様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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
当該事業実施に係る根拠
森林保険法
（個別法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
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）

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ト
△642,838
△714,889
△480,219
（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
2,274,438
1,205,011
1,198,778
2,114,706
－

1,290,913
29

1,199,466
31

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．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
［森林保険業務］
（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
同上
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
同上
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中長期計画
同左

評価指標
同左
自己評価
評定
Ａ
＜評定と根拠＞
４小項目のうち、A 評定が３項目、Ｂ評定が１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

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
４小項目のうち、A 評定が３項目、B 評定が１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。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
４小項目のうち、A 評定が３項目、Ｂ評定が１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

評定

A

４．その他参考情報
森林保険勘定では、各年度の決算額が予算額を下回っている（平成 28 年度 42％、平成 29 年度 42％、平成 30 年度 31％、令和元年度 40%、令和２年度 47%）。これは、保険金の支払いの発生が予
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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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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－（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
森林保険法
（個別法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
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（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

2,077 件中 1,779 件中 1,865 件中 1,467 件中 1,194 件中 予算額（千円）
2,640,653
418 件
465 件
625 件
368 件
443 件 決算額（千円）
1,541,336
（20%）
(26%）
(34%）
(25%）
(37%） 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 △642,838
コスト（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
－

2,274,438
1,205,011
1,198,778
2,114,706
－

1,290,913
29

1,199,466
31

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

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 ※本欄の丸数字は下欄の主要な業務実績等欄との対応比較のため、便宜上追記したものである。
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、
（①）必要な人材の確保、
（②）事務の簡素化、
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 システム化による各種手続の効率化、
（③）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
の向上を図る。
務実施体制の強化や（④）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
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 図る。
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 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、
（⑤）保険金の支払
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 いの迅速化に向けた取組の目安として、損害実地調査については、林道崩壊や積雪等により早期の調
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。 査が困難な場合、干害等において枯死していることを確定する上で経過観察のため一定の期間が必
要な場合など、損害実地調査終了までに時間を要する特段の要因がない場合は、基本的に損害発生通
知書を受理してから調査終了までを 3 ヶ月以内とする。
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。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
評定
Ａ
「
（①）必要な人材の確保」については、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 ＜評定と根拠＞
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

目的として、平成 28 年度から、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継続的に採用するとともに、森
中長期計画における計画事項については、確実に実施
林保険業務を継続して円滑に進めることを目的として、平成 30 年度１名、令和元年度２名、令和 2 年度 1 名計 4 名の新規職員を採用した。
した。
「
（②）事務の簡素化、システム化による各種手続の効率化」については、事務の簡素化、各種手続の効率化を目的として、平成 28 年度から、 まず、
「事務・業務の総点検に関する検討委員会」にお
委託先を対象とした森林保険推進戦略ブロック会議や全国担当者会議等を通じて、委託先における事務の実態や森林所有者の利便性の向上に向け いて、森林保険業務が抱える課題の対応策を検討し、85
た課題を把握するとともに、これらに基づいて、規程改正、マニュアル改正、森林保険業務システムの改修を実施した。改正、改修内容について 件の事務・業務の改善等を行った。また、令和元年度に
は、全国担当者会議や各種研修を通じて委託先に周知徹底を行った。また、平成 29 年度に、理事を筆頭に林野庁担当官を含めた「事務・業務の 設置した「事務・業務改善推進委員会」では、事務改善
総点検に関する検討委員会」を設置・開催し（平成 29 年度：３回、平成 30 年度：４回）
、森林保険業務が抱える課題の抽出及びその解決に取り 事項について検討し、令和 2 年度も引き続き事務・業務
組み、令和２年度末までに 85 件の事務・業務の改善等を行った（未解決課題は担当部課等で継続検討し定期的にフォローアップ）
。令和元年度に の改善に取り組んだ。
検討委員会の後継として設置した「事務・業務改善推進委員会」では、令和元年度及び令和 2 年度に委員会を各 2 回開催し、職員の自主的な改善 さらに、森林保険センター内の引受事務処理期間の改
取組事項の共有及び職員からの改善提案事項に関する検討を行い、提案をもとに各種マニュアル等の共有方法・手順の改善を行うなどの事務・業 善（５営業日以内）や年間 2 万件以上に及ぶ森林保険証
務の改善に取り組んだ。さらに、森林保険センター内の引受事務について、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 書の発行に電子印影を導入するなどにより事務処理の
理期間にばらつきがあったものを、事務手順を見直して効率化を図ることにより５営業日以内で確実に行うよう改善するとともに、年間 2 万件以 大幅な効率化・迅速化を図ったほか、旧国営保険証書の
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、事務処理の大幅な効率化・迅速化を図ったほか、旧国営保険証書の電子化及び森林保険 電子化及び森林保険業務システムへの組込による検索・
業務システムへの組込による検索・閲覧機能の付与により、支払い等に係る契約者・被保険者からの問合せにも即応できるようにした。
閲覧機能の付与により、支払い等に係る契約者・被保険
者からの問い合わせにも即応可能となるなどの効率化
「
（③）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行体制の強化」については、業務実行体制の強化を目的として、平成 28 年 を実現することで、被保険者のサービス向上につながっ
度から、引受・管理業務、填補業務に関するマニュアルを毎年度見直した。平成 29 年度に、委託先における契約変更等の書類作成能力の向上を た。
図るため、契約管理業務に係る窓口対応業務マニュアルを作成した。また、平成 28 年度から業務講習（34 回）
、平成 29 年度から初任者研修（6
以上のほか、必要な人材の配置、填補業務のマニュア
回）
、平成 30 年度から全国担当者会議（３回）
、中級者研修（３回）
、ドローン技術講習（９回）を新設するなど、ニーズに応じた研修を実施した。 ル改正、業務講習及びドローン技術講習の実施による委
なお、令和 2 年度の研修等の実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりの時期・集合形式での実施が困難な状況下 託先の知識・技術の向上等の各般の取組を実施したこと
において、委託先の保険業務に支障を来さないよう取り組むこととし、5 月開催予定であった全国担当者会議については集合形式での開催効果が で、大きな自然災害が続く中においても、損害発生通知
大きいため２度の延期等の調整を図った。しかしながら、なお開催困難な状況が続いたことからライブ配信及び開催後のフォローアップに切り替 が受理されてから３ヶ月以内に損害調査を終えた割合
え実施（10 月）した。また、初任者研修、中級者研修においても集合研修での実施が困難となったことから、担当職員が作成したシステム操作手 は、期間全体を通じて 28%と基準値（25%）を上回った。
順等の研修動画を DVD 教材として全委託先に配布し視聴いただいた。さらに、業務講習、ドローン技術講習においても、例年、年度前半からの
開催としていたものを年度後半に組み直して、8 箇所（業務講習 5 箇所、ドローン技術講習 3 箇所）で開催し、円滑な保険業務に資することがで これらに加えて、中長期計画を上回る事項として以下
きた。このほか、令和元年度、令和 2 年度に委託先の要望や実態に応じた個別指導（令和元年度：10 回、令和 2 年度:１回）を行った。
の取組を実施した。
「
（④）迅速な保険金支払い等の取組を推進」については、迅速な保険金の支払い等を目的として、平成 28 年度に、森林保険センター内におけ 審査手順等を再検討し、保険金の支払いを月 1 回から
る審査書類のチェック表の一部を簡略化するとともに、平成 29 年度に、委託先に対し書類不備をチェックする自己チェック表や進捗管理表を作 2 回に変更することにより、支払いの迅速化を図った。
成し配布した。また、現地調査における迅速化等を図るため、平成 28 年度から、業務講習等において、調査人員の確保や調査手法の効率化等を 契約者等から要望等のあった、引受条件の見直しにつ
内容とする規程改正の説明を行った。
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、
「
（⑤）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」については、上記の取組によって、大きな自然災害が続く中におい 混乱が生じることなく、運用することができた。
ても、損害発生通知書が受理されてから 3 ヶ月以内に損害調査を終えた割合は、平成 28 年度 20%、平成 29 年度 26%、平成 30 年度 34%、令和 災害救助法を適用された市町村及び新型コロナウイ
元年度 25%、令和 2 年度 37％であり、期間全体を通して 28%と基準値 25%を上回った。
ルス感染症に係る緊急事態宣言下の都道府県における
満期契約の特例等措置を行い、被災地域等の被保険者へ
（中長期計画を上回る取組）
のサービス向上を図った。
保険金の支払いは、これまで月１回であったが、令和元年度から、月２回払いを開始し、迅速な支払いに努めた。
UAV の活用に関しては、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、UAV の貸出しや
平成 28 年度に、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 現地における委託先への指導等に取り組んだ結果、平成
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の導入について森林保険セ 30 年度は UAV を活用した損害調査報告書の提出が、福
ンター統合リスク管理委員会等からの意見を聴取した。その後、引受条件改定案を作成し、農林水産省国立研究開発法人審議会林野部会で審議さ 岡県、鹿児島県の２森林組合連合会のみであったが、令
れた。平成 29 年度には、平成 28 年度の検討を踏まえた引受条件に関する規程改正について、森林保険センター統合リスク管理委員会の審議を経 和元年度は、神奈川県、石川県、鳥取県、福岡県、鹿児
て改正し、平成 30 年度には、改正した引受条件（以下「改定商品」という。
）の内容を森林保険センター統合リスク管理委員会において説明し確 島県の 5 森林組合連合会、そして令和 2 年度は、福岡
認いただいた。また、令和元年度及び令和 2 年度は、平成 31 年 4 月より適用した「改定商品」の運用状況等について説明し確認いただいた。
県、鹿児島県に加え、新たに長野県、島根県の森林組合
さらに、平成 30 年度には、
「改定商品」の内容を広く周知するために委託先職員を対象とした会議や、公有林会議、地方自治体への訪問のほか、 連合会からも提出があり、全国的な広がりを見せている
次年度に円滑に「改定商品」が運用できるようシステムの切替、システム操作習熟のための委託先への指導を行い、平成 31 年 4 月より「改定商 （UAV を活用した損害調査報告書の提出に取り組んだ
。UAV を活用した損害調
品」を適用した。令和元年度及び令和 2 年度においても「改定商品」を円滑に運用するために会議、研修における周知・指導を行ったほか、委託 委託先の累計：令和２年度７）
先からの要望を受けて個別指導も行った。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、 査の実績が増加し、撮影手法やデータ処理手法等が委託
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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及び新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言下の都道府県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（平成 28～令和２年度：19 回）行い、被災地域等の被保険者へのサービス向上を図った。

先に浸透してきており、今後の支払いの迅速化等に向け
た新たな調査手法を確立するとともに、普及段階へ移行
させることができた。
加えて、令和 2 年度は、九州北部豪雨の被害地調査に
固定資産税調査用航空写真を活用することによって支
払いを開始した。
平成 27 年度から森林保険業務と研究開発業務が連携
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、一定の研究成果を得ることが
でき、令和元年度に都内で開催したシンポジウムにおい
て成果を発表した。また、平成 29 年度には森林保険制
度創設 80 周年シンポジウムを開催した。こうした取組
により森林保険に対する理解が深まる等の成果が得ら
れた。
さらに、令和 2 年度からは、これまでの研究成果を更
に進展させるために、新たな研究連携事業を開始した。

平成 30 年度に UAV（ドローン）の活用に関して手引きを作成し、令和元年度にその改定を行うとともに、実務マニュアルも作成した。さら
に、ビデオ教材を作成し、業務講習で活用（令和元年度）したほか、大規模な被害が発生した地域の損害調査用として UAV を委託先に迅速に貸
し出すとともに、現地指導を積極的に行った。このほか、平成 30 年度には、森林総合研究所への委託研究の成果として、
「写真で見る林木の気象
害と判定法」を刊行し、委託先での活用を進めた。
平成 29 年度から、迅速かつ効率的な損害調査を実現するため、新たに UAV を活用した損害調査について研究開発業務等と連携して実証実験
を行った。また、平成 30 年度に、九州北部豪雨により甚大な被害を受けた福岡県朝倉市において、UAV を調査員の安全を確保しつつ林道等の復
旧を待たずに損害調査に活用し、迅速に保険金を支払うことができた。UAV を活用した損害調査報告書の提出については、平成 30 年度は、福岡
県、鹿児島県の２森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 森林組合連合会から、そし
て令和 2 年度は、福岡県、鹿児島県に加え新たに長野県、島根県の森林組合連合会からも提出があり、全国的な広がりを見せている（UAV を活
用した損害調査報告書の提出に取り組んだ委託先の累計：令和２年度７）
。UAV 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することができた。
加えて、令和２年度は、九州北部豪雨の被害地調査に固定資産税調査用航空写真を活用することによって支払いを開始した。
UAV 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る技術を開発するため、令和元年度は大阪府 以上により、中長期計画を、計画を上回る実績をもっ
て達成したことから、
「Ａ」評定とした。
内で、令和 2 年度は千葉県内で、研究開発業務等と連携し実証実験を実施した。
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、森林保険業務と研究開発業務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、気象災害を特定する要素となる損害調査データ等を研究開発業務に提供した結果、風害、冠雪害、
林野火災の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、令和元年度に、その成果報告の場として、都内で、気象害リスク評価シンポジウムを開催し（来
場者約 150 名）
、森林保険関係者及び森林・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。令和 2 年度にはシンポジウム開
催サイトを拡充し、各研究成果の幅広い情報提供に努めた。このほか、平成 29 年度には森林保険制度創設 80 周年を記念したシンポジウムを開催
して（来場者約 200 名）
、森林保険の普及等に努めた。森林気象害リスク評価シンポジウムのアンケート結果によれば、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。
令和 2 年度からは、これまでの研究成果を、更に進展させるために「気象害の発生プロセス解明に基づく気象害リスク評価手法の高度化」に取
り組んでいるところである。

＜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
わたっており、UAV による撮影が困難な箇所も多数あ
り、損害調査の対象森林が限定されること、また、職員
の手作業による詳細の確認に、相当の期間を有している
ことが課題となっている。
このようなことから、更なる迅速かつ広域での損害調
査の実施による保険金の早期支払いに向け、UAV 以外
で撮影した空中写真等の活用、大規模水害の発生に伴う
地形変化が生じたと想定される箇所についてソフトウ
エアを利用し的確に判読する手法の開発を行う必要が
ある。

以上により、中長期計画を上回る実績をもって達成した。
主務大臣による評価
（見込評価）
評定
Ａ
＜評定に至った理由＞
引受処理期間の見直しや保険証書用の電子印影の導入による事務処理の効率化等、中長期計画に従った取組が着実に実績をあげているほか、大規模な自然災害が続いている中で、保険金の月１回から
２回払いへの変更による支払いの迅速化、研究開発業務とも連携した損害調査迅速化のためのＵＡＶの活用など計画を上回る取組の成果も出てきている。
以上のとおり、中長期目標を上回る取組を行い、被保険者へのサービスの向上を実現していることから「A」と評定した。
（期間実績評価）
評定
A
＜評定に至った理由＞
引受処理期間の見直しや保険証書用の電子印影の導入による事務処理の効率化等、中長期計画に従った取組が着実に実績をあげているほか、大規模な自然災害が続いている中で、保険金の月１回から
２回払いへの変更による支払いの迅速化、研究開発業務とも連携した損害調査迅速化のためのＵＡＶの活用や固定資産税調査用航空写真を活用するなど計画を上回る取組の成果も出ている。
以上のとおり、中長期目標を上回る取組を行い、被保険者へのサービスの向上を実現していることから「A」と評定した。
４．その他参考情報
森林保険勘定では、各年度の決算額が予算額を下回っている（平成 28 年度 42％、平成 29 年度 42％、平成 30 年度 31％、令和元年度 40%、令和２年度 47%）。これは、保険金の支払いの発生が予
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－（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
当該事業実施に係る根拠
森林保険法
（個別法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
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
季刊誌の発行 4 回以上
4回
／年
パンフレット
5 万枚
の配布・設置

業務講習会の
開催

6 回以上
／年

7回

29 年度
4回

30 年度
4回

元年度
4回

２年度
４回

・森林保険に関 ・森林保険に関 ・森林保険に関
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 万枚
・商品改定に関
するパンフレッ
ト：10 万枚
8回
8回
６回

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）
2,640,653 2,514,840 2,464,191 2,136,036
決算額（千円）
経常費用（千円）
経常収益（千円）

11 回

1,541,336
1,606,201
2,331,546
△642,838
行政サービス実施コ
スト（千円）

1,463,686
1,448,057
2,190,295
△714,889

24

26

行政コスト（千円）
従事人員数

－

－

1,702,911
1,566,829
2,073,876
△480,219
－

28

２年度
2,274,438

1,282,794
1,290,762
2,086,064
－

1,205,011
1,198,778
2,114,706
－

1,290,913
29

1,199,466
31

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

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 ※本欄の丸数字は下欄の主要な業務実績等欄との対応比較のため、便宜上追記したものである。
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。
① (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
最新情報等を分かりやすく配信する。
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
② (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
幅広く配布・設置する(3,000 箇所以上設置）
。
等を幅広く配布・設置する(3,000 箇所以上設置）
。
③ 関係諸機関と連携し、少なくとも 3 年に 1 度は各都道府県で 1 回ずつ開催することを念頭に、都
道府県、市町村及び大規模森林所有者向けの説明会等を全国的に行うなど効果的な普及活動を実施 ③ (③)関係諸機関と連携し、少なくとも 3 年に 1 度は各都道府県で 1 回ずつ開催することを念頭
に、都道府県、市町村及び大規模森林所有者向けの説明会等を全国的に行うなど効果的な普及
する（年 15 回以上実施）
。
活動を実施する（年 15 回以上実施）
。(①④)また、森林施業を担う林業経営体等に対する説明
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
会やインターネットを活用した情報提供等も積極的に行う。
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
④ (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
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）
。
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
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・年間当たりの広報媒体配布先数
・年間当たりの主要な契約対象者向けの普及活動等の実施回数
・年間当たりの森林保険の窓口対応者（森林組合系統）の能力向上を図る研修等の実施回数
・加入率の状況

自己評価
評定
Ａ
森林保険の加入促進に向けた継続的な取組のため、平成 27 年 9 月に策定した森林保険加入促進戦略に基づき、各取組を推進（平成 28～29 年 ＜評定と根拠＞
度）するとともに、加入促進に向けた方針を定期的に見直し・作成（平成 30～令和２年度）した上でこれに即した戦略的な取組を推進した。主
中長期計画における計画事項については、確実に実施
な取組実績は以下のとおりである。
した。
季刊誌の読者や森林気象害のリスク評価シンポジウ
「
（①）ホームページの随時更新や広報誌の年 4 回以上の発行等を通じ、森林所有者や森林経営計画作成者等に森林保険の概要や最新の情報等 ムの参加者から非常に高い評価を得ることができた（ア
をわかりやすく発信する」については、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をわかりやすく提供することを目的と ンケート結果等）
。
して、ウェブサイトへの情報掲載を随時行い、季刊誌「森林保険だより」を毎年度４回（平成 28～令和２年度）発行したほか、
「森林保険通信」 加入促進については、森林保険を取り巻く諸情勢を踏
（平成 28 年度 6 回、平成 29 年度 12 回、平成 30 年度 7 回、令和元年度９回、令和２年度 12 回）の発行を通じて森林保険に関する情報提供を行 まえ、前年度の取組を評価分析した上で、新規加入を確
った。令和元年度からは「森林保険だより」を一般向けに、
「森林保険通信」を委託先向けにする編集方針を明確にするとともに誌面を充実した 保するための新たな需要の掘り起こしや継続加入の促
ことにより読者から好評を得た。また、広報誌等の記事やパンフレット・ポスター、森林保険に関する各年度の統計資料、平成 31 年 4 月からの 進などの取組を検討し内容の強化に努めてきた。
商品改定に係る説明、災害に係る対応、研究開発業務と森林保険業務が連携して取り組んできた森林気象災に関する研究成果等をウェブサイトに 新規加入対策では、これまで実績の少ない素材生産業
随時掲載を行った。さらに、平成 30 年度から広告掲載を拡大した（掲載回数：平成 30 年度 15 回、令和元年度 10 回、令和２年度７回）
。このほ 者等の民間企業に対する加入促進策として、トップセー
か、平成 27 年度から森林保険業務と研究開発業務が連携して取り組んできた「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 ルスにより、各地域において他者の追随・波及を期待で
場として、都内において公開シンポジウムを開催（令和２年２月、来場者約 150 名）し、森林保険関係者及び森林・林業関係者等へ幅広い普及・ きるような 19 業者（北海道 6 件、東北 6 件、関東１件、
啓発を行い、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と回答するなど好評を得た。令和 2 年度においても引き続き、シ 近畿１件、九州 5 件）をはじめとする新規契約を獲得し
ンポジウム開催サイトを拡充して研究成果の幅広い情報提供を行うとともに、季刊誌「森林保険だより」
、林野庁の中央展示により継続して情報 た。このほか、令和元年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
発信を行った。
が先行している市町村等に対する加入促進を行い、これ
「
（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 まで経営管理権集積計画を作成した市町村の多くで計
設置）
」については、森林保険への周知及び加入促進を図ることを目的として、パンフレット（平成 28 年度 5 万部、平成 29 年度 15 万部（うち商 画に森林保険への加入に関する記載がなされるなど成
品改定分 10 万部）
、平成 30・令和元年度各 16 万部）やポスター（平成 28～29 年度各 6,000 部、平成 30～令和 2 年度各 5,000 部）を作成し、林 果が出ている（令和 3 年 3 月末現在、経営管理権集積計
野庁、森林組合系統、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。また、加入促進物品として、利用頻度が高く宣伝 画を公告した 113 市町村のうち、計画に森林保険を記載
効果の大きいクリアファイル（再生 PET 使用、令和元・２年度）
、トートバッグを製作（令和元年度）し、パンフレット等と併せて森林保険の加 した市町村は 78 となり、これまでに 10 市町、１市の林
。
入促進への活用を行った。また、令和２年には、国産材マグネットを新たに製作し、これまでに製作した各種物品やパンフレットと併せて森林保 業経営者２業者の保険成約）
継続加入の促進については、継続加入率の低い都道府
険の加入促進の際、活用した。
県、市町村、個人契約を中心に取り扱う森林組合を個別
「
（③）関係諸機関と連携し、少なくとも 3 年に 1 度は各都道府県で 1 回ずつ開催することを念頭に、都道府県、市町村及び大規模森林所有者 に訪問して、加入促進活動を行った結果、継続率は平成
向けの説明会等を全国的に行うなど効果的な普及活動を実施する（年 15 回以上実施）
」については、森林保険の効果的な普及活動を目的として、 27 年度の 63%から令和 2 年度は 76％と中期的には向上
森林保険センターが毎年度作成した「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組合担当者会議（平成 28～令和 2 年度説明会 46 している。
回）
、公有林会議（平成 28～令和 2 年度説明会８回）に出席し、リスクマネジメントの指導や PDCA を意識した森林保険への戦略的な加入促進 また、研修等の実施に関しては、業務講習会（全国担
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都道府県、市町村への個別訪問を実施し、市町村有林の森林保険への加入要 当者会議、初任者研修、中級者研修、業務講習、ドロー
請や森林保険の加入のために必要な予算獲得要請等を行った（平成 28～令和 2 年度個別訪問 195 回）
。また、森林保険センターの幹部を含む職員 ン技術講習）を実施した。
が林業関係団体、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（説明会８回）等の場に積極的に出向き、森林保 このように、計画にない幅広い加入促進活動や林野行
政の新たな展開を捉えた加入促進対策に積極的に取り
険の重要性を説明し、加入促進活動に取り組んだ。
新規加入対策については、森林保険の加入状況等を踏まえつつ、自然災害の発生状況、森林・林業・木材産業を取り巻く動向等を見ながら新た 組んだ。
な需要の掘り起こしに取り組んできており、毎年、前年度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 これにより、加入率は下げ止まりの傾向にあり（R1：
ーゲットを設定し、重点的に加入促進活動を実施している。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り、19 業者等の新規契約を 7.8％→R2：7.5％）
。今中長期目標期間以前の加入率は、
獲得した。
23.1％減（H23：12.1％→Ｈ27：9.3％）であったのに対
（重点的に実施してきた主な加入促進活動（個別訪問）
）
し、今期は 15.7％減（Ｈ28：8.9％→R2：7.5％）に抑え
ア）公有林を所有している都道府県及び市町村（平成 28～令和 2 年度 195 自治体）
られている。
イ）民間企業
（平成 28～令和 2 年度 92 業者→成約 19 業者）
ウ）大学演習林
（平成 29～令和 2 年度 11 大学→成約２大学）
以上により、中長期計画を上回る実績をもって達成し
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

エ）寺社有林
（平成 30・令和元年度 ９寺社）
たことから、
「Ａ」評定とした。
オ）森林経営管理制度に先進的に取り組んでいる自治体等（令和元年度に導入された制度への対応）
（平成 30 年度～令和 2 年度 122 自治体等）
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局主催の事業説明会等に参加し、購入立木 ＜課題と対応＞
への保険加入等、森林保険の活用を要請した（平成 30～令和 2 年度説明会 12 回）
。
森林保険について、着実な推進と成長産業化を目指す
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 林業の安定経営等に一層貢献するため、継続的な加入促
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 進が必要である。このため、加入率低下の原因となって
を説明し（平成 30～令和 2 年度説明会 61 回）
、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 いる継続契約の減少を更に抑制するため、これまで行っ
国キャラバンを組み積極的な説明を行った（平成 30～令和 2 年度個別訪問 79 自治体等）
。この結果、これまでに経営管理権集積計画を作成・公 てきた加入促進活動の成果を分析し、より効果の高い対
告した 113 市町村のうち、計画に森林保険の記載を盛り込んだ市町村は 78 となった。保険契約については、令和元年度に初めて１市で結ばれ、 策を検討・実施する必要がある。
令和２年度に９市町及び１市の林業経営者２業者で結ばれた。
このほかの新規加入対策としては、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（平成 28～令和 2 年度説明会 24 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
」を活用し、各種加入促進活動を行った。また、
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（平成 30 年度）
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。継続率は平成 27 年度の 63%から令和 2 年度の 76％へと中期的には向上しているため、継続契約対策を引き続き実施した。
さらに、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（平成 28～令和 2 年度）
。
なお、令和２年度の普及活動の実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議、研修等の実施日程が中止となる中、林野
庁や都道府県等が開催する各種会議、研修に可能な限り参加し、森林保険センターから森林保険の重要性、必要性等についての説明を行ったほか、
都道府県、市町村、協議会・公社等を可能な限り個別訪問し、森林保険の説明や活用についての働きかけを行った。また、会議への出席や訪問が
困難なケースにおいては電話やメール、郵便を駆使して要請を行った。
「
（④）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）
。
」については、森林所有者に対し適切なサービスの提供を促進することを目的として、県森林組合連合会等の業務の質の向
上を目的に、県森林組合連合会等を対象に、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た上で、森林保険業務
の能力向上を図る講習（業務講習）を令和元年度までは毎年度 6 回以上実施し、令和 2 年度は、5 回実施した（平成 28～令和 2 年度 34 回）
。こ
のほか、初任者研修（平成 29～令和 2 年度 6 回）
、中級者研修（平成 30～令和 2 年度３回）
、ドローン技術講習（平成 30～令和 2 年度 9 回）を実
施した。さらに、森林保険推進戦略ブロック会議（平成 28、29 年度）
、森林保険全国担当者会議（平成 30 年度～）を通じて加入促進に係る課題
や重点的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なサービス提供を促進した。また、
毎年度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入促進のための説明会を行った（平成 28～令和 2 年度 52 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（令和 2 年度 8 回）も行った。
なお、令和２年度の研修等の実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりの時期・集合形式での実施が困難な状況下
において、委託先の保険業務に支障を来さないよう、全国担当者会議については、ライブ配信に切り替え実施（10 月）した。また、初任者研修、
中級者研修においても各担当職員が作成したシステム操作手順等の研修動画を DVD 教材として全委託先に配布し視聴いただいた。さらに、業務
講習、ドローン技術講習においても、8 箇所（業務講習 5 箇所、ドローン技術講習 3 箇所）で実施した。この結果、研修等の実施に関しては、業
務講習会（全国担当者会議、初任者研修、中級者研修、業務講習、ドローン技術講習）を 11 回実施することができた。
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ており、中長期計画に加え、計画にない幅広い取組や林野行政の新たな展開
を踏まえた取組等を行った。
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→H30：
22 千 ha）や間伐面積（H24：368 千 ha→H27：341 千 ha→H30：269 千 ha）等に左右される（出典：森林・林業統計要覧 2020）
。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（R1：7.8％→R2：7.5％）
。前中期目標期
間の加入率は、23.1％減（H23：12.1％→Ｈ27：9.3％）であったのに対し、今期は 15.7％減（Ｈ28：8.9％→R2：7.5％）に抑えられている。
以上により、中長期計画を上回る実績をもって達成した。
主務大臣による評価
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中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

（見込評価）
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、中長期計画に従った取組が計画を上回って実施されており、令和２年度も確実に実施される予定である。また、近年経営規模の拡大が進む素材生産業
者や継続率の低い市町村等、ターゲットを明確にしながら加入促進対策を進め、加入率を下げ止まり傾向とするとともに、森林経営管理制度における活用の市町村に対する働きかけを実施し、一定の成
果を出している。
以上のとおり、新たな需要の掘り起こしや継続率を踏まえた対策の重点化、林野行政の新たな展開をとらえた対策の実施等、中長期目標を上回る取組を実施していることから「A」と評定した。
＜審議会の意見＞
森林保険の加入率について、齢級区分別の算出等、加入促進の取組成果がわかりやすくなるような加入率の算出・評価方法を検討されたい。
（期間実績評価）
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、中長期計画に従った取組が計画を上回って実施され、近年経営規模の拡大が進む素材生産業者や継続率の低い市町村等、ターゲットを明確にしながら
加入促進対策を進め、加入率を下げ止まり傾向とするとともに、森林経営管理制度における活用の市町村に対する働きかけを実施し、保険成約に結びつけるなど一定の成果を出している。
以上のとおり、新たな需要の掘り起こしや継続率を踏まえた対策の重点化、林野行政の新たな展開をとらえた対策の実施等、中長期目標を上回る取組を実施したことから「A」と評定した。
４．その他参考情報
森林保険勘定では、各年度の決算額が予算額を下回っている（平成 28 年度 42％、平成 29 年度 42％、平成 30 年度 31％、令和元年度 40%、令和２年度 47%）。これは、保険金の支払いの発生が予
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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中長期目標期間評価（期間実績評価） 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
当該事業実施に係る根拠
森林保険法
（個別法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
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
委員会での検 １回以上／年
３回
討回数

29 年度
１回

30 年度
１回

元年度
１回

２年度
１回

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
2,274,438
1,205,011
1,198,778
2,114,706
－

1,290,913
29

1,199,466
31

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

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 ※本欄の丸数字は下欄の主要な業務実績等欄との対応比較のため、便宜上追記したものである。
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、
（①）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、
（②）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。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
評定
Ａ
「
（①）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う」については、保険運営の安定性の確 ＜評定と根拠＞
保、被保険者へのサービスの向上を目的として、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（以下「統合リスク管理委員会」と 中長期計画における計画事項については、確実に実施
いう。
）の場で毎年度１回以上検討を行った。このほか、役員を含めた森林保険運営会議を毎年度開催し引受条件の見直しの必要性についても検 した。
討を行った。
令和元年度より、①齢級によるリスクの違いによる保
「
（②）必要に応じて引受条件の見直しを行う」については、保険運営の安定性の確保、被保険者へのサービスの向上を目的として、平成 28 年 険料率への適切な反映及び保険料率見直し期間のルー
度に、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 ル化、②継続割引及び花粉症対策苗木割引の新設、③長
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の導入について統合リスク管理委員会等 期割引率の見直し、④保険期間の始期日を統一できる仕
からの意見を聴取した。その後、引受条件改定案を作成し、農林水産省国立研究開発法人審議会林野部会で審議された。平成 29 年度には、平成 組みを導入した「改定商品」の引受を開始した。このほ
28 年度の検討を踏まえた引受条件に関する規程改正について統合リスク管理委員会の審議を経て改正し、平成 30 年度には、改正した引受条件 か、
「改定商品」が運用できるようシステムの切替、シス
（以下「改定商品」という。
）の内容を統合リスク管理委員会において説明し確認いただいた。また、令和元年度、令和 2 年度は、平成 31 年 4 月 テム操作習熟のため委託先への指導等を行った。契約者
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

より適用した「改定商品」の運用状況等について説明し確認いただいた。
さらに、
「改定商品」の内容を広く周知するために委託先職員を対象とした会議や、公有林会議、地方自治体への訪問のほか、次年度に円滑に
「改定商品」が運用できるようシステムの切替、システム操作習熟のための委託先への指導を平成 30 年度に行い、平成 31 年 4 月から「改定商
品」を適用した。令和元年度においても「改定商品」を円滑に運用するために会議、研修における周知・指導を行ったほか、委託先からの要望を
受け個別指導も行った。なお、令和 2 年度においては、研修等の実施に際して、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりの時期・集
合形式での実施が困難な状況下で、委託先の保険業務に支障を来さないよう、5 月開催予定の全国担当者会議については延期及び開催方法の転換
の検討を重ねた上で、ライブ配信に切替え実施（10 月）した。初任者研修、中級者研修についても集合研修での実施が困難となったことから、森
林保険業務担当職員が作成したシステム操作手順等の研修動画を DVD 教材として全委託先に配布し視聴いただいた。
このように、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、混乱なく運用できた。
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ョンの保守、改修を行うとともに、関係
システムの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。
以上により、中長期計画を上回る実績をもって達成した。

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、混乱なく運用で
きた。
さらに、関係システムのセキュリティを確保するため
のシステム基盤の運用、保守等を行った。
以上により、中長期計画を上回る実績をもって達成し
たことから、
「Ａ」評定とした。
＜課題と対応＞
森林保険について、着実な推進と成長産業化を目指す
林業の安定経営等に一層貢献するため、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
（見込評価）
評定
Ａ
＜評定に至った理由＞
外部有識者を含めた統合リスク管理委員会や森林保険運営会議において引受条件の見直しの検討を行い、中長期計画に従った取組が着実に実施されており、令和２年度も確実に検討が実施される予定
である。また、平成 29 年度に契約者等から要望等のあった多岐に亘る引受条件の改定（改定商品）を行い、平成 31 年４月より適用している。
以上のとおり、中長期目標を着実に達成する見込みであることに加え、契約者等からの要望等を踏まえた引受条件の見直しを精力的に行い、中長期目標を上回る取組を行ったことから「A」と評定し
た。
（期間実績評価）
評定
A
＜評定に至った理由＞
外部有識者を含めた統合リスク管理委員会や森林保険運営会議において引受条件の見直しの検討を着実に行い、平成 29 年度に契約者等から要望等のあった多岐に亘る引受条件の改定（改定商品）を
行い、平成 31 年４月より適用し混乱なく運用した。
以上のとおり、中長期目標を着実に達成したことに加え、契約者等からの要望等を踏まえた引受条件の見直しを精力的に行い、中長期目標を上回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
森林保険勘定では、各年度の決算額が予算額を下回っている（平成 28 年度 42％、平成 29 年度 42％、平成 30 年度 31％、令和元年度 40%、令和２年度 47%）。これは、保険金の支払いの発生が予
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。

97

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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
当該事業実施に係る根拠
森林保険法
（個別法条文など）
国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第２項
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
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

元年度
２回

２年度
２回

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
2,274,438
1,205,011
1,198,778
2,114,706
－

1,290,913
29

1,199,466
31

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

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間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 ※本欄の丸数字は下欄の主要な業務実績等欄との対応比較のため、便宜上追記したものである。
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、
（①）外部有識者等に
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 より構成される統合リスク管理委員会を年２回以上開催し、
（②）森林保険業務の財務状況やリスク
専門的に点検する。
管理状況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。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
評定
Ｂ
「
（①）外部有識者等により構成される統合リスク管理委員会を年２回以上定期的に開催」については、財務の健全性及び適正な業務運営の確 ＜評定と根拠＞
保を目的として、平成 28 年度に 3 回、平成 29 年度に 2 回、平成 30 年度に 2 回、令和元年度に 2 回、令和２年度に２回実施した。
中長期計画における計画事項については、確実に実施
した。
「
（②）森林保険業務の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検」については、財務状況やリスク管理状況を専門的に点検することを目的と
して、森林保険センター統合リスク管理員会において、平成 28 年度から令和２年度までの毎年度、積立金の規模の妥当性の検証等について点検 外部有識者を含む森林保険センター統合リスク管理
した。点検の結果、毎年度、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ることができた。
委員会を開催し、専門的な見地からの点検の結果、財務
さらに、役員を含めた森林保険運営会議を毎年度定期的に開催し、森林保険業務の財務上、業務運営上の課題について対応策を検討することに の健全性及び適正な業務運営は確保されているとの結
より、保険業務の効率的・効果的な運営に努めた。
論を得ることができた。
また、その他、以下の取組を行った。
上記委員会とは別に、森林保険運営会議を開催し、保
損害評価事務の適正の確保を目的として、森林保険審査第三者委員会を毎年度１回開催した。
険業務の効率的・効果的な運営に努めた。
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

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及び森林保険センター統合リスク管理委員会で点検を行ったソルベン 加えて、森林保険審査第三者委員会を開催し、損害評
シー・マージン比率について、ウェブサイトで公表した。
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員
以上により、中長期計画を達成した。
会で点検を行ったソルベンシー・マージン比率をウェブ
サイトで公開し、森林保険運営の透明性を図った。
以上により、中長期計画を、計画どおり達成したこと
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
スの一層の高度化に努める必要がある。

主務大臣による評価
（見込評価）
評定
B
＜評定に至った理由＞
統合リスク管理委員会や財務上、業務運営上の課題について役員を含めて検討する会議において、財務の健全性及び適正な業務運営の確保に努めるなど、中長期計画に従った取組が着実に実施されて
おり、令和２年度も確実に実施される予定である。また、ソルベンシー・マージン比率を公開するなど森林保険運営の透明性の向上を図った。
以上のとおり、中長期目標を着実に達成する見込みであることから、
「B」と評定した。
（期間実績評価）
評定
B
＜評定に至った理由＞
統合リスク管理委員会や財務上、業務運営上の課題について役員を含めて検討する会議において、財務の健全性及び適正な業務運営の確保に努めるなど、中長期計画に従った取組を着実に実施した。
また、ソルベンシー・マージン比率を公開するなど森林保険運営の透明性の向上を図った。
以上のとおり、中長期目標の達成が認められることから、
「B」と評定した。
４．その他参考情報
森林保険勘定では、各年度の決算額が予算額を下回っている（平成 28 年度 42％、平成 29 年度 42％、平成 30 年度 31％、令和元年度 40%、令和２年度 47%）。これは、保険金の支払いの発生が予
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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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

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 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑩、⑰、30－⑩、⑰、元－⑩、⑰、２－⑩、⑰、
業レビュー
３－⑪、⑲
行政事業レビューシート事業番号：29－0184、29－0213、29－0220、30－0189、30－0216、
30－0223、元－0191、元－0212、元－0218、２－0203、２－0226、２－0231、2021-農水
-20-0217、2021-農水-20-0237、2021-農水-20-0241

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

1,571,583

725,604
(725,605)
1,555,867
(1,555,867)

703,836
(703,836)
1,540,308
(1,540,308)

682,721
(682,721)
1,524,905
(1,524,905)

662,239
(662,240)
1,509,656
(1,509,656)

642,372
(642,373)
1,494,559
(1,494,560)

187,116

177,568
(181,503)

170,796
(176,057)

169,839
(170,776)

165,586
(165,652)

160,682
(160,683)

748,046

様式

（参考情報）

当年度までの累積値等、
必要な情報

38,062
35,064
34,564
43,117
60,627
93,842
(91,027)
(88,296)
(85,647)
(83,078)
(80,585)
※カッコ内の数字は基準値に対して毎年度対前年度比３％又は１％の抑制を行っていく場合の目標値
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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。
を受けることに留意する。
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。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

（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。
金融業務の特性を踏まえた財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、外部有識者等により
構成される統合的なリスク管理のための委員会を開催し、森林保険業務の財務状況やリスク管理
状況を専門的に点検する。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
（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
減に努めているか。
（２）水源林造成業務
・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
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
・コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を図り、将来的な一般管理費等のスリム化につなげる
取組を行っているか。
（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
ているか。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等

様式

（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。

評価指標
（１）研究開発業務
・一般管理費節減状況、業務経費節減状況
（２）水源林造成事業等
・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
（３）森林保険業務
・一般管理費等節減状況
（４）特定中山間保全整備事業等
・水源林造成業務とあわせた一般管理費節減状況

（１）研究開発業務
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。
）の一般管理費節減及び業務経費節減の計画を達成するため、業
務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定による目標管理等、執行予算の管理に取り組んだ。また、これまで事業用車の節減
や冷暖房施設の運転条件の最適化、照明器具の LED 化、共同調達や一括調達による調達金額の節減、土地の算定地目（雑種地から山林へ）の見
直しによる経費の節減等を行った。
この結果、平成 28 年度から令和 2 年度までで一般管理費 14.1％、業務経費 4.9％の節減、毎年度平均で対前年度比では一般管理費 3.0%、業務
経費 1.0%の節減となり、中長期計画に掲げた節減目標の毎年度平均で対前年度比３％（一般管理費）と１％（業務経費）の節減を達成した。
（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、情報システム構築時に既存システム機器の活用に
より新規サーバー機器の購入抑制、システムサーバーの更新時に台数節減、機器保守料の減、調達物品（システムサーバー、PC）のリース方式へ
の切替えによる予算の平準化、耐用年数の経過した保存品等の継続使用、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 2 年度までで 14.1%の節減、毎年度平均で対前年度比 3.0%の節減と
なり、中長期計画に掲げた節減目標の毎年度平均で対前年度比３%の節減を達成した。
（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。
）については、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、事務用品の節減、共同調達等による経費節減に取り組んだ。
この結果、平成 28 年度から令和２年度までで 35.4%の節減、毎年度平均で対前年度比 8.4%の節減となり、中長期計画に掲げた節減目標の毎年
度平均で対前年度比３%の節減を達成した。
（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、情報システム構築時に既存システム機器の活用に
より新規サーバー機器の購入抑制、システムサーバーの更新時に台数節減、機器保守料の減、調達物品（システムサーバー、PC）のリース方式へ
の切替えによる予算の平準化、耐用年数の経過した保存品等の継続使用、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
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自己評価
評定
Ｂ
＜評定と根拠＞
一般管理費及び業務経費について、事務経費の節減、
予算の適正な管理等により、基準値に対し平成 28 年度
から令和２年度までで一般管理費は 14.1％以上（毎年度
平均３％以上）
、業務経費は 4.9％以上(毎年度平均１％
以上)の節減となり、中長期計画に掲げた節減目標を達
成していることから、
「Ｂ」評定とした。
＜課題と対応＞
一般管理費及び業務経費は、業務運営の根幹となる経
費であるとともに、年度による変動もあることから、一
律節減の目標設定にとらわれず、円滑で効果的な業務運
営に支障を来すことのない範囲で取り組む必要がある。

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

品のリユースの推進等を図った。
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 2 年度までで 14.1%の節減、毎年度平均で対前年度比 3.0%の節減となり、中長期
計画に掲げた節減目標の毎年度平均で対前年度比３%の節減を達成した。

主務大臣による評価
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、
「Ｂ」評定とした。
＜今後の課題＞
円滑で効果的な業務運営に支障を来すことのない範囲で、一般管理費等の経費の節減に努める必要がある。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められることから、
「Ｂ」評定とした。
４．その他参考情報
特になし。
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評定

Ｂ

評定

B

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

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

様式

関連する政策評価・行政事 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑩、⑰、30－⑩、⑰、元－⑩、⑰、２－⑩、⑰、
業レビュー
３－⑪、⑲
行政事業レビューシート事業番号：29－0184、29－0213、29－0220、30－0189、30－0216、
30－0223、元－0191、元－0212、元－0218、２－0203、２－0226、２－0231、2021-農水
-20-0217、2021-農水-20-0237、2021-農水-20-0241
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

（参考情報）

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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
「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）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 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
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、 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
調達に関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。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
調達等合理化計画の内容を記し、実績を各計画内容の下に記載した。なお、調達合理化計画では「ホームページ」と記載されている箇所につ 評定
Ｂ
いては、他の評価調書と記載をあわせ「ウェブサイト」と記載した。
【 】は評価指標を示す。
＜評定と根拠＞
毎年度策定した調達等合理化計画に基づいて、以下の取組を行った。
調達等合理化計画を策定し、これに基づき重点的に取
り組む分野における調達の改善として、
１． 調達等合理化計画を策定して、これ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
（１） 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
的に行うことによって、公正性・透明性を確保しつ
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①～④の取組を実施することで、公正性・
つ合理的な調達を実施した。
透明性を確保しつつ合理的な調達を実施した。
(2) 一者応札の改善については、入札審査委員会の活
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納期の短縮】
用、ウェブサイトから仕様書のダウンロードを可能
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週間程度短縮するなど、調達手続の簡素化
とする仕組を実施した。
を図った。
また、調達に関するガバナンスの徹底については、
・平成 28～令和 2 年度の単価契約件数：1,186 件
・検査体制の徹底を図り、契約業者から納品される物
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】
品等は、すべて検収担当部署のスタッフが検収を行
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（JIRCAS）との共同調達を実施するとともに、支所等にお
う取組を実施した。
いても地域農業研究センター等と新たに共同調達を実施するなどの取組を行い、調達手続に要する事務の軽減を図った。
・内部監査により徹底状況や物品の使用状況を把握。
・平成 28～令和 2 年度の共同調達件数：150 件
・研究費の不正使用の防止及び適切な執行を行うため
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
に、研究費執行マニュアルを改定するとともに調達
を図る。
【調達手続に要する事務量の節減】
担当職員及び研究員に対する研修を実施した。
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に移行することにより、調達手続に要する事務の軽減を図った。
・研究費の不正使用の防止及び公平性・透明性の高い
・平成 28～令和 2 年度の複数年契約：495 件
調達を行うために「コンプライアンス・ハンドブッ
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
ク」を改定し、職員（非常勤職員含む）に周知徹底。
約の基準」の適用件数】
・随意契約審査委員会による点検、契約監視委員会に
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、審査を行い確認した。
よる審査により調達におけるガバナンスを徹底し
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・平成 28～令和 2 年度の随意契約審査委員会：研究開発業務 150 回 184 件、水源林造成業務等 88 回 113 件、森林保険業務 9 回 13 件
た。
（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、公募期間の延長、入札公告箇所の追加、ウェブサイトから仕様書のダウンロードを可能とする仕組 以上のように毎年度の「調達等合理化計画」に記載さ
を実施する等取組を行うことにより、適正な調達を実施した。
れた取組をすべて実行し、調達の改善、調達に関するガ
①入札審査委員会による事前審査の実施【審査件数】
バナンスの徹底等を着実に遂行したことから、
「Ｂ」評定
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。
とした。
・平成 28～令和 2 年度の入札審査委員会による審査件数：研究開発業務 560 回 949 件、水源林造成業務等 248 回 438 件、森林保険業務 18 回
22 件
＜課題と対応＞
②調達見通しを作成しウェブサイトで公表【公表件数】
引き続き事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サイクル
調達見通しを作成してウェブサイト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実施した。
により公正性・透明性を確保しつつ、自立的かつ継続的
・平成 28～令和 2 年度のウェブサイトでの公表件数：研究開発業務 444 件、水源林造成業務等 418 件、森林保険業務 16 件
に調達等の合理化に取り組む。
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。
・平成 29～令和 2 年度の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 330 件、水源林造成業務等 63 件、森林保険業務 5 件
④入札に参加しやすい環境を作るため、ウェブサイトから仕様書のダウンロードを可能とする仕組みの実施【仕様書のアップロード件数】
ウェブサイト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。
・平成 29～令和 2 年度の仕様書アップロード実施件数：研究開発業務 617 件、水源林造成業務等 223 件、森林保険業務 12 件
２． 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、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、検収の徹底状況及び物品の使用状況について内部監査を実施した。
（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。
【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（平成 28～令和 2 年度に計 7 回）
、事務説明会を開催した（平成
28 年 7 月 28 日参加者 476 名、平成 29 年 7 月 27 日参加者 503 名、平成 30 年 7 月 25 日参加者 857 名、令和元年 7 月 25 日参加者 850 名、令
和 2 年 7 月 15 日参加者 865 名）
。
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、事務説明会を開催するとともに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を毎年度改定した。
・科学研究費助成事業（科研費）経理事務手引きを毎年度改定した。
（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】
平成 29 年度、平成 30 年度、令和２年度に「コンプライアンス・ハンドブック」を改定し、平成 30 年 4 月にはポケット判を印刷し、職員に
配付した。
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、毎年度（H29～R 元）コンプライアンス研修を実施した。令和２年度において、
発注事務の的確な実施に関する理解を深めるため、発注者綱紀保持に関する研修を実施した。
（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、より競争性のある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、セキュリティに関わる一部の
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仕様書についてはウェブサイトへアップしない手続の可否の観点から審査を実施した。
3．契約監視委員会の活用
毎年、年 2 回契約監視委員会を開催して、調達等合理化計画の策定時の確認、契約状況の確認、随意契約及び一者応札・応募案件の確認につい
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
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、
「Ｂ」評定とした。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められることから、
「Ｂ」評定とした。
４．その他参考情報
特になし。
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評定

Ｂ

評定
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第２－３
第２ 業務運営の効率化に関する事項
３ 業務の電子化
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 達成目標 基準値
る指標
事務手続の電
子化状況

テレビ会議等
の開催回数

28 年度

様式

関連する政策評価・行政事 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑩、⑰、30－⑩、⑰、元－⑩、⑰、２－⑩、⑰、
業レビュー
３－⑪、⑲
行政事業レビューシート事業番号：29－0184、29－0213、29－0220、30－0189、30－0216、
30－0223、元－0191、元－0212、元－0218、２－0203、２－0226、２－0231、2021-農水
-20-0217、2021-農水-20-0237、2021-農水-20-0241
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

化学薬品管理システム導入 研究プロジェクト報告書の 諸手当申請及び給与明細書 就業管理システムの本格運 グループウェアの活用によ
法人文書管理簿を電子化 電子データ収集
の電子化
用、研究費等の申請窓口業 る電子決裁の推進、在宅勤
務の電子化
務用のツールの導入、ウェ
ブミーティング利用ツール
の拡充
テレビ会議 164 回、
テレビ会議 140 回、
テレビ会議 123 回、
テレビ会議 126 回、
テレビ会議 112 回、
テレビ会議 665 回、
ウェブミーティング 78 回 ウェブミーティング 76 回 ウェブミーティング 104 回 ウェブミーティング 184 回 ウェブミーティング680回 ウェブミーティング 1,122
計 242 回
計 216 回
計 227 回
計 310 回
計 792 回
回
計 1,787 回

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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
出先機関等との情報の共有等については、電子化の促進等により事務手続の簡素化・迅速化を図る 出先機関等との情報の共有等については、電子化の促進等により事務手続の簡素化・迅速化を図る
とともに、利便性の向上に努めることとする。また、森林研究・整備機構内ネットワークの充実を図 とともに、利便性の向上に努めることとする。また、森林研究・整備機構内ネットワークの充実を図
ることとする。併せて情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な堅牢性を確保する。 ることとする。併せて情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な堅牢性の確保に努め
る。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・電子化の促進等により事務手続の簡素化・迅速化を図り、利便性の向上に努めているか。
・事務手続の電子化状況
・研究所内ネットワークの充実を図っているか。
・テレビ会議等の開催回数
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
評定
A
今中長期目標期間において、電子化の促進等については、
＜評定と根拠＞
①化学薬品管理システムを導入して研究室等に保管されている薬品類の管理を電子化することで、毒劇物、特別管理物質及び危険物等の情報集 電子化の促進等については、化学薬品管理、法人文書
管理、外部資金プロジェクト管理、研究費等の申請処理、
約手続を簡素化（研究開発業務：H28）
、
勤務時間管理及び給与関連事務、森林保険証書等の多く
②情報公開制度への迅速な対応を図るため法人文書管理簿を電子化（研究開発業務：H28）
、
③外部資金による研究プロジェクト報告書を、グループウェアを活用して電子データとして収集し、外部資金プロジェクトを管理・運営するた の事務・業務の電子化、システム化を推進するとともに、
コロナ禍においてリモートツールの導入によって在宅
めの作業を簡素化・迅速化（研究開発業務：H29）
、
④研究費等の申請に係る窓口業務については、グループウェアを活用して決裁等の処理を電子化し効率化・迅速化（研究開発業務：R 元）
、
勤務を実現するなど、事務手続の簡素化・迅速化及び利
便性の向上を大きく進めることができた。特に、海外機
⑤就業管理システムの本格運用によって勤務簿等を廃止し、勤務時間管理業務を大幅に削減（研究開発業務：R 元）
、
⑥給与関連の諸手当申請を電子化(研究開発業務：H30)するとともに、給与明細書を電子化し給与支払い事務を簡素化（研究開発業務：H30、 関や外部機関と連携する研究を申請する際の様式につ
いて、100％電子化を達成した。
水源林造成業務等及び森林保険業務：R 元）
、
また、機構内ネットワークの充実については、テレビ
⑦森林保険証書の発行における電子印影の導入及び旧国営保険証書の電子化して業務システムに組み込み（森林保険業務：R 元～R2）
、
会議システムやウェブミーティングシステムについて、
⑧文書管理システムの導入に向けたシステム構築（研究開発業務：R2）
、
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様式

⑨就業管理システムの導入に向けたシステム構築（水源林造成業務等：R2）
、
職員への周知や操作方法の説明会等を継続的に行うこ
⑩コロナ禍における在宅勤務の実現に向け、リモートデスクトップツール等の試行を実施し、安全性の確保や制度的検討を行った上で導入し、 とによって利用を促進・定着させた。特に、業務部門間
リモートでの業務遂行を実現（各業務：R2）
。
や本部と出先機関との会議・打合せ、情報共有等の効率
的なツールとして積極的に活用し、機構内の情報共有及
び外部との連携等を効率的に実施することができた。加
機構内ネットワークの充実については、各センターや支所等との情報共有等の円滑化・迅速化を図る手段としてテレビ会議システムやウェブミ えて、新型コロナウイルス感染症の影響で直接対面によ
ーティングシステムの活用を図ってきた。テレビ会議システムは、機構全体あるいは各業務における講演会、研究セミナー、研修、研究推進会議、 る会議等を開催できない場合に活用したこともあり、両
各種システム対応のための職員説明会、事務担当者間の業務打合せ等の中継に利用され定着している。ウェブミーティングシステムは、職員の手 システムの活用は飛躍的に進み、必要な業務を大きな支
元の PC を利用できる機動性の高さから業務部門間・業務部門内での打合せや外部との会合に利用されて、機構内連携や他機関連携の下支えとな 障を来すことなく継続することができた。
っている。令和２年１月以降新型コロナウイルス感染症の影響で直接対面での会議等の開催が困難な状況下となったが、ウェブミーティングシス さらに、情報システム等の堅牢性の確保については、
テムの拡充及びライセンス契約数の増強を図るとともに、テレビ会議システムとウェブミーティングシステムを連携させた会議方法の実施によ 毎年度の情報セキュリティに係る教育研修等の実施及
り、これら両システムを利用した会議等の開催数は、平成 28 年度の 242 回に対して令和２年度には 792 回と 327％に増加した。これらのシステ び電子証明書を使用したネットワーク認証システムへ
の参画や、外部データセンターへの情報システムの移設
ムを連携活用して必要な会議・打合せを実施したことで、大きな支障を生ずることなく業務を円滑に継続することができた。
等によって不正アクセス等に対する一層の堅牢性を確
情報システム等の堅牢性の確保については、当機構の情報セキュリティ対策推進計画等に基づき、毎年度、全役職員を対象とした情報セキュリ 保した。
ティに係る教育研修、情報セキュリティ対策の自己点検及びインシデント対応訓練を各業務で実施することによって、情報システムへの不正アク 以上の取組により、計画以上の実績をもって中長期
「Ａ」評定とした。
セスに対する防御力等の強化を図った。また、研究開発業務においては、農林水産研究情報総合センターに設置された認証アプライアンスシステ 計画を達成したと判断し、
ム（電子証明書を使用したネットワーク認証システム）への参画等により情報システムの堅牢性確保への対応を行ったほか、水源林造成業務等及
び森林保険業務においては、複数のセキュリティ設備を設置している外部データセンターへの情報システムの移設等によって一層の堅牢性を確保 ＜課題と対応＞
今後も社会情勢や業務推進の実情に合わせるととも
した。
に、予算事情等を踏まえつつ、PDCA サイクルを回しな
がら、業務の電子化をさらに推進する。併せて情報セキ
以上の取組により、計画以上の実績をもって中長期計画を達成した。
ュリティ対策についても確実に実施して行く。
主務大臣による評価
（見込評価）
評定
Ａ
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標を着実に達成したことにより、計画した事務手続の簡素化・迅速化及び利便性を向上した。さらに、テレビ会議やウェブミーテ
ィング等を計画以上に実施することによって、日常業務において、密に情報交換ができるようになるなど業務効率の向上を図ることができたことから、
「Ａ」評定とした。
（期間実績評価）
評定
Ａ
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められる。さらに、テレビ会議等の開催回数も期初に比べ約３倍以上となったこと等、業務の電子化による業務効率の大幅な向上が図られたこ
とから、
「Ａ」評定とした。
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
第３－１
第３ 財務内容の改善に関する事項
１ 研究開発業務
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
予算配分方針と実績
セグメント情報の開示状況
外部研究資金の実績（件数、金額）
総計
内訳 政府受託
その他の受託研究
助成研究
科学研究費助成事業
研究開発補助金
政府受託（件数、金額）
総計
内訳 林野庁
農林水産技術会議
環境省
食料産業局
競争的資金等への応募件数と新規採
択件数（項目については適宜加除）
内訳 科学研究費助成事業
研究活動スタート支援
科学技術振興機構（JST）
環境研究総合推進費
地球環境保全等試験研究費
農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業
特許料、入場料等の自己収入実績
総計
内訳 依頼出張経費
入場料
鑑定・試験業務
林木育種
財産賃貸収入
特許料
施設利用料の収入実績（百万円）
積立金処分額
（研究・育種勘定）（千円）

達成目標

基準値

（前中期目標期間最終年度値）

件数（金額（百万円））
250（1,903）
30（ 486）
53（ 478）
12（ 7）
146（ 326）
9（ 607）
件数（金額（百万円））
30（ 486）
6（ 87）
17（ 240）
7（ 159）
0（ 0）
応募数（採択（契約）数）
192（ 54）
173（ 46）
9（ 0）
1（ 0）
2（ 4）
1（ 0）
6（ 4）
金額（百万円）
40
18
11
5
4
2
1

関連する政策評価・行政事 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑩、30－⑩、元－⑩、２－⑩、３－⑪
業レビュー
行政事業レビューシート：29－0184、30－0189、元－0191、２－0203、2021-農水-20-0217
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

250（2,407）
30（ 650）
33 (1,139）
16（ 17）
146（ 389）
5（ 211）

209（1,944）
26（ 541）
21（ 849）
13（ 22）
145（ 361）
4（ 171）

189（1,866）
13（ 464）
31（ 985）
16（ 24）
127（ 306）
2（ 88）

196（1,470）
11（ 347）
28（ 589）
13（ 15）
128（ 342）
9（ 176）

191（1,407）
10 （343）
30 （559）
10 （ 13）
131 （365）
10 （127）

24（413）
4（ 57）
15（211）
5（145）
0（ 0）

26 ( 541）
6（117）
17（378）
3（ 46）
0（ 0）

13（464）
6（134）
7（330）
0（ 0）
0（ 0）

12（347）
2（ 51）
8（277）
1（ 19）
0（ 0）

175（42）
161（35）
5（ 2）
1（ 0）
3（ 1）
1（ 0）
4（ 4）

160（47）
141（44）
4（ 2）
0（ 0）
6（ 0）
0（ 0）
6（ 1）

169（33）
153（29）
6（ 1）
4（ 0）
6（ 2）
1（ 0）
9（ 3）

188（49）
166（44）
6（ 0）
2（ 1）
7（ 1）
0（ 1）
7（ 2）

47
20
11
8
5
1
2
1

50
21
15
5
7
1
1
1

44
18
10
5
7
1
3
1

41
19
8
3
8
1
2
0

29
14
0
2
10
1
2

57,863

242,347

6,253

2,297

522,486
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10
2
7
1
0

（参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

（343）
（ 51）
（274）
（ 19）
（ 0）

204（47）
183（42）
2（ 1）
5（ 1）
4（ 2）
1（ 0）
9（ 1） 平成 30 年度以降は「イノベーシ
ョン創出強化研究推進事業」への
応募数、採択数を記載
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中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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
「第４業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算を作成し、当該予算による運 〇予算の収支計画及び資金計画
営を行う。
運営費交付金に係る予算の計画及び実行に当たっては、業務の効率化による効果に加え、
「第
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、平成 27 年１月
３業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算を作成し、当該予算による運営
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
に努める。
ことを踏まえ、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する体制を構築する。
（１）収益化単位の業務ごとの予算と実績管理
一定の事業等のまとまりごとに、適切にセグメントを設定し、セグメント情報を開示するととも
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、
に、研究分野別セグメント情報などの開示に努める。
収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する体制を構築し実施する。
このほか、受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等により
（２）セグメントの開示
一定の事業等のまとまりごとに、適切にセグメントを設定し、セグメント情報を開示すると
自己収入の確保に努める。特に、
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成 25 年 12 月 24
日閣議決定）において、
「法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合に
ともに、研究分野別セグメント情報などの開示に努める。
（３）自己収入の拡大に向けた取組
は、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込み額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要
求できるものとし、これにより、当該経費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額
受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等により自己収
しないこととする。
」とされていることを踏まえ、本中長期目標の方向に即して、特許実施料の獲得
入の確保に努める。本中長期目標の方向に即して、外部研究資金の獲得等を積極的に適切な対
応に努める。
など積極的かつ適切な対応を行う。
〇短期借入金の限度額
13 億円
（想定される理由）運営費交付金の受入の遅延等に対応するため
〇剰余金の使途
剰余金は、研究等機材及び施設の充実を図るための経費に充てる。
〇積立金の処分
前中長期目標期間繰越積立金は、前期中長期目標期間中に自己収入財源で取得し、当期中長期
目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費用等に充当する。
主な評価軸（評価の視点）
、指標等
評価の視点
評価指標
・業務達成基準の導入、セグメント管理の強化に対応した会計処理方法が適切に定められている
・予算配分方針と実績
か。それに従って運営されているか。
・セグメント情報の開示状況
・受託研究等の外部研究資金の確保等による自己収入の増加に向けた取組が行われているか。
・外部研究資金の実績
・特許料、入場料等の自己収入実績
・施設利用料の収入実績
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
〇予算の収支計画及び資金計画
評定
Ｂ
（１）収益化単位の業務ごとの予算と実績管理
＜評定と根拠＞
中長期目標で定められた重点研究課題をそれぞれ一定の事業等のまとまりとしたセグメント区分とし、セグメント区分に応じた予算管理及び
中長期目標に定められた重点研究課題をそれぞれ一
予算執行を行った。実績管理については、セグメント区分に応じた予算管理に基づき会計システムを活用した執行実績の整理を行い、執行実績 定の事業のまとまりとしてセグメントに区分し、その
額を確定した。
区分に応じて予算・執行実績を管理するとともに、財
務諸表に掲載・開示するなど、収益化単位の業務ごと
（２）セグメントの開示
中長期目標で定められた重点研究課題をそれぞれ一定の事業等のまとまりとして、適切にセグメントを設定し、毎年度、財務諸表にセグメン の予算と実績管理及びセグメントの開示を行った。
外部研究資金については、農林水産省の「
『知』の集
ト情報を開示するとともに、研究分野別セグメント情報などを開示した。
積と活用の場」産学官連携推進協議会に研究開発プラ
ットフォームからイノベーション創出強化研究推進事
（３）自己収入の拡大に向けた取組
受託研究等の外部研究資金の獲得を促進するため、主な外部資金の年間公募予定を一覧表にして年度当初の全体的な会議等で研究職員に広く 業に 31 件、マッチングファンド方式を取り入れた応
周知するとともに、公募情報の所内周知を定例会議に加えて電子的な掲示板等も活用して速やかに行い、研究職員が十分に時間をかけて申請準 募を 8 件の応募を行うなど、自己収入の拡大に向けて
備を進められるようにした。所内手続きに関しては、電子決裁システムを利用して担当科への応募の意思表示の手間を軽減し、研究者が応募し 積極的に取り組んだ結果、同事業では 7 件の採択があ
ようとする研究プロジェクト計画の作り込みに集中できるように配慮した。また、プロジェクト企画・立案のスキル向上を目的とする研修を毎 り、当事業の採択率 13％を大きく上回る 23％の採択
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年度実施した。さらに、科研費の公募に当たっては、希望者には、当研究所の研究専門員のうち大型の研究プロジェクトの獲得経験のある者に
よる応募書類の査読を実施し、応募書類の完成度が高まるよう取り組んだ。
その結果、科研費については中長期目標期間を通じての採択率は 24%で、科研費全体の 26%とほぼ同等の採択率となったが、研究専門員によ
る事前の確認を実施した課題の採択率は 31%となり、取組の成果が見られた。
イノベーション創出強化研究推進事業への応募については、農林水産省の「
『知』の集積と活用の場」産学官連携推進協議会の研究開発プラッ
トフォームからの提案やマッチングファンド方式による提案には加点される仕組みがあることから、それを利用した応募を奨励し、令和２年度
までの応募 31 件のうち研究開発プラットフォームからの応募は 28 件となり、そのうちマッチングファンド方式を適用する応募を 8 件行うに至
った。その結果、採択率は 23%（7 件）で同事業全体の採択率 13%を大きく上回る値となった。採択 7 件のうち、6 件は「
『知』の集積と活用の
場」から提案したもの（うち 1 件はマッチングファンド方式を適用したもの）であり、上記奨励の成果が見られた。
政府等受託研究については、林野庁、農林水産技術会議、環境省等からの委託プロジェクトをコンスタントに獲得し、SIP による改質リグニ
ンのプロジェクトについても、令和２年度より農林水産研究推進事業委託プロジェクトが採択され、実証プラントも用いてより社会実装に直結
した研究を継続するに至った。
その他、依頼試験、分析や鑑定書の発行、受託出張について規程に基づく適切な見積、経費請求を行うことにより、受益者負担の適正化に努
めた。さらに、特許実施料の拡大のため、所内で知財マネージメントセミナーを開催し、取得特許の企業への技術移転に取り組んだ。
また、多摩森林科学園の入場料、林木育種センターの苗木配布等による収入、当研究所の土地と建物の利用料（食堂・会議室等）として財産
賃貸収入等の自己収入の獲得に努めた。
なお、施設利用料の収入実績には、財産賃貸収入の内訳として建物利用料を計上している。
〇短期借入金の限度額
実績なし
〇剰余金の使途
該当なし
〇積立金の処分
前中期目標期間中に自己収入財源で取得し、当中長期目標期間へ繰り越した有形固定資産（研究用機器等）の減価償却に要する費用等に 8,777
千円を充当し、収支の均衡を図った。
以上により、中長期計画を達成した。
主務大臣による評価
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、
「Ｂ」評定とした。
＜今後の課題＞
受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等により自己収入の更なる確保に努める必要がある。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められることから、
「Ｂ」評定とした。

率を示した。また、科研費の採択率は今中長期目標期
間の最終年度までの全体で 24％という値を示し、科研
費全体の平均の 26%とほぼ同等の採択率となった。さ
らに、所内の研究専門員による応募書類の事前確認を
行った課題の採択率は 31％となり、応募支援による採
択率の改善に成果が見られた。
以上のことから、外部研究資金の獲得件数について
は想定以上の成果が得られた一方、獲得額にはそれが
必ずしも反映されていないことから、
「Ｂ」評定とし
た。
＜課題と対応＞
外部研究資金の応募ならびに獲得件数は中長期目標
期間中、想定以上の成果が得られているが、震災復興
関連事業の見直し等の影響で、全体として外部資金の
獲得額は減少傾向にある。現在、農林水産研究推進事
業委託プロジェクトに関しては官民研究開発投資拡大
プログラム（PRISM）の採択を目指し、更なる外部資
金獲得に努めているところである。今後、大型プロジ
ェクトの形成のための事前検討段階の課題を運営費交
付金で所内プロジェクト化するなど、外部研究資金の
応募ならびに獲得件数だけでなく獲得額に関しても改
善に努める。

評定

B

評定

B

４．その他参考情報

前中（長）期目標期間繰越積立金
目的積立金
積立金
うち経営努力認定相当額
その他の積立金等
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）

192
0
57

127
0
242

69
0
6

43
0
2

（単位：百万円、％）
令和２年度末
（最終年度）
34
0
522

0
210
10,185
210

0
393
10,155
393

0
620
10,330
620

0
646
10,398
646

0
0
10,463
0

平成 28 年度末
（初年度）

平成 29 年度末
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平成 30 年度末

令和元年度末

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

当期運営費交付金残存率（b÷a）
2.06%
3.87%
6.00%
6.22％
0%
（注 1）平成 30 年３月 30 日付け総務省行政管理局通知「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」に基づく記載。
（注 2）最終年度における「前期中（長）期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中（長）期目標期間への積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振
り替える前の額を記載。
（注 3）「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載（最終年度に経営努力認定された利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上された上で次期中
（長）期目標期間に繰り越される。）。
（注 4）「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

１．当事務及び事業に関する基本情報
第３－２
第３ 財務内容の改善に関する事項
２ 水源林造成業務等
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
長期借入金償還額
債券償還額
一般管理費

達成目標

基準値

（前中期目標期間最終
年度値）

様式

関連する政策評価・行政事 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑰、30－⑰、元－⑰、２－⑰、３－⑲
業レビュー
行政事業レビューシート事業番号： 29－0213、29－0220、30－0216、30－0223、元－
0212、元－0218、２－0226、２－0231、2021-農水-20-0237、2021-農水-20-0241
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

着実な償還
25,424 百万円
21,084 百万円
19,764 百万円
18,658 百万円
16,691 百万円
14,919 百万円
着実な償還
7,059 百万円
6,300 百万円
5,300 百万円
4,900 百万円
4,700 百万円
－
令和元年度償還完了
毎年度平均で対前年
177,568 千円
170,796 千円
169,839 千円
165,586 千円
160,682 千円 上段：実績額
度比 3%の抑制
187,116 千円
(181,503 千円)
(176,057 千円)
(170,776 千円)
(165,652 千円)
(160,683 千円) 下段：カッコ内は目標値
短期借入金の年度計画限 限度額の範囲内で借
76 億円
41 億円
34 億円
22 億円
－
上段：年度計画限度額
度額及び実績額
入
42.1 億円
29 億円
22 億円
15 億円
－
下段：実績額
立木の販売面積
立木の販売計画対象
2,381 ha
1,942 ha
3,246 ha
2,267 ha
2,913 ha
2,687ha
面積上限
82,000 ha
（16,400ha／年）
積立金処分額
－
500,000 千円
500,000 千円
500,000 千円
396,988 千円
（水源林勘定）
積立金処分額
186,539 千円
185,632 千円
152,357 千円
152,336 千円
170,349 千円
（特定地域整備等勘定）
※カッコ内の数字は基準値に対して毎年度対前年度比３％又は１％の抑制を行っていく場合の目標値
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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 水源林造成業務
○予算、収支計画及び資金計画
（１）長期借入金等の着実な償還
１ 水源林造成業務
適切な業務運営を行い、当期中長期目標期間（平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日）中 （１）長期借入金等の着実な償還
に長期借入金及び債券について 675 億円を確実に償還する。また、事業の透明性や償還確実性を確
当期中長期計画期間中に長期借入金及び債券について 675 億円を確実に償還する。
保するため、債務返済に関する試算を行い、その結果を公表する。
また、毎年度、最新の木材価格や金利情勢などの経済動向や国費等の収入について一定の前提条
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
件をおいた債務返済に関する試算を行い、中長期計画に基づく償還計画額とともに公表し、これら
「第 4 業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた、中長期計画の予算を作成し、当該予算に と当年度の実績額について検証を行い、その結果を公表する。
よる効率的な運営を行う。
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
「第３ 業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた、中長期計画の予算を作成し、当該予算に
よる効率的な運営を行う。
２ 特定中山間保全整備事業等
２ 特定中山間保全整備事業等
（１）長期借入金等の着実な償還
（１）長期借入金等の着実な償還
適切な業務運営を行い、当期中長期目標期間（平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日）中
当期中長期計画期間中に長期借入金及び債券について 452 億円を確実に償還する。
に長期借入金及び債券について 452 億円を確実に償還する。
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
「第３ 業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた、中長期計画の予算を作成し、当該予算に
「第 4 業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた、中長期計画の予算を作成し、当該予算によ よる効率的な運営を行う。
る効率的な運営を行う。
○短期借入金の限度額
特定中山間保全整備事業等
76 億円
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

（想定される理由）一時的な資金不足
○不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画
水源林造成業務における分収造林契約等に基づく主伐及び間伐に伴う立木の販売、公共事業
等の実施に伴い支障となる立木の販売を計画する。
（計画対象面積の上限）82,000 ha
○剰余金の使途
水源林勘定
剰余金は、借入金利息及び債券利息に充てる。
特定地域整備等勘定
剰余金は、負担金等の徴収及び長期借入金若しくは債券の償還に要する費用に充てる。
○積立金の処分
水源林勘定
前中長期目標期間繰越積立金は、借入金利息及び債券利息に充てる。
特定地域整備等勘定
前中長期目標期間繰越積立金は、負担金等の徴収並びに長期借入金及び債券の償還に要する
費用に充てる。

主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価の視点
評価指標
１ 水源林造成業務
１ 水源林造成業務
（１）長期借入金等の着実な償還
（１）長期借入金等の着実な償還
・当期中長期目標期間中に長期借入金及び債券について確実に償還しているか。
・当期中長期目標期間中（各年度）の償還計画に対する長期借入金及び債券の償還額
・事業の透明性や償還確実性を確保するため、債務返済に関する試算を行い、その結果を公表
・債務返済の見通しに関する試算及びその結果の公表に向けた検討及び実績
しているか。
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
・「業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算の作成がなされ、効率的な
運営を行うための取組を行っているか。
・「業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算を作成し、効率的な運営を
行ったか。
２ 特定中山間保全整備事業等
２ 特定中山間保全整備事業等
（１）長期借入金等の着実な償還
（１）長期借入金等の着実な償還
・当期中長期目標期間中に長期借入金及び債券について確実に償還しているか。
・当期中長期目標期間中（各年度）の償還計画に対する長期借入金及び債券の償還額。
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
・「業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算を作成し、効率的な運営を
・「業務運営の効率化に関する事項」を踏まえた中長期計画の予算の作成がなされ、効率的な
行ったか。
運営を行うための取組を行っているか。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
○予算、収支計画及び資金計画
評定
B
（１）長期借入金等の着実な償還
＜評定と根拠＞
長期借入金等の償還原資である負担金等を確実に徴収するため、関係道府県及び受益者と連絡を密にし、関係道府県及び受益者から、負担 関係道府県及び受益者と連絡を密にし、
負担金等の全
金等を全額徴収したことにより、長期借入金を着実に償還した。また、債券については、計画どおり令和元年度に償還を完了した。
額徴収の実施により長期借入金を確実に償還した。ま
債券は、対象事業の縮小等を理由に平成 21 年度を最後に発行は中止したものの、CSR（企業の社会的責任）の観点から、発行体（森林研 た、債券については、令和元年度に償還を完了した。な
究・整備機構）及び既発債券の信用度を表す格付けを毎年取得した。
お、債券の償還が完了するまでの間、常に AA－または
令和元年 6 月にすべての債券を完済したが、発行開始から 18 年間にわたり常に AA－または AA の格付（信用力は極めて高く、優れた要 AA の格付を維持し続けた。
素がある投資適格債券）を維持し続けており、広く国民への情報開示及びステークホルダーである当機構の債券保有者の保護に努めた。
また、
前提条件を直近のデータに置き換えて予定長期
また、水源林造成業務については、最新の木材価格のデータに基づき債務返済に関する試算等を行い、「水源林造成業務リスク管理委員会」 収支の試算を行い、確実に償還がなされることを確認
において長期借入金等の償還見通しについて確実に償還されていることが確認された。なお、試算結果等については、平成 29 年度からウェ し、試算結果等について公表した。
ブサイト上に公表した。
（２）業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
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、情報システム構築時に既存システム機器の活用 一般管理費について、
事務経費の節減などにより目標
により新規サーバー機器の購入抑制、システムサーバーの更新時に台数節減、機器保守料の減、調達物品（システムサーバー、PC）のリー を上回る節減率を達成した。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

ス方式への切替えによる予算の平準化、耐用年数の経過した保存品等の継続使用、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った。
この結果、平成 28 年度から令和２年度までで 14.1%の節減、毎年度平均で対前年度比 3.0%の節減となり、中長期計画に掲げた節減目標
の毎年度平均で対前年度比３％の節減を達成した。
短期借入金については、
中長期計画で示した短期借入
○短期借入金の限度額
特定地域整備等勘定（特定地域等整備経理及び林道経理）において、長期借入金等の償還とその財源となる負担金等の徴収の制度差により、期 金限度額の範囲内であったことに加え、競争により低
利な資金調達に努めるとともに、すべて各年度内に確
中において一時的に資金不足が生じる見込となったことから、資金繰り資金として短期借入を行った。
なお、中長期目標期間内の各事業年度における短期借入金は、中長期計画で示した短期借入金限度額の範囲内であり、また、資金の調達に当た 実に償還を行った。
っては、競争（引き合い）により、低利な資金調達に努め、すべて各年度内に確実に償還を行った。
不要財産以外の重要な財産の譲渡について、
中長期計
○不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画
水源林造成業務における分収造林契約等に基づく主伐及び間伐に伴う立木の販売面積、公共事業等の実施に伴い支障となる立木の販売面積は、 画で示した計画対象面積の上限面積の範囲内で処理を
行った。
計画対象面積の範囲内で適正な処理を行った。
○剰余金の使途
水源林勘定
該当なし。
特定地域整備等勘定
該当なし。

水源林勘定及び特定地域整備等勘定において、
今計画
期間中は剰余金を使っていないことから、評価すべき
点はなかった。

○積立金の処分
水源林勘定
前中長期目標期間繰越積立金は、借入金利息及び債券利息に充当し、借入金等の償還を円滑に行った。
特定地域整備等勘定
前中長期目標期間繰越積立金は、負担金等の徴収並びに長期借入金及び債券の償還に要する費用に充当し、負担金の徴収等を円滑に行った。

水源林勘定及び特定地域整備等勘定において、
積立金
を定められた使途に充当し、適正な処分を行った。

主務大臣による評価
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、「Ｂ」評定とした。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められることから、「Ｂ」評定とした。

以上のことから、「B」評定とした。
＜課題と対応＞
引き続き、財務内容の改善を図るため、長期借入金等
の着実な償還など事務手続を適正に処理していく必要
がある。
評定

B

評定

B

４．その他参考情報
① 水源林勘定

前期中（長）期目標期間繰越積立金
目的積立金
積立金

平成 28 年度末
（初年度）
1,897
0
325

平成 29 年度末
1,397
0
829
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平成 30 年度末
897
0
1,300

令和元年度末
397
0
1,740

（単位：百万円、％）
令和 2 年度末
（最終年度）
0
0
2,504

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

うち経営努力認定相当額
その他の積立金等
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）
② 特定地域整備等勘定

0
0
0
0
0
平成 28 年度末
（初年度）
2,224
0
153

0
0
0
0
0
平成 29 年度末

0
0
0
0
0
平成 30 年度末

0
0
0
0
0
令和元年度末

様式

0
0
0
0
0
（単位：百万円、％）
令和 2 年度末
（最終年度）
1,564
0
615

前期中（長）期目標期間繰越積立金
2,039
1,886
1,734
目的積立金
0
0
0
積立金
281
402
516
うち経営努力認定相当額
その他の積立金等
0
0
0
0
0
運営費交付金債務
0
0
0
0
0
当期の運営費交付金交付額（a）
0
0
0
0
0
うち年度末残高（b）
0
0
0
0
0
当期運営費交付金残存率（b÷a）
0
0
0
0
0
（注 1）平成 30 年 3 月 30 日付け総務省行政管理局通知「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」に基づく記載。
（注 2）最終年度における「前期中（長）期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中（長）期目標期間への積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振
り替える前の額を記載。
（注 3）「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載（最終年度に経営努力認定された利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上されたうえで次期中
（長）期目標期間に繰り越される。）。
（注 4）「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第３－３
第３ 財務内容の改善に関する事項
３ 森林保険業務
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
保険料収入（千円）

達成目標

様式

関連する政策評価・
行政事業レビュー
基準値

（前中期目標期間最終
年度値）

28 年度

29 年度

1,812,653

1,761,727

30 年度
1,758,847

元年度
1,760,989

２年度
1,811,900

（参考情報）

当年度までの累積値等、
必要な情報

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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 ※本欄の丸数字は下欄の主要な業務実績等欄との対応比較のため、便宜上追記したものである。
（１）積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直し
（１）積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直し
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」も踏まえ、リスク管理のための委員会において、 （①）「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」も踏まえ、外部有識者等により構成される統
毎年度、積立金の規模の妥当性の検証を行い、その結果を農林水産大臣に報告するとともに、必要 合リスク管理委員会において、毎年度、積立金の規模の妥当性の検証を行い、その結果を農林水産
に応じて、保険料率の見直しを行う。
大臣に報告するとともに、（②）必要に応じて、保険料率の見直しを行う。
その際、①我が国においては、台風や豪雪等の自然災害の発生の可能性が広範に存在し、森林の
その際、①我が国においては、台風や豪雪等の自然災害の発生の可能性が広範に存在し、森林の
自然災害の発生頻度が高く、異常災害時には巨額の損害が発生するおそれがあり、こうした特性に 自然災害の発生頻度が高く、異常災害時には巨額の損害が発生するおそれがあり、こうした特性に
応じた保険料率の設定及び積立金の確保が必要であること、②森林保険の対象となる自然災害の発 応じた保険料率の設定及び積立金の確保が必要であること、②森林保険の対象となる自然災害の
生は年毎のバラツキが非常に大きいことから単年度ベースでの収支相償を求めることは困難であ 発生は年毎のバラツキが非常に大きいことから単年度ベースでの収支相償を求めることは困難で
り長期での収支相償が前提であること、③森林保険は植栽から伐採までの長期にわたる林業経営の あり長期での収支相償が前提であること、③森林保険は植栽から伐採までの長期にわたる林業経
安定を図ることを目的としており、長期的かつ安定的に運営することが必要であること、④積立金 営の安定を図ることを目的としており、長期的かつ安定的に運営することが必要であること、④積
の規模は責任保険金額の規模に対して適切なものとする必要があることを踏まえる。
立金の規模は責任保険金額の規模に対して適切なものとする必要があることを踏まえて取り組
む。
（２）保険料収入の増加に向けた取組
（２）保険料収入の増加に向けた取組
森林保険業務の安定的な運営に資するため、保険料収入の増加に向けて、森林所有者への森林保 （③）森林保険業務の安定的な運営に資するため、新規加入の拡大、継続加入の推進等による保険
険の加入促進等に取り組む。
料収入の増加に向けて、関係諸機関と連携し、森林所有者、森林経営計画作成者、林業経営体等へ
の森林保険の加入促進活動に取り組む。
主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価の視点
評価指標
（１）積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直し
（１）積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直し
・リスク管理のための委員会において、毎年度積立金の規模の妥当性の検証を行っているか。
・毎年度積立金の規模の妥当性の検証を行い、その結果を農林水産大臣に報告しているか。
・必要に応じて保険料率の見直しが行われているか。
・必要に応じて保険料率の見直しが行われているか。
（２）保険料収入の増加に向けた取組
（２）保険料収入の増加に向けた取組
・森林保険業務の安定的な運営に向け、加入促進等による保険料収入の増加に向けた取組を行っ
・第 3 の 3（２）加入促進に準じた内容
ているか。
・継続契約の増加に向けた取組の実施状況
・保険料収入の額
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
（１） 積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直し
評定
Ｂ
「（①）『独立行政法人改革等に関する基本的な方針』も踏まえ、外部有識者等により構成される統合リスク管理委員会において、毎年度、積 ＜評定と根拠＞
立金の規模の妥当性の検証を行い、その結果を農林水産大臣に報告する」については、積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直しを 中長期計画における計画事項については、確実に実
目的として、外部有識者等により構成される森林保険センター統合リスク管理委員会を毎年度（平成 28 年度 3 回、平成 29 年度 2 回、平成 30 年 施した。
度 2 回、令和元年度 2 回、令和 2 年度 2 回）開催し、森林保険業務の財務状況及び積立金の規模の妥当性等について、専門的な見地から点検を実
施し、その結果を農林水産大臣へ報告した。
保険料見直し期間のルール化及び近年の災害リスク
（第１－３－（４）内部ガバナンスの高度化参照）
の保険料率への適切な反映等を行い、改定した商品を
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様式

令和元年度から適用した。契約者を含む林業関係者等
「（②）必要に応じて、保険料率の見直しを行う」については、積立金の規模の妥当性の検証と必要な保険料率の見直しを目的として、引受条 に対し、検討段階から実施段階に至るまで、丁寧な説明
件を含め平成 28 年度から見直しに係る検討を開始し、平成 29 年度は外部有識者の知見や委託先である森林組合系統の理解を得ながら保険料見 に努めてきた結果、混乱が生じることなく運用するこ
直し期間のルール化及び近年の災害リスクの保険料率への適切な反映等を行い、商品を改定した。具体的には、契約者等から要望等のあった、① とができた。
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の導入を行った。平成 30 年度は、改定した商品を平成 31 年 4 月から円滑に運
用するため、システムの切替、委託先職員への研修等を十分に行った上で、令和元年度から適用した。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、混乱を生じることなく運用することができた。（第１－３－（３）引受条件参照）
さらに、民間の損害保険会社が公開している情報や日本損害保険協会策定の「ディスクロージャー基準」等を参考に、森林保険センターの財務
諸表やソルベンシー・マージン比率についてウェブサイトにて毎年度情報公開を行った。
（第１－３－（４）内部ガバナンスの高度化参照）
以上により、中長期計画を、計画どおり達成した。
（２） 保険料収入の増加に向けた取組
「（③）森林保険業務の安定的な運営に資するため、新規加入の拡大、継続加入の推進等による保険料収入の増加に向けて、関係諸機関と連携 加入促進については、森林保険を取り巻く諸情勢を
し、森林所有者、森林経営計画作成者、林業経営体等への森林保険の加入促進活動に取り組む」については、保険料収入の増加を目的として、森 踏まえ、前年度の取組を評価分析した上で、新規加入を
林保険センターが毎年度作成した「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組合担当者会議（平成 28～令和 2 年度説明会 46 確保するための新たな需要の掘り起こしや継続加入の
回）、公有林会議（平成 28～令和 2 年度説明会 8 回）に出席し、リスクマネジメントの指導や PDCA を意識した森林保険への戦略的な加入促進 促進などの取組を検討し内容の強化に努めてきた。
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都道府県、市町村への個別訪問を実施し、市町村有林の森林保険への加入要 新規加入対策では、これまで実績の少ない素材生産
請や森林保険の加入のために必要な予算獲得要請等を行った（平成 28～令和 2 年度個別訪問 195 回）。また、森林保険センターの幹部を含む職 業者等の民間企業に対する加入促進策として、トップ
員が林業関係団体、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（説明会８回）等の場に積極的に出向き、森林 セールスにより、各地域において他者の追随・波及を期
保険の重要性を説明し、加入促進活動に取り組んだ。
待できるような 19 業者（北海道６件、東北６件、関東
新規加入対策については、森林保険の加入状況等を踏まえつつ、自然災害の発生状況、森林・林業・木材産業を取り巻く動向等を見ながら新た １件、近畿１件、九州５件）をはじめとする新規契約を
な需要の掘り起こしに取り組んできており、毎年、前年度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 獲得した。このほか、令和元年度から始まった森林経営
ーゲットを設定し、重点的に加入促進活動を実施している。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り、19 業者等の新規契約を 管理制度における森林保険の活用については、本制度
獲得した。
への取組が先行している市町村等に対する加入促進を
（重点的に実施してきた主な加入促進活動（個別訪問））
行い、これまで経営管理権集積計画を作成した市町村
ア）公有林を所有している都道府県及び市町村（平成 28～令和 2 年度 195 自治体）
の多くで計画に森林保険への加入に関する記載がなさ
イ）民間企業
（平成 28～令和 2 年度 92 業者→成約 19 業者）
れるなど成果が出ている（令和 3 年 3 月末現在、経営
ウ）大学演習林
（平成 29～令和２年度 11 大学→成約２大学）
管理権集積計画を公告した 113 市町村のうち、計画に
エ）寺社有林
（平成 30・令和元年度９寺社）
森林保険を記載した市町村は 78 となり、
これまでに 10
オ）森林経営管理制度に先進的に取り組んでいる自治体等（平成 31 年度に導入された制度への対応）（平成 30～令和２年度 122 自治体等）。 市町、１市の林業経営者２業者の保険成約）。
継続加入の促進については、継続加入率の低い都道
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局主催の事業説明会等に参加し、購入立木 府県、市町村、個人契約を中心に取扱う森林組合を個別
への保険加入等、森林保険の活用を要請した（平成 30 年度～令和 2 年度説明会 12 回）。
に訪問して、加入促進活動を行い、継続率は平成 27 年
林野行政の新たな展開を捉えた取組として、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 度の 63%から令和 2 年度は 76％と中期的には向上し
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 ている。
説明し（平成 30～令和２年度説明会 61 回）、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 このように、計画にない幅広い加入促進活動や林野
キャラバンを組み積極的な説明を行った（平成 30～令和 2 年度個別訪問 79 自治体等）。この結果、これまでに経営管理権集積計画を作成・公告 行政の新たな展開を捉えた加入促進対策に積極的に取
した 113 市町村のうち、計画に森林保険の記載を盛り込んだ市町村は 78 となった。保険契約については、令和元年度に初めて１市で結ばれ、令 り組んだ。
これにより、加入率は下げ止まりの傾向にある（R1
和２年度に９市町及び１市の林業経営者２業者で結ばれた。
このほかの新規加入対策としては、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 ：7.8％→R2：7.5％）。今中長期目標期間以前の加入率
修（平成 28～令和 2 年度説明会 24 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 の減少率は、23.1％減（H23：12.1％→Ｈ27：9.3％）で
あったのに対し、今期は 15.7％減（Ｈ28：8.9％→R2：
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（平成 30 年度）」を活用し、各種加入促進活動を行った。
また、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。 7.5％）までに抑えられている。一方、今中長期目標期間
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 以前の保険料収入は、H23・Ｈ27 年度比で 553 減百万
円（Ｈ23：2,311 百万円→Ｈ27：1,758 百万円）であった
要請した。継続率は平成 27 年度の 63%から令和 2 年度は 76％と中期的には向上しているため、継続契約対策を引き続き実施した。
のに対し、今期は H28・R2 年度比で 1 百万円減（Ｈ28
さらに、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（平成 28～令和 2 年度）。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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

なお、令和２年度の普及活動の実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議、研修等の実施日程が中止となる中、林野 ：1,813 百万円→R２：1,812 百万円）まで改善し、令和
庁や都道府県等が開催する各種会議、研修に可能な限り参加し、森林保険センターから森林保険の重要性、必要性等についての説明を行ったほか、 2 年度は前年度より 3%増加（Ｒ１：1,759 百万円→R２
都道府県、市町村、協議会・公社等を可能な限り個別訪問し、森林保険の説明や活用についての働きかけを行った。また、会議への出席や訪問が ：1,812 百万円）した。
困難なケースにおいては電話やメール、郵便を駆使して要請を行った。
以上により、中長期計画を、計画どおり達成したこと
上記の加入率増加に向けた取組は、毎年度内容を強化してきており、長期計画に加え、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 から、「Ｂ」評定とした。
た取組等も含まれる。
＜課題と対応＞
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→H30
積立金の規模の妥当性については、今後も引き続き災
：22 千 ha）や間伐面積（H24：368 千 ha→H27：341 千 ha→H30：269 千 ha）等に左右される（出典：森林・林業統計要覧 2020）。近年、林 害シナリオ等のシミュレーションによる検証を重ねて
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（R1：7.8％→R2：7.5％）。今中長 いく必要がある。
期目標期間以前の加入率の減少率は、23.1％減（H23：12.1％→Ｈ27：9.3％）であったのに対し、今期は 15.7％減（Ｈ28：8.9％→R2：7.5％） 保険料収入の増加に向けた取組については、様々な手
までに抑えられている。一方、今中長期目標期間以前の保険料収入は、H23・Ｈ27 年度比で 553 百万円減（Ｈ23：2,311 百万円→Ｈ27：1,758 段を講じつつ、不断の努力が不可欠であるが、これまで
百万円）であったのに対し、今期は H28・R2 年度比で 1 百万円減（Ｈ28：1,813 百万円→R２：1,812 百万円）まで改善し、令和 2 年度は前年 行ってきた加入促進活動の成果を分析し、更に効果的な
度より 3%増加（Ｒ１：1,759 百万円→R２：1,812 百万円）した。
対策を講じる必要がある。
（第１－３－（２）加入促進参照）
主務大臣による評価
（見込評価）
評定
＜評定に至った理由＞
積立金の規模の妥当性の検証や保険料収入の増加に向けた取組が着実に行われ、保険料収入に下げ止まりの傾向が見られる。令和２年度も確実に取組が実施される見通しである。
以上のとおり、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、「Ｂ」と評定した。
＜審議会の意見＞
保険料収入や加入率について、林業の特性や資源状況の変化等を踏まえた評価ができるような指標を次期中長期計画に向けて検討されたい。
（期間実績評価）
評定
＜評定に至った理由＞
積立金の規模の妥当性の検証や保険料収入の増加に向けた取組が着実に行われ、中長期目標の達成が認められることから、「Ｂ」と評定した。
４．その他参考情報
特になし。

118

Ｂ

B

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

１．当事務及び事業に関する基本情報
第３－４
第３ 財務内容の改善に関する事項
４ 保有資産の処分
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
北海道支所外来研究
員宿泊所跡地
（札幌市）
関西支所宇治見実験
林・島津実験林
（京都府）
四国支所松原山苗畑
（高知市）
九州支所もみじ山
（熊本市）
東北支所好摩実験林
（盛岡市）
職員宿舎第 3 号
（杉並区清水）
いずみ倉庫
（福島市）

達成目標

基準値

関連する政策評価・行政事 政策評価書：事前分析表農林水産省 29－⑩、⑰、30－⑩、⑰、元－⑩、⑰、２－⑩、
業レビュー
⑰、３－⑪、⑲
行政事業レビューシート事業番号：29－0184、29－0220、30－0189、30－0216、元－0191、
元－0218、２－0203、２－0232、2021-農水-20-0217、2021-農水-20-0237
28 年度

現物納付

国庫返納（現物納付）
の実施

現物納付

国庫返納（現物納付）
の実施

現物納付

国庫返納（現物納付）
の実施
国庫返納（現物納付）
の実施

現物納付
現物納付
保有の必要性の見直
し
保有の必要性の見直
し

様式

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

国庫返納（現物納付）
の実施

国庫返納（現物納付）
の実施
関係機関と事前協議 関係機関と協議の上
を行い、更地化し納 スケジュールを作成
付することとし、ス し、所要の調査を実
ケジュールは今後調 施
整

関係機関と国庫納付
に向けて、建物の撤
去等に当たっての諸
条件について協議を
実施

解体工事設計積算業 解体工事により更地
務を実施
化
解体工事及び解体工 国庫返納（現物納付）
事監理業務を発注

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間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
保有資産の見直し等については、
「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点について」 保有資産の見直しについては、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点について」
（平成 26 年９月２日付け総管査第 263 号総務省行政管理局長通知）に基づき、保有の必要性を不断 （平成 26 年９月２日付け総管査第 263 号総務省行政管理局長通知）に基づき、保有の必要性を不断
に見直し、保有の必要性が認められないものについては、不要財産として国庫納付等を行うこととす に見直し、保有の必要性が認められないものについては、不要財産として国庫納付等を行うこととす
る。
る。
特に、職員宿舎第３号（杉並区清水）については、国への返納措置又は売却を行う。また、いずみ 〇不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
１ 研究・育種勘定
倉庫（福島市）については、国への返納措置又は売却に向け、関係機関と調整を行う。
平成 27 年度末までに用途を廃止し、不要となっている財産である北海道支所外来研究員宿泊所跡
地（札幌市）、東北支所好摩実験林（盛岡市）、関西支所宇治見・島津実験林（京都市）、四国支所
松原山苗畑（高知市）、九州支所もみじ山（熊本市）については、平成 28 年度以降に現物納付する。
２ 特定地域整備等勘定
平成 28 年度に用途を廃止する予定の職員宿舎第３号（杉並区清水）については、平成 28 年度以
降に現物納付する。また、平成 29 年度以降に用途を廃止する予定のいずみ倉庫（福島市）について
は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質の影響等がある
ことから、その処理状況を勘案しつつ、平成 29 年度以降の現物納付に向け、関係機関等と調整を行
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価） 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）

主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価の視点
・保有の必要性の観点から保有資産の見直しが行われているか。また、処分することとされた保有
資産についてその処分は進捗しているか。
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等

様式

う。
評価指標
・保有資産の点検及び処分状況
自己評価

保有資産については、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本視的点について」（平成 26 年９月２日付け総管査第 263 号総務省行政
管理局長通知）に基づき、保有している施設について、保有資産検討委員会において、保有資産の点検、利用状況の確認等を行った。
平成 28 年度には、北海道支所外来研究員宿泊所跡地（札幌市）、関西支所宇治見実験林・島津実験林（京都府）、四国支所松原山苗畑（高知
市）、九州支所もみじ山（熊本市）及び職員宿舎第３号（杉並区清水）について、国への返納措置を行った。また、平成 29 年度には、東北支所
好摩実験林（盛岡市）について、国への返納措置を行った。
令和 2 年度には、いずみ倉庫（福島市）について、建物解体工事を実施し更地化した上で、国庫納付を行った。
以上の取組により、中長期計画を達成した。

主務大臣による評価
（見込評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成を踏まえ、中長期目標期間を通し、中長期目標の着実な達成が見込まれることから、「Ｂ」評定とした。
（期間実績評価）
＜評定に至った理由＞
各年度計画の着実な達成により、中長期目標の達成が認められることから、「Ｂ」評定とした。
４．その他参考情報
特になし。
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B
＜評定と根拠＞
中長期計画記載の保有資産の点検、利用状況の確認等
を計画どおり実施し、期間内の不要財産の処分は、すべ
て計画どおり行った。
以上のことから、「B」評価とした。
＜課題と対応＞
引き続き計画的に保有資産の見直しを行う必要があ
る。
評定

Ｂ

評定

B

