、
国における事業の改廃に
も資するよう、決算上の
不用理由の分析を行うと
ともに、事業実施主体に
おける基金について毎年
度見直しを行う。その上
で、保有資金及び事業実
施主体に造成している基
金については、機構の業
務実施に必要な経費を確
保する。

（２）効率的な事業の実
施
効率的かつ効果的な事
業の実施を図る観点か
ら、事業の進行状況を的
確に把握するとともに、
以下の取組を実施する。

（２）効率的な事業の実
施
効率的かつ効果的な
事業の実施を図る観点
から、事業の進行状況を
的確に把握するととも
に、以下の取組を実施す
る。

（２）効率的な事業の実
施
◇ア 事業の進行管理
システムに基づいた進
行管理の実施
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
る

（第３期中期目標期間実
績：要領等の受理から 10
業務日以内の承認等：
99％）
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＜主要な業務実績＞
補助事業の適正、効率
的な実施を確保するた
め、事業の進行管理シス
テムにより執行件数や
執行額等について毎月
進捗状況の管理を行っ
た。

＜評定と根拠＞
評定ｂ
進行管理システムに 評定
ｂ
より、事業の進行管理を 法人の自己評価は、適当と認められる。
的確に実施することが
できた。
＜課題と対応＞
特になし

ア 費用対効果分析、コ
スト分析等の評価基準を
満たしているものを採択
する。

ア 費用対効果分析、コ
スト分析等の評価基準
を満たしているものを
採択する。

◇イ 費用対効果分析・
コスト分析等の評価基
準を満たしているもの
の採択
分母を事業採択を行
った件数とし、分子を評
価基準を満たしている
ものを採択した件数と
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＞
評価手法が開発され
ている施設整備事業に
ついて、費用対効果分析
又はコスト分析の評価
基準を満たしているも
のを採択した。採択状況
は以下のとおり。
（費用対効果・採択件
数）
令和２年度において
費用対効果分析により
採択した事業はなかっ
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。
評価基準を満たして
いる事業を採択するこ
とにより、施設整備事業
の効率的かつ効果的な
実施を図ることができ
た。達成度合は 100％
（126 件/126 件）であっ
た。
＜課題と対応＞
特になし

（コスト分析・採択件
数）
・酪農経営支援総合対策
事業 50 件
・肉用牛経営安定対策補
完事業 ８件
・堆肥舎等長寿命化推進
事業 26 件
・畜産経営災害総合対策
緊急支援事業 16 件
・酪農労働省力化推進施
設等緊急整備対策事
業 23 件
・種豚等流通円滑化推進
緊急対策事業 ３件
合計 126 件

イ 設置する施設等につ イ 設置する施設等に ◇ウ 設置する施設等
いては、必要に応じて現 ついては、必要に応じて についての必要に応じ
地調査を行う。
現地調査を行う。
た現地調査の実施
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
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＜主要な業務実績＞
採択した事業実施計
画について、施設等の設
置工事は計画に沿って
進行していることをヒ
アリング又は報告徴求
により確認した結果、工

＜評定と根拠＞
評定－
＜課題と対応＞
－

評定
-

-

つ、目標を上回る成果が 事の進捗が遅れるなど
あった
により、現地調査を必要
ｂ：取組は十分であった とするものはなかった。
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
ウ 費用対効果分析を実
施している事業にあって
は、
施設設置後３年目
（た
だし、肉用牛生産の新規
参入等を支援する事業に
あっては５年目）までは
利用状況の調査を行う。

また、３年（ただし、
肉用牛生産の新規参入等
を支援する事業にあって
は５年）
を経過した年に、
事後評価を行うことと
し、事業を実施した効用
が費用以下となる場合

ウ 費用対効果分析を
実施している事業で設
置した施設については、
施設設置後３年目（ただ
し、肉用牛生産の新規参
入等を支援する事業に
あっては５年目）までの
ものの利用状況の調査
を行う。

◇エ 設置後３年目（た
だし、肉用牛生産の新規
参入等を支援する事業
にあっては５年目）まで
のものの利用状況の調
査と必要に応じた現地
調査の実施
分母を対象件数とし、
分子を確認した件数と
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＞
費用対効果分析を実
施している事業で設置
した対象施設全てにつ
いて、施設設置後３年目
までのもの（14 件）及び
５年目までのもの（11
件）について利用状況を
確認した。

＜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。
必要な対象事業全て
について利用状況の確
認を行うことができた。
達成度合は 100％（25 件
/25 件）であった。

また、３年（ただし、肉
用牛生産の新規参入等
を支援する事業にあっ
ては５年）を経過した年
に、事後評価を行うこと
とし、事業を実施した効
用が費用以下となる場

◇オ 事後評価
分母を効用が費用以
下となった件数とし、分
子を現地調査等を通じ
改善を指導した件数と
する。
ｓ：達成度合は 100％で

＜主要な業務実績＞
目標年を３年（肉用牛
生産の新規参入等を支
援する事業にあっては
５年）としている施設 12
件について、事後評価報
告書を徴取し、効用が費

＜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。
投資効率１以下のも
のについて、文書による
指導を行うことができ
た。達成度合いは 100％
であった。
（２件/２件）
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＜課題と対応＞
特になし

は、現地調査等を通じ、 合は、現地調査等を通 あり、かつ、その達成の
改善を指導する。
じ、改善を指導する。
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

用を上回ったか否かの
審査・確認を行った。
＜課題と対応＞
その結果、肉用牛生産
特になし
の新規参入等を支援す
る事業２件について、投
資効率が１以下となっ
たが、２件ともに過年度
に現地調査・指導を行っ
ており、令和２年度は事
業実施主体から提出の
あった改善策のフォロ
ーアップとして文書に
よる指導を実施した。
なお、肉用牛生産の新
規参入等を支援する事
業は、平成 27 年度から
国へ移管している。

エ 事業実施主体からの
要領及び事業実施計画の
承認並びに補助金の交付
決定については、申請を
受理した日から 10 業務
日以内に承認等を行う。

＜主要な業務実績＞
進行管理システムの
活用等により、事業実施
主体から要領及び事業
実施計画を受理してか
ら承認通知を行うまで
の期間並びに補助金の
交付申請を受理してか
ら交付決定の通知を行
うまでの期間は、総受理
件数 1,455 件のうち１件
（畜産業振興事業）を除
く 1,454 件が 10 業務日
以内であった。
（内訳）
・畜産分野
1075 件/1076 件
・野菜分野
379 件/379 件

エ 事務処理手続の迅
速化、進行管理の徹底等
を通じ、事業実施主体か
ら要領及び事業実施計
画を受理してから承認
の通知を行うまでの期
間並びに補助金の交付
申請を受理してから交
付決定の通知を行うま
での期間を 10 業務日以
内とする。

◇カ 事務処理手続の
迅速化
分母を受理した要領、
実施計画及び交付申請
の合計件数とし、分子を
このうち 10 業務日以内
で行った要領、実施計画
の承認通知及び交付決
定の通知の合計件数と
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
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＜評定と根拠＞
評定ｃ
進行管理システムの
活用等により、速やかな
事務処理を行うことが
できた。達成割合は
99.9％（1,454 件/1,455
件）であった。
＜課題と対応＞
畜産業振興事業担当
職員に向けた事務手続
きに関する研修会にお
いて、事業実施主体から
提出される各種申請書
類の確認を徹底したう
えで受理し、受理から通
知の発出までを迅速に
実施するよう指導した。

評定

ｃ

事業実施主体からの要領及び事業実施計画の
承認並びに補助金の交付決定については、申請を
受理した日から 10 業務日以内に承認等を行うこ
ととなっており、達成度合いは 99.9％であった
ことから c 評価とした。
なお、農畜産業振興機構では、研修会を通じ指
導等を行っていることから、事務処理の改善が図
られていると認められる。

満であった
オ 新規等の補助事業に
ついては、事業効果を適
切に評価できる手法を導
入するとともに、事業実
施状況等を踏まえ、必要
に応じ、評価手法の改善
を行う。

オ 新規等の補助事業
については、事業効果を
適切に評価できる手法
を導入する。また、事業
実施状況等を踏まえ、必
要に応じ、評価手法の改
善を行う。

◇キ 新規等の補助事
業への適切な評価手法
の導入
分母を新規等の補助
事業数とし、分子を評価
手法導入事業数とする。
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＞
令和２年度拡充事業
である種豚等流通円滑
化推進緊急対策事業等
の６事業により整備す
る器具・機材について、
コスト分析基準の設定
又は見直しを行った。

＜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。
新規等の補助事業に
ついて、適切な評価手法
の導入を行うことがで
きた。達成度合は 100％
（６事業/６事業）であ
った。

【参考】新たなコスト分 ＜課題と対応＞
析基準の設定又は見直
特になし
しを行った事業
１ 新たに基準額を設
定
種豚等流通円滑化推
進緊急対策事業のうち
①種豚及び精液等の新
たな供給拠点の整備、②
接種区域外へ移動させ
ることが出来なくなっ
た肥育素豚の追加的な
飼養
２ 基準額を追加・見直
し
①肉用牛経営安定対策
補完事業のうち地域
における肉用牛生産
基盤強化等対策事業
②酪農経営支援総合対
策事業のうち中小酪
農経営等生産基盤維
持・強化対策事業
③堆肥舎等長寿命化推
進事業
④畜産経営災害総合対
策緊急支援事業

◇ク

評価手法の必要 ＜主要な業務実績＞
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＜評定と根拠＞

評定

-

に応じた改善等
事業実施状況等を踏 評定－
s：取組は十分であり、か まえた結果、令和２年度
つ、目標を上回る顕著な において評価手法の改 ＜課題と対応＞
成果があった
善等の必要がなかった。 －
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
カ 畜産業振興事業等に
ついて、決算上の不用理
由の分析を行う。
また、同事業により造
成された基金について、
補助金等の交付により造
成した基金等に関する基
準（平成 18 年８月 15 日
閣議決定。以下「基金基
準」という。
）等に準じて
定めた基準に基づき、国
における事業の改廃に資
するよう、毎年度見直し
を実施する。その上で、
保有資金及び事業実施主
体に造成している基金に
ついては、機構の業務実
施に必要な経費を確保す
る。

カ 畜産業振興事業等
について、次の取組を行
う。
（ア） 決算上の不用理
由の分析を行う。

（イ）造成された基金に
ついて、補助金等の交付
により造成した基金等
に関する基準
（平成 18 年
８月 15 日閣議決定。以
下「基金基準」という。
）
等に準じて定めた基準

-

◇ケ 決算上の不用理
由の分析
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

＜主要な業務実績＞
令和元年度事業のう
ち不用額が大きい事業
について、その理由を分
析し、令和２年７月７日
に開催した補助事業に
関する第三者委員会に
おいて、その結果を報告
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。
不用額の大きい事業
について、その理由の分
析等を行うことができ
た。

◇コ 基金の見直し
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

＜主要な業務実績＞
基金基準等に準じて
定めた基金管理基準に
基づき５基金の見直し
を行った。
このうち、使用見込み
の低い加工原料乳生産

＜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。
基金管理基準に基づ
き、基金の見直しを行う
ことができた。
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＜課題と対応＞
特になし

＜課題と対応＞

に基づく基金の見直し ｂ：取組は十分であった 者経営安定対策事業の
を行う。
ｃ：取組はやや不十分で 基金の一部を返還させ
あり、改善を要する
た。
ｄ：取組は不十分であ
り、抜本的な改善を要す
る
７ ＩＣＴの活用による ７ ＩＣＴの活用による ７ ＩＣＴの活用によ ○７ ＩＣＴの活用に
業務の効率化
業務の効率化
る業務の効率化
よる業務の効率化

特になし

評定

Ｓ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はｓであり、この数値の割合が基
準となる数値 120％以上であり目標を上回る顕
著な成果があったものと認められることから、評
定はＳとした。
小項目の総数：１
評定ｓの小項目数：１×４点＝ ４点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：０×２点＝ ０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 ４点（４／２＝200％）
・新型コロナウイルス感染症対策として、既存 PC
の設定変更等でテレワーク専用 PC を導入する等
により、テレワーク推進のために必要なインフラ
を急遽整備した。その後、設置されたテレワーク
実施方針検討委員会において決定された基本的
な推進方針に基づき、各システムのリモート化や
USB 型シンクライアント機器や Web 会議サービス
等のインフラ整備を順次計画的に実施している。
これにより、２度目の緊急事態宣言下における出
勤抑制に対しても適切に対応することができた
ほか、業務の円滑化、効率化が図られるとともに、
感染リスクの低減、働き方改革の推進及びコロナ
以外の非常時における業務継続の実現に繋げる
ことができている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞

77

特になし

ＴＰＰ等政策大綱に基
づく制度改正等を踏まえ
て、ＩＣＴの活用等を検
討し、業務運営の効率化
を推進する。

ＴＰＰ等政策大綱に基
づく制度改正等を踏まえ
て、ＩＣＴの活用等を検
討し、業務運営の効率化
を推進する。

ＴＰＰ等政策大綱に
基づく制度改正等を踏
まえて、ＩＣＴの活用等
を検討し、業務運営の効
率化を推進する。

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

第５ 財務内容の改善に ８ 砂糖勘定の短期借入 ８ 砂糖勘定の短期借 ○８ 砂糖勘定の短期
関する事項
に係るコストの抑制
入に係るコストの抑制
借入に係るコストの抑
制
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＜主要な業務実績＞
新型コロナウイルス
感染症対策として、令和
２年４月、既存 PC の設
定変更等でテレワーク
専用 PC を導入する等に
より、テレワーク推進の
ために必要なインフラ
を急遽整備した。その
後、同年７月に設置され
たテレワーク実施方針
検討委員会（委員長：理
事長）において決定され
た基本的な推進方針に
基づき、各システムのリ
モート化や USB 型シンク
ライアント機器や Web 会
議サービス等のインフ
ラ整備を順次計画的に
実施した。これにより、
令和３年１月に発令さ
れた２度目の緊急事態
宣言下における政府等
の出勤抑制に対しても
適切に対応することが
できたほか、業務運営の
効率化に繋がった。
特にシステムのリモ
ート化については、今中
期計画期間におけるシ
ステム毎の工程表を策
定し、定期的な点検を行
いつつ着実に実施する
こととした。

＜評定と根拠＞
評定ｓ
テレワーク機器等を
計画的かつ適切に整備・
導入したことにより、自
宅において、機構の自席
と同様の環境で業務を
行うことができること
になったほか、対面によ
る会議やイベント等が
Web 方式により実施可能
となった。
これにより、業務の円
滑化、効率化が図られる
とともに、感染リスクの
低減、働き方改革の推進
及び非常時における業
務継続の実現に繋げる
ことができたこと、ま
た、各システムのリモー
ト化の着実な実施に向
けた体制を整えること
ができたことから、ｓ評
価とした。

評定

ｓ

新型コロナウイルス感染症対策として、既存
PC の設定変更等でテレワーク専用 PC を導入する
等により、テレワーク推進のために必要なインフ
ラを急遽整備した。その後、設置されたテレワー
ク実施方針検討委員会において決定された基本
的な推進方針に基づき、各システムのリモート化
や USB 型シンクライアント機器や Web 会議サー
ビス等のインフラ整備を順次計画的に実施して
いる。これにより、２度目の緊急事態宣言下にお
ける出勤抑制に対しても適切に対応することが
できたほか、業務の円滑化、効率化が図られると
ともに、感染リスクの低減、働き方改革の推進及
びコロナ以外の非常時における業務継続の実現
に繋げることができたことは目標を上回る顕著
な成果があったものと認められるため s 評価と
した。

＜課題と対応＞
特になし

設定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

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：１
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２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 ２点（２／２＝100％）
・砂糖勘定の短期借入金の借入に当たり、一般競
争入札の実施により借入利率のうち固定利率（ス
プレッド）が 0.1％となったほか、借入期間を原
則として１週間以内とし、変動利率（日本円
TIBOR）を最も低く抑えることで、借入コストの
削減が図られている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし
３ 砂糖勘定の短期借入
れに係るコストの抑制
砂糖勘定の累積欠損が
あることから、
「糖価調整
制度の安定的な運営に向
けた取組について」
（平成
22 年９月農林水産省公
表）に基づき負担者から
の調整金収入及び生産者
等への交付金支出の適正
化等の収支改善に向けて
講じられている取組を踏
まえ、交付金の交付等を
適正に実施するととも
に、短期借入れを行うに
当たっては、短期金融市
場の金利動向を踏まえた
適切な借入期間の設定

砂糖勘定の累積欠損が
あることから、
「糖価調整
制度の安定的な運営に向
けた取組について」
（平成
22 年９月農林水産省公
表）に基づき負担者から
の調整金収入及び生産者
等への交付金支出の適正
化等の収支改善に向けて
講じられている取組を踏
まえ、交付金の交付等を
適正に実施するととも
に、短期借入れを行うに
当たっては、短期金融市
場の金利動向を踏まえた
適切な借入期間の設定
等、借入コストの抑制に
努める。

砂糖勘定の累積欠損
があることから、「糖価
調整制度の安定的な運
営に向けた取組につい
て」
（平成 22 年９月農林
水産省公表）に基づき負
担者からの調整金収入
及び生産者等への交付
金支出の適正化等の収
支改善に向けて講じら
れている取組を踏まえ、
交付金の交付等を適正
に実施するとともに、短
期借入れを行うに当た
っては、短期金融市場の
金利動向を踏まえた適
切な借入期間の設定等、
借入コストの抑制に努

（指標＝適切な方法に
よる借入金融機関の決
定、適切な借入期間の設
定）
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＞
短期借入金の借入れ
に当たり、令和２年３月
17 日に一般競争入札を
実施（応札金融機関：３
者）し、令和２年度の借
入金融機関を決定した
結果、借入利率のうち固
定利率（スプレッド）は、
0.1％となった。
また、変動利率（日本
円 TIBOR）については、
年末年始を除き全ての
借入期間を１週間以内
としたことにより、年間
を通じて 0.02686％とな
った。以上により短期借

＜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。
競争性を持たせた借
入金融機関の決定及び
適切な借入期間の設定
により、借入コストの抑
制に努めることができ
た。
＜課題と対応＞
特になし

等、借入コストの抑制に
努める。

める。

入 金 の 金 利 は 、
0.12563％となった。
（短
期プライムレート：
1.475％）

４．その他参考情報
（契約に係る事務手続等）
契約事務については、会計規程、契約事務細則等に契約方式、手続等を規定している。
契約方式は原則として一般競争入札によることとしているが、緊急の必要性、競争に付することが不利と認められる場合等にあっては随意契約ができることとしており、個別の契約締結に当たっては、経理担
当理事、経理担当総括調整役、総務部及び経理部職員で構成する随意契約等審査委員会において、事前に審査を行っている。
また、総合評価落札方式や複数年度契約に関しては、
「独立行政法人における契約の適正化について（依頼）
」
（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）に基づき、規程を定め、
「総合評価落札方式
について」
（19 農畜機第 4914 号）及び「複数年度契約について」
（20 農畜機第 3538 号）により適切に措置している。
（第三者への再委託）
委託契約の内容全てを第三者に再委託することは禁止している。やむを得ず契約内容の一部を第三者に再委託する場合には、書面により機構の承認を得ることを契約事務細則で定めており、契約事務責任者が
その合理性等について審査・承認を行っている。令和２年度においては 17 件（少額随意契約を除く。
）について再委託の承認を行ったが、いずれも的確かつ効率的に契約を履行するためには、やむを得ないと判
断したものである。
（一者応札の解消に向けた取組）
① 公告期間の延長、②ＩＴ技術支援者から助言を得た上でのシステム仕様書等の作成・開示、③調達情報の「メルマガ」配信やホームページでの今後の入札予定の掲載等周知方法の改善、④入札に参加しな
かった者に対するアンケート結果に基づく公告時期の早期化、⑤入札時期の前倒し等、競争参加者の増加に向けた取組を実施したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において専門性の高い海外等
の調査委託業務が増えたため、一者応札は 40 件（前年度 32 件）となった。
（法人の長に対する報告）
令和２年６月 16 日に開催された第 12 回契約監視委員会の審査結果について理事長に報告した。また、随意契約等審査委員会の審査結果を含め契約全体の状況等については、四半期毎に理事長及び監事に報告
し、点検・評価を受けた。
（会計検査院からの指摘への対応）
令和２年度は指摘なし
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。
）
、収支計画及び資金計画
１．当事務及び事業に関する基本情報
３

財務運営の適正化及び資金の管理及び運用

当該項目の重要度、難易 －
度

関連する政策評価・行政事業レ 行政事業レビューシート事業番号：0141、0142、0144、0146、0147、
ビュー
0163、0171

２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

（参考）

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）

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情
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

第５ 財務内容の改善 第３ 予算（人件費の見 第３ 予算、収支計画及 ◎第３ 予算、収支計画
に関する事項
積りを含む。
）
、収支計画 び資金計画
及び資金計画
及び資金計画

主務大臣による評価

自己評価
評定

Ｂ

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、
当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」
を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目
の評定は、Ｂ評定が２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。
（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目の
項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。
）
中項目の総数：２
評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点
評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点
評価Ｂの中項目数：２×２点＝ ４点
評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点
評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点
（評価対象外：０）
合計 ４ 点（４／４＝100％）

１ 財務運営の適正化

１～３［略］
４ 財務運営の適正化

１～３［略］
４ 財務運営の適正化

○１ 財務運営の適正化

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はいずれもｂ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

中期目標期間におけ
る予算、収支計画及び資
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金計画を適正に計画す
るとともに、効率的に執
行する。

120％未満であることから、評定はＢとした。
小項目の総数：２
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４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 ４点（４／４＝100％）
・収益化単位の業務整理を行うとともに、予算と
実績の管理を行い、業務内容等に応じた適切な区
分に基づくセグメント情報を開示できる体制が
整備されている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし

独立行政法人会計基
準の改訂（平成 12 年２
月 16 日独立行政法人会
計基準研究会策定、平成
27 年１月 27 日改訂）等
により、運営費交付金の
会計処理として、業務達
成基準による収益化が
原則とされたことを踏
まえ、引き続き収益化単
位の業務毎に予算と実
績を適正に管理する。

独立行政法人会計基
準の改訂
（平成 12 年 2 月
16 日独立行政法人会計
基準研究会策定、平成 27
年 1 月 27 日改訂）等に
より、運営費交付金の会
計処理として、業務達成
基準による収益化が原
則とされたことを踏ま
え、引き続き収益化単位
の業務毎に予算と実績
を適正に管理する。

独立行政法人会計基
準（平成 12 年 2 月 16 日
独立行政法人会計基準
研究会策定）等により、
運営費交付金の会計処
理として、業務達成基準
による収益化が原則と
されたことを踏まえ、引
き続き収益化単位の業
務毎に予算と実績を適
正に管理する。

◇（１）収益化単位の業
務毎の予算と実績の適正
な管理
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

＜主要な業務実績＞
「独立行政法人農畜
産業振興機構の運営費
交付金収益化に係る基
準等について」
（平成 28
年３月 31 日付け 27 農畜
機第 5928 号）等に基づ
き、引き続き収益化単位
の業務毎に予算と実績
の管理を行った。

＜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。
引き続き収益化単位
の業務毎に予算と実績
の管理を行うことがで
きた。
＜課題と対応＞
特になし

また、財務内容の一層
また、財務内容の一層
また、財務内容の一層 ◇（２）業務内容等に応 ＜主要な業務実績＞
＜評定と根拠＞
評定
ｂ
の透明性を確保する観 の透明性を確保する観 の透明性を確保する観 じた適切な区分に基づく
令和元年度決算にお 評定ｂ
法人の自己評価は、適当と認められる。
点から、業務内容等に応 点から、業務内容等に応 点から、業務内容等に応 セグメント情報の開示と いて、業務内容等に応じ
令和元年度決算にお
じた適切な区分に基づ じた適切な区分に基づ じた適切な区分に基づ なるよう取り組む
た適切な区分に基づく いて、業務内容等に応じ
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くセグメント情報を開 くセグメント情報を開 くセグメント情報を開 s：取組は十分であり、か セグメント情報の開示 た適切な区分に基づく
示する。
示する。
示する。
つ、目標を上回る顕著な を行った。
セグメント情報の開示
成果があった
を行うことができた。
a：取組は十分であり、か
つ、目標を上回る成果が
＜課題と対応＞
あった
特になし
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
用

資金の管理及び運 ５
用

資金の管理及び運 ５
用

資金の管理及び運 ○２ 資金の管理及び運
用

評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基
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：１
評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点
評定 a の小項目数：０×３点＝ ０点
評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２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 ２点（２／２＝100％）
・事業資金等の法人の保有する資金について、流
動性の確保と元本保全を第一義としつつ、効率的
な運用が行われている。また、資金の管理運用に
関し、理事長を長とする資金管理委員会におい
て、適切な資金管理のための方針決定や実績確認
が行われている。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
特になし
＜その他事項＞
特になし
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資金の管理及び運用
資金の管理及び運用
資金の管理及び運用
「資金管理運用基準」
においては、安全性に十 においては、安全性に十 においては、「資金管理 に基づく、安全性に十分
分留意しつつ効率的に 分留意しつつ効率的に 運用基準」に基づき、安 留意した効率的な運用
行う。
行う。
全性に十分留意しつつ （指標＝毎月２回以上の
効率的に行う。
運用、有価証券による運
（１）事業資金等のうち 用の実施）
流動性の確保が必要な s：取組は十分であり、か
資金については、支払計 つ、目標を上回る顕著な
画に基づき余裕金の発 成果があった
生状況を把握し、主に大 a：取組は十分であり、か
口定期預金による運用 つ、目標を上回る成果が
を毎月２回以上実施す あった
る。
ｂ：取組は十分であった
（２）資本金、事業資金 ｃ：取組はやや不十分で
の一部については、満期 あり、改善を要する
償還の有無、長期運用が ｄ：取組は不十分であり、
可能な余裕金の発生状 抜本的な改善を要する
況を把握し、有価証券に （経済情勢、農畜産業を
よる運用を実施する。
巡る情勢、国際環境の変
化等を踏まえた政策的要
因による影響があった場
合には、これを捨象して
評価する。
）

＜主要な業務実績＞
「資金管理運用基準」に
基づき、事業資金等のう
ち流動性の確保が必要
な資金については、支払
計画に基づき余裕金の
発生状況を把握し、主に
大口定期預金による運
用を毎月２回以上実施
した。
また、資本金、事業資
金の一部については、満
期償還の額や時期、新た
に長期運用が可能な余
裕金の発生状況を把握
し、有価証券による運用
を実施した。

＜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。
支払に必要な資金は、
支払が滞ることなく効
率的に運用した。
また、長期運用が可能
な資金についても、安全
性に留意しつつ有価証
券による効率的な運用
を行うことができた。
＜課題と対応＞
特になし

４．その他参考情報
（資金の保有状況等）
畜産関係の資金として、調整資金 657 億円及び畜産業振興資金 2,736 億円（関連法人等に対する出資金見合等 72 億円を含む。
）
、野菜関係の資金として、野菜生産出荷安定資金 380 億円を令和２年度末で保有
しているが、国庫等から受け入れた事業財源の当期末残高であり、翌年度以降の事業等に充てるため「独立行政法人会計基準」に基づき長期預り補助金等として整理している。
（関連会社等に対する出資）
関連会社等に対する出資は、旧農畜産業振興事業団から承継したものであり、機構法附則第８条及び業務方法書第 252 条に基づき適切に出資に係る株式又は持分の管理を行っている。
これらについては、令和２年５月～９月の間に出資対象である全法人に対して決算ヒアリング等を行い、その経営状況の分析を踏まえ、必要な指導等を行った。
なお、平成 15 年 10 月の独立行政法人化以降、新たな出資は行っていない。
（関連会社等との契約の状況）
関連会社及び関連公益法人等と当機構の間には契約に係る取引はない。
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（目的積立金等の状況）
法人全体

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

前期中期目標期間繰越積立金

令和元年度末

35,612

目的積立金

－

積立金

－

令和２年度末

31,118
－

令和３年度末

令和４年度末
（最終年度）

22,283
－

608

880

351

586

553

2,441

2,608

2,653

351

235

292

14.4

9.0

11.0

うち経営努力認定相当額
運営費交付金債務
当期の運営費交付金交付額(a)
うち年度末残高(b)
当期運営費交付金残存率(b÷a)
（注）金額は、百万円未満四捨五入である。

畜産勘定

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

前期中期目標期間繰越積立金

令和元年度末
870

目的積立金

－

積立金

－

令和２年度末
870

－

令和３年度末

令和４年度末
（最終年度）

870
－

0

75

うち経営努力認定相当額
運営費交付金債務

188

294

200

当期の運営費交付金交付額(a)

793

737

633

188

106

94

23.7

14.4

14.8

うち年度末残高(b)
当期運営費交付金残存率(b÷a)
（注）金額は、百万円未満四捨五入である。

補給金等勘定

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

前期中期目標期間繰越積立金

令和元年度末

27,622

令和２年度末

25,293

17,078

目的積立金

－

－

－

積立金

－

－

－

うち経営努力認定相当額
（注１）金額は、百万円未満四捨五入である。
（注２）当勘定は、運営費交付金は措置されていない。
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令和３年度末

令和４年度末
（最終年度）

野菜勘定

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

令和元年度末

令和２年度末

目的積立金

－

－

－

積立金

－

令和３年度末

354

414

80

162

152

357

489

601

80

83

69

22.4

17.0

11.5

令和４年度末
（最終年度）

うち経営努力認定相当額
運営費交付金債務
当期の運営費交付金交付額(a)
うち年度末残高(b)
当期運営費交付金残存率(b÷a)
（注）金額は、百万円未満四捨五入である。

砂糖勘定

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

令和元年度末

令和２年度末

目的積立金

－

－

－

積立金

－

－

－

令和３年度末

令和４年度末
（最終年度）

うち経営努力認定相当額
運営費交付金債務
当期の運営費交付金交付額(a)
うち年度末残高(b)
当期運営費交付金残存率(b÷a)

60

86

143

926

1,007

1,035

60

27

99

6.5

2.7

9.6

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。

でん粉勘定

（単位：百万円、％）
平成 30 年度末
（初年度）

前期中期目標期間繰越積立金

令和元年度末

2,960

目的積立金

－

積立金

－

令和２年度末
2,960

－

令和３年度末
2,341

－
254

388

15

30

50

311

314

331

15

15

28

4.8

4.8

8.5

うち経営努力認定相当額
運営費交付金債務
当期の運営費交付金交付額(a)
うち年度末残高(b)
当期運営費交付金残存率(b÷a)
（注）金額は、百万円未満四捨五入である。

86

令和４年度末
（最終年度）

