様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－３
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
３ 積立金の処分
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
積立金処分額
（研究･育種勘定）（千円）
積立金処分額
（水源林勘定）（千円）
積立金処分額
（特定地域整備等勘定）（千円）

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

57,863
―
186,539

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
－
中長期計画
（１）研究・育種勘定
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。
（２）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。
（３）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。
年度計画
（１）研究・育種勘定
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。
（２）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。
（３）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。
主な評価指標
＜評価の視点＞
－
（評価指標）
－
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
（ 1 ）研究・育種勘定
前期中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（研究用機器等）の減価償却に要する費用等に 57,863 千円を充
当し、収支の均衡を図った。
（ 2 ）水源林勘定
該当なし
（ 3 ）特定地域整備等勘定
前中長期目標期間繰越積立金 2,410,828 千円のうち、 186,539 千円を負担金の徴収及び長期借入金の償還に要する費用に充当し、負担金の徴収及び長期借入
金の償還等に係る事務を円滑に行った。
自己評価
評定
B
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

「研究・育種勘定」、「特定地域整備等勘定」において、年度計画に沿って、積立金の処分を適正に実施したことから「 B 」評定とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
前中長期目標期間繰越積立金について、研究・育種勘定では有形固定資産の減価償却費等に確実に充当して収支均衡を図るとともに、特定地域整備等勘定では
負担金の徴収事務、長期借入金等の償還事務等に要する費用に充当し、適正な処分を行った。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－４
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
４ 研究開発業務、森林保険業務及び水源林造成事業における連携の強化
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
研究成果の「橋渡し」に取り
組んだ検討会等の回数
（回）

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）
6

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

6

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
研究開発業務と森林保険業務及び水源林造成事業との相乗効果の発揮に向けて、次のとおり連携強化を図る。
（１）研究開発と森林保険の連携
森林の自然災害に関する専門的知見を活用した森林保険業務の高度化及び森林保険業務で得られたデータを活用した森林災害に係る研究を推進する。
（２）研究開発と水源林造成事業の連携
全国に広く分布する水源林造成事業地を研究開発のフィールドとして活用することにより研究開発を推進するとともに、研究開発の成果・知見を活用した水源林造成
事業における森林整備技術の高度化を図る。加えて、事業の実施を通じて森林所有者や林業事業体に対する研究成果の「橋渡し」に取り組む。
中長期計画
（１）研究開発と森林保険の連携
森林の自然災害に関する専門的知見を活用した森林保険業務の高度化及び森林保険業務で得られたデータを活用した気象害の発生要因解析とリスク評価等の森
林災害に係る研究開発を推進する。
（２）研究開発と水源林造成事業の連携
全国に展開している水源林造成事業地を研究開発のフイールドとして活用して施業技術や森林管理手法等の実証試験を実施するとともに、水源林造成事業地で得
られる調査データ等を研究開発に活用する。
また、検討会等を通じ、研究開発で得られた成果や科学的知見を活用して水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るとともに、森林所有者や林業事業
体への研究成果の「橋渡し」に取り組む。
年度計画
（１）研究開発と森林保険の連携
森林の自然災害に関する専門的知見を活用した森林保険業務の高度化及び森林保険業務で得られたデータを活用した森林災害に係る研究を推進する。
（２）研究開発と水源林造成事業の連携
全国に広く分布する水源林造成事業地を研究開発のフィールドとして活用することにより、エリートツリーやコンテナ苗の成長特性調査、新たなシカ食害防除方策の
検証等の研究開発を推進する。
また、検討会等を通じ、研究開発で得られた成果や科学的知見を活用して水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るとともに、森林所有者や林業事業
体への研究成果の「橋渡し」に取り組む。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・森林の自然災害に関する専門的知見を活用した森林保険業務の高度化がなされているか。
・水源林造成事業地を研究開発のフィールドとして活用し研究開発を推進しているか。
・検討会等を通じ、研究開発の成果・知見を活用して水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るとともに、森林所有者や林業事業体への研究成果の
「橋渡し」に取り組んでいるか。
（評価指標）
・研究開発部門と森林保険部門が連携した取組を計画的に行っているか。
・連携した取組の成果が共有され、森林保険業務に反映されているか。
・水源林造成事業地をフィールドとして活用した研究開発の事例
・研究開発の成果・知見を活用して水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るために取り組んだ事例
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
（ 1 ）研究開発と森林保険の連携
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国立研究開発法人

自己評価

主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

森林の気象災害等に関する専門的知見を活用した森林保険業務の高度化及び森林保険業務で得られたデータを活用した森林災害に係る研究の推進を図るた
め、平成 27 年度に作成した 5 年間の「森林気象害のリスク評価手法に関する研究」の実施基本計画に基づき、風害、雪害、火災、データベースの整備に関する研究
を推進した。具体的には、森林保険業務で得られる気象災害の特定の要素となる損害調査データ等を研究部門に提供し、これを活用した被害種別判定システム
（気象害発生地の地形や気象、林況等の情報から被害種別を判定するプログラム）を開発中である。このシステムを森林保険業務に反映させるため、森林保険センター
職員を対象に説明会を開催し、システムの使い方と得られる結果について解説し、そこでのディスカッションに基づきプログラムの改良を行った。
また、統合リスク管理委員会において、巨大災害リスクの検証にあたって研究データや分析結果を活用した。
これまでの研究開発による知見等を森林保険業務に反映するために、森林保険センターが行う現地調査へ専門家の同行や、損害調査の効率化に係るアドバイスを
得たほか、研究者が保険センターが発行する印刷物の編集への協力等も随時行った。さらに、平成 29 年度の連携、協力について、研究者と確認・検討を行った。
（ 2 ）研究開発と水源林造成事業の連携
【水源林造成事業地をフィールドとして活用した取組】
栃木県（鹿沼市）、宮城県（白石市）など森林整備センター東北北海道整備局、関東整備局、中部整備局、中国四国整備局、九州整備局の各水源林造成事業地をフ
ィールドとして、コンテナ苗やエリートツリー等について活着や生長量の調査を行った。山梨県（笛吹市）の水源林造成事業地では、長寿命化を念頭においた林道・作業
道の崩壊箇所と構造物の詳細な状況や履歴等の調査を行った。山梨県（南巨摩郡南部町）の水源林造成事業地をフィールドとして、新たなシカ食害防除方策につい
て、効果の検証等を行った。さらに福島県（双葉郡川内村）の水源林造成事業地をフィールドとして、新規植栽木の放射性物質の動態調査を行い、データの収集、蓄積
を行うなど、研究開発の推進に取り組んだ。
【水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るための取組】
森林整備センターの各整備局が開催した検討会においては、森林総合研究所・支所・各地域育種場と連携し、研究開発で得られた成果や科学的知見を活用して、研
究者が講演を行うなどにより、水源林造成事業における森林整備技術の高度化に取り組んだ。この検討会にあたっては、造林者はもとより、国有林、県、市町村の職員な
ど地域の幅広い林業関係者の参加を得て次のとおり実施した。
・｢我が国･東北北海道における木材生産･消費･流通」（講師：東北支所）（東北北海道整備局：参加者 83 名）
・｢森林 3 次元計測システム OWL による森林計測の実際｣（講師：森林総合研究所）（関東整備局：参加者 74 名）
・「ニホンジカの習性と被害対策の最前線」（講師：関西支所）（中部整備局：参加者 65 名）
・｢ニホンジカによる森林被害について」（講師：関西支所）（近畿北陸整備局：参加者 67 名）
・「関西育種場における品種開発の取組～精英樹からエリートツリーへ～」（講師：関西育種場）（中国四国整備局：参加者 81 名）
・｢下刈り省略による再生植生タイプとスギ植栽木の初期成長への影響｣（講師：九州支所）、「エリートツリーと特定母樹について」（講師：九州育種場）（九州整備局：
参加者 193 名）
森林整備センターにおいては、研究及び林木育種に係る成果の活用や研究開発等を効果的に進める連携を推進するため、森林総合研究所内の研究、林木育種に
関する情報交換会を 5 回開催し、「森林整備技術の高度化に資する研究成果の活用や研究開発等について」、「多様化する森林施業の技術的裏付けの必要性」、「労
働安全衛生につながる防護用品の必要性」、「森林と水源かん養機能」や「森林総研における放射性物質に関する研究概要」などについて、今後の水源林造成事業に
活用できる知見を共有した。
評定
B
＜評定と根拠＞
平成 27 年度に作成した 5 年間の研究実施基本計画に基づき被害種別判定システムの開発等研究を推進したほか、研究者から専門的知識を活用した更なる
森林保険業務の高度化に向けたアドバイス等を得た。
水源林造成事業地をフィールドとして活用し、コンテナ苗やエリートツリー等の活着や成長量の調査、路網の長寿命化技術の開発、新たなシカ食害防除方策の効果
の検証、放射性物質の動態調査などを実施し、研究開発を推進した。この取り組みは、研究開発部門と水源林造成部門が連携して行った。
森林整備センターの各整備局が開催した検討会においては、森林総合研究所・支所・育種場の研究者と連携し、研究開発で得られた成果や科学的知見を活用して
水源林造成事業における森林整備技術の高度化を図るとともに、造林者はもとより、国有林、県、市町村の職員など地域の幅広い林業関係者への研究成果の「橋渡
し」に取り組んだ。
以上のことから、自己評価を「B」とした。
＜課題と対応＞
研究開発部門の持つ専門的知見を活用して森林保険業務の高度化を図る必要があるため、今後も研究開発部門との連携の継続が必要である。
研究開発業務と水源林造成事業との連携を一層推進し、森林整備に係る技術の高度化の相乗効果を確保しつつ行う必要がある。
評定
B
＜評定に至った理由＞
森林保険部門では業務で得られたデータを研究部門に提供し、研究部門では当該データを活用して保険業務に役立つ被害種別判定システムの開発を森林保険部門
と協力しながら進めている。
また、水源林造成事業地をフィールドとして、コンテナ苗やエリートツリー、獣害対策、放射性物質の動態等に関する調査等を実施し、研究開発と水源林造成事業の連
携による研究開発の推進の取組が進められている。さらに、森林整備センターが各地で開催する検討会等に研究開発部門も連携して参加することで、研究開発の成果を
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年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

活用した森林整備技術の高度化を図るとともに、地域の森林・林業関係者への研究成果の「橋渡し」にも取り組んでいる。
以上のように、研究開発業務、森林保険業務及び水源林造成事業の連携強化が着実に進められていることから、「 B 」と評定する。
＜国立研究開発法人審議会の意見＞
風害や火災等の被害が森林保険により適切に補填されることも重要だが、被害種別判定システムのように、気象害等のデータが研究分野に活用される取組にも期待す
る。
４．その他参考情報
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国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－５
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
５ 行政機関や他の研究機関等との連携・協力の強化
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
委員会等派遣数
内 国・地方公共団体・他独法・大学
訳 公益法人・協同組合等
一般法人・企業・その他

国内の学会への対応件数

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）
1841
782
661
398

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

1886
804
594
488
175

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究を推進する中核機関であるとともに、森林保険センター及び森林整備センターを擁する機関である
ことから、内部での連携を取りつつ、国、都道府県、他の研究機関、大学、民間企業等との連携・協力を積極的に行う。
また、災害への緊急対応や行政機関等への技術指導等のため、専門家を派遣するとともに、学術的知見や研究情報の提供等を行う。
さらに、森林保険は、林業経営の安定や森林の多面的機能の発揮に資する公的保険であり、森林・林業の諸政策と連携した取扱いによりその役割が高度に発揮さ
れるものであることから、行政機関等と連携・協力した取組を推進する。
中長期計画
研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究を推進する中核機関であるとともに、森林保険センター及び森林整備センターを擁する機関である
ことから、内部での連携を取りつつ、国、都道府県、他の研究機関、大学、民間企業等との連携・協力を積極的に行う。
また、災害への緊急対応や行政機関等への技術指導等のため、専門家を派遣するとともに、学術的知見や研究情報の提供等を行う。
さらに、森林保険は、林業経営の安定や森林の多面的機能の発揮に資する公的保険であり、森林・林業の諸政策と連携した取扱いによりその役割が高度に発揮さ
れるものであることから、国、都道府県等行政機関をはじめとする関係諸機関と連携・協力した取組を推進する。
年度計画
研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究を推進する中核機関であるとともに、森林保険センター及び森林整備センターを擁する機関である
ことから、内部での連携を取りつつ、国、都道府県、他の研究機関、大学、民間企業等との連携・協力を積極的に行う。
また、災害への緊急対応や行政機関等への技術指導等のため、専門家を派遣するとともに、学術的知見や研究情報の提供等を行う。
さらに、森林保険は、林業経営の安定や森林の多面的機能の発揮に資する公的保険であり、森林・林業の諸政策と連携した取扱いによりその役割が高度に発揮さ
れるものであることから、行政機関等と連携・協力した取組を推進する。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・行政機関や他の研究機関との連携の仕組が適切に構築、運用されているか。
（評価指標）
・行政機関と計画段階から連携し、行政ニーズが反映されているか。
・行政機関等と連携した取組の実施状況
・緊急時の連携会議、専門家派遣の対応状況
・他の研究機関等との連携協力状況（環境研究連絡会、築協等の実績等）
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
行政機関と計画段階から連携し行政ニーズを研究に反映することを目的に、戦略課題ごとに林野庁の担当課との間で定期的な会合をもった。これらの取組により、行
政ニーズを反映したプロジェクトや事業を獲得し、実施した。
都道府県立林業試験研究機関との連携・協力については、森林総合研究所、支所及び林木育種センター・育種場において、林野庁が主催する林業研究・技術開発
推進ブロック会議（研究分科会、育種分科会）の運営に中核機関及び事務局として積極的に関与するとともに、各林業試験研究機関連絡協議会の運営に主体的に関
わった。また、都道府県立林業試験研究機関の研究成果を編集して「公立林試研究成果選集 No. 14 」として発行した。
他の研究機関との連携については、平成 28 年度に設立された国立研究開発法人協議会に参加し、他の国立研究開発法人との情報共有を進めた。さらに環境分野
における連携協力として、森林総合研究所、農研機構及び水産研究・教育機構から構成される環境三所連絡会を関西支所で開催するとともに、環境研究を行うつくば
市等にある国立研究開発法人や大学等から構成される環境研究機関連絡会の事務局として、 8 月に連絡会を本所で開催し、 11 月に環境研究シンポジウムを一橋講
堂で開催した。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

自己評価

主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

また、平成 28 年 4 月の熊本地震の際に九州森林管理局の要請による被害調査を 10 回行ったほか、東北森林管理局の要請による岩泉地域の洪水と山地災害の調
査や北海道森林管理局の要請による台風 10 号及び 16 号による被害調査、林野庁の要請による福島県伊達市で発生した林野火災の被害状況調査等を実施した。
森林保険業務については、林野庁が全国 4 ブロックで都道府県の森林整備担当者向けに開催した森林整備事業ブロック別打合せ会議や全国 7 ブロックで市町村を
対象に開催した市町村長有志連絡協議会で森林保険についての説明を行った。また、林野庁、森林組合系統、関係機関の協力を得て、季刊誌の送付や森林保険に
関するメールの配信等を実施し、森林保険の広報活動を効果的・効率的に実施した。
評定
B
行政機関と計画段階から連携し、行政ニーズを反映したプロジェクトや事業を獲得し、実施した。
森林保険制度の普及について、行政機関等と連携・協力した取組を効果的・効率的に推進した。
以上のとおり、年度計画通りに確実に実施したことから、自己評価を「 B 」とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
戦略課題単位で林野庁の担当課との定期的な会合を開催するとともに、都道府県の林業研究試験機関が参加する林業研究・技術開発推進ブロック会議では中核機
関及び事務局として関わり、林業試験研究機関連絡協議会の運営にも関わっている。
また、国立研究開発法人協議会や環境研究機関連絡会にも参画し、これらの連携がプロジェクトや事業の獲得に活かされた実績もある。
森林保険業務においても、森林整備事業ブロック別打合せや季刊誌等を通じて、効果的・効率的に広報活動を行っている。
以上のとおり、行政機関や他の研究機関との連携の仕組みが適切に構築、運用されていることから、「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－６
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
６ 広報活動の促進
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー 政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
難易度
行政事業レビューシート事業番号：0183
２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

基準値等

28 年度

29 年度

（前中長期目標期
間最終年度値等）

プレスリリース数
ウェブサイト等による発信数
森林・林業・木材研究に関
する問い合わせ等への対
応状況
研究所ホームページへのア
クセス数
一般公開等
「一般公開」
「公開講演会（研究所・支所）」
（育セン「親林の集い」）
（北海道育種場）
（東北育種場）
（関西育種場）
「研究成果発表会・シンポジ
ウム」
合同研究成果報告会〈東北
支所〉
「林木育種成果発表会」
森林教室等
（研究所）
「木工体験」
「ミニ講演会」
「森林講座」
「森林教室」（関西支所）
「森林セミナー」（九州支所）
（林木育種センター）
「森林教室」（北海道育種場）
「森林教室」（東北育種場）
「森林教室」（関西育種場）
「森林教室」（九州育種場）
（他機関と合同開催したもの）
「現地研究会」 （ 北 海 道 育 種

全体／研究成果
9 件／ 3 件
全体／研究成果
85 件／ 67 件
全体／マスコミ
960 件／ 175 件

全体／研究成果
42 件／ 17 件
全体／研究成果
368 件／ 109 件
全体／マスコミ
1,242 件／ 468 件

45,163,829 件

48,214,913 件

回数／参加人数

回数／参加人数

5 回／ 34,407 人
6 回／ 689 人
1 回／ 884 人
1 回／ 173 人
1 回／ 437 人
1 回／ 390 人
10 回／ 1,465 人

5 回／ 33,516 人
7 回／ 988 人
1 回／ 918 人
1 回／ 219 人
1 回／ 347 人
1 回／約 400 人
2 回／ 227 人

1 回／ 141 人

2 回／ 227 人

1 回／ 140 人
回数

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

合同開催（東北支所、盛岡水源林整備事務
所）

1 回／ 145 人
回数

1回
1回
10 回
3回
4回

-回
1回
12 回
3回
3回

-回
3回
1回
-回

-回
2回
2回
-回

1回

1回

北海道林木育種協会

1回
1回

1回
1回

東北支所、盛岡水源林整備事務所
岩手県、東北支所

場）

「講演会」（東北育種場）
「成果報告会」（東北育種
場）
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

協賛・後援した催事等
「つくばちびっ子博士」
「つくば科学フェスティバル」
「サイエンスキャンプ」
「子ども樹木博士」
「夏休み昆虫教室」
「うしくみらいエコフェスタ」
「エコフェスひたち」
「グリーンフェステバル」
「青少年のための科学の祭
典・日立大会」
「水都おおさか森林の市」
「森林を考える岡山県民の
集い」

定期刊行物

回数
1回
1回
-回
1回
1回
1回
1回
-回
1回

回数
1回
1回
-回
-回
1回
1回
1回
1回
1回

1回
1回

1回
1回

発行回数、配布部 発 行 回 数 、配 布 部
数
数

（研究所）
森林総合研究所研究報告
季刊森林総研
年報（本・支所、林木育種セ
ンター）
環境報告書 2016
森林総合研究所研究成果
選集
第 3 期中期計画成果集
研究情報 等
（林木育種センター）
森林総合研究所林木育種
センター年報
林木育種の実施状況及び
統計
・林木育種情報
・北海道育種場だより
・東北の林木育種
・関西育種場だより
・九州育種場だより

非定期刊行物

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 回、 3,807 部
4 回、 16,429 部
1 回、－

4 回、 4,686 部
4 回、 15,190 部
1 回、－

1 回、 2,123 部
1 回、 2,684 部

1 回、 2,007 部
1 回、 2,244 部

－
1 回、 1,905 部
15 回、 15,286 部 16 回、 15,112 部
1 回、－

1 回、－

1 回、 315 部

1 回、 316 部

3 回、 10,450 部
2 回、 436 部
3 回、 3,240 部
3 回、 894 部
2 回、 654 部

3 回、 10,440 部
1 回、 216 部
3 回、 3,228 部
3 回、 891 部
2 回、 692 部

年4回

12 回
6回
7件
4 回、 12,000 部

12 回
6回
6回
100%
2件
7件
100%
4 回、 12,000 部

12 回（毎月）

-

6 回（メール配信
及び HP に掲載）

(ISBN)登録分)

（研究所）
･林業新技術 2016

他 11 件

検討会の開催（計画値）
検討会の開催（実績値）
達成率
研究発表数（計画値）
研究発表数（実績値）
達成率
「森林保険だより」の発行
（発行回数、配布部数）
「森林保険通信」

毎年 6 回以上
毎年 2 件以上
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
研究開発については、森林の多面的機能に対する国民の理解の醸成、林業の振興や木材利用の促進につながるよう研究情報や成果を利用者が使いやすい形で
マスメディアやウェブサイト等を活用して的確に発信する。
森林保険業務においては、森林保険の重要性、保険業務の実績、災害に係る情報等を積極的に発信することにより、森林所有者の理解の醸成に努め、森林保険
の利用拡大につながるよう効果的に広報活動を行う。
水源林造成事業については、国民の理解の醸成に努めるとともに、研究開発部門との連携を図りつつ、現地検討会や技術交流会等の場の活用も含めて森林整備
に係る技術情報を地域の森林・林業関係者等へ提供する。
中長期計画
（１）研究開発業務
研究所の成果及び森林の多面的機能や木材利用の意義を一般市民と共有し、森林や木材利用に対する国民理解の醸成を図り、適切な森林管理と木材利用が進
むよう、研究成果等を各種メデイアで広報する。また、広報に当たっては、利用者の利便性を考慮しつつ、普及に最適なメデイアを戦略的に活用し、マスメデイア等へ
のプレスリリース、研究所ウェブサイトの活用、広報誌の配布等様々な手段で効果的に実施する。
（２）森林保険業務
森林保険の重要性、保険金の支払い状況等の業務の実績、災害に係る情報のほか、森林保険の窓口業務を担う委託先の紹介や被保険者の御意見等をホームペ
ージや広報誌等を通じて積極的に発信することにより、森林所有者の理解の醸成に努め、森林保険の利用拡大につながるよう効果的に広報活動を行う。
（３）水源林造成事業
水源林造成事業と研究開発との連携を図りつつ、職員及び造林者等を対象とした整備局の検討会を通じて、森林整備に係る技術情報を提供する。
森林整備技術の普及・啓発に向け、各種の研究発表会等における対外発表活動を奨励し推進する。
水源林造成事業に対する国民各層の理解の醸成のため、対外発表内容や事業効果、効果事例、地域に貢献する活動等をウェブサイト、広報誌等により広報すると
ともに、分収造林契約実績の公表等を実施する。
事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におけるデータの蓄積を実施する。
年度計画
（１）研究開発業務
研究開発業務においては、研究所の成果及び森林・木材に関する情報を広く社会に発信するため、季刊森林総研や研究成果選集等の広報誌発行、ウェブサイト
掲載、記者会へのプレスリリース、市民向けの森林講座・公開講演会・一般公開の開催、外部の各種イベントへの出展など、広報活動を積極的に推進する。
（２）森林保険業務
森林保険の重要性、保険金の支払い状況等の業務の実績、災害に係る情報のほか、森林保険の窓口業務を担う委託先の紹介や被保険者の御意見等をホームペ
ージや広報誌等を通じて積極的に発信することにより、森林所有者の理解の醸成に努め、森林保険の利用拡大につながるよう効果的に広報活動を行う。
（３）水源林造成事業
水源林造成事業については、研究開発部門との連携を図りつつ、森林整備に係る技術情報を提供するため、職員及び造林者等を対象とした整備局の検討会を 6
回以上開催する。
森林整備技術の普及・啓発に向け、各種の研究発表会等において 2 件以上発表する。
水源林造成事業に対する国民各層の理解の醸成のため、対外発表内容や事業効果、効果事例、地域に貢献する活動等をウェブサイト(ホームページ）、広報誌等
により広報するとともに、平成 27 年度分収造林契約実績のウェブサイトへの掲載等を実施する。
事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におけるデータの蓄積を実施する。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・森林総研が国民に広く認知されるための広報の取組が行われたか。
（評価指標）
・公表したプレスリリース数
・ウェブサイト等による発信数
・第３の２（２）加入促進に準じた内容
・森林・林業・木材研究に関する問い合わせ等への対応状況
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
（ 1 ）研究開発業務
下記により成果の公表及び広報活動を推進するとともに、国民との双方向コミュニケーションに努めた。
（研究所）
① プレスリリース
プレスリリースを積極的に推進し、過去 5 年で最高の 42 件のプレスリリースを行った。そのうち研究成果は 17 件あり、「絶海の孤島、小笠原の鳥はどこから来たの
か？」、「花咲かクマさん：ツキノワグマは野生のサクラのタネを高い標高へ運んでいた」、「日本で初めて新種と記載されたトリュフ ―国産トリュフの人工栽培に向けて
―」、「花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言」などの成果を発信した。さらに、研究成果発信に関する手続きと進行管理の見直しを行い、素材投稿からプレスリリー
ス・ウェブサイト公表までの時間を大幅短縮し、迅速に発信できるようになった。
② ウェブサイトでの広報
研究所ウェブサイトに最新の情報を掲載するとともに、研究成果の発信に積極的に取り組んだ結果、アクセス数が前年度に比べ大幅に増加し、ウェブサイトへのア
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クセス総数は 48,215 千件となった。各種学会誌に掲載された研究職員の執筆論文について、内容を分かりやすくまとめたものを「プレスリリース」および「研究最前
線」コーナーで掲載し、迅速な研究成果の発信に努めた。また、研究所が主催・後援するシンポジウム等についてもウェブサイト上に適宜掲載し広報を図った。さら
に、研究所の公式フェイスブックを 2016 年 12 月 5 日に開設し、研究成果の発信やイベントのお知らせを中心に記事を発信した。
③ マスコミ取材および一般問合せ対応
相談窓口を通して、森林・林業・木材研究に関する問合せに対応している。昨年度の問合せ件数は 1,242 件である。マスコミの取材申し込みが 468 件、その他に一
般市民、民間企業、関係団体、地方自治体などから 774 件の問合せあり。問合せ内容としては、特に森林生物や森林資源の利用に関する取材や問合せが多い。プ
レスリリース・マスコミ取材・ウェブサイト公表・イベント開催等を受けて、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌等で、研究所の研究紹介や研究者のコメントが数多く報道された。
④ 研究所が発行した刊行物
「森林総合研究所研究成果選集」、「第 3 期中期計画成果集」、「季刊森林総研」、「森林総合研究所研究報告」、「年報」、「環境報告書」、「研究情報」等の定期刊
行物および各種刊行物により、研究所の活動、研究成果等を公表した。
⑤ 研究所が開催した公開講演会・一般公開・イベント等
平成 28 年度森林総合研究所公開講演会を本・支所において開催した。本所の公開講演会は平成 28 年 10 月 27 日にヤクルトホールにおいて、「 2050 年の森：未
来の森をつくる研究開発」をテーマに、林政審議会会長・東京大学教授の鮫島正浩氏を外部講演者として迎えるとともに、森林総合研究所研究員４名が研究開発の
現状について報告を行った。また、本・支所・科学園および各種研究プロジェクトがシンポジウムを開催し、研究成果の公表に努めた。
一般市民に研究所の活動に触れて研究への理解を深めて頂くことを目的として、本支所・科学園において一般公開を開催した。本所の一般公開は、初めて夏休み
に開催し、研究成果の説明展示、クイズラリー、昆虫教室、樹木園見学に加え、施設見学ツアー、ミニ講演会、昆虫教室など多数のイベントを行い、大変盛況であった
（ 1 日、 735 名来館)。さらに、もりの展示ルームを「つくばちびっ子博士 2015 」の会場の一つとして夏休み 45 日間に公開した。「もりの展示ルーム」では、林業機械の
変遷、チェーンソー用の防護服、木材の快適性について展示を行い、企画展示として「災害とたたかう森林」を企画・開催した。従来と同様に、来場者への案内、説明
等の一部業務は NPO 法人へ委託した。
森林総合研究所が主催するシンポジウム、研究集会、市民向けの森林講座などのほか、農林水産省や地方自治体等が主催する諸催事に後援や協賛を行うととも
に、外部イベントにも積極的に出展を行った。具体的には、「みどりとふれあうフェスティバル」、「バイオマスエキスポ」、「林野庁中央展示」、「うしくみらいエコフェスタ」、
「つくば科学フェスティバル」、「環境研究シンポジウム」、筑波大学祭等に出展した。教育機関への職員の派遣として、つくば市内の小中学校からの依頼により、親しみ
やすい形で科学知識や研究成果を伝えるため、研究者を 8 回派遣し、木の橋作りやスズメバチ等をテーマに授業を行った。
（林木育種センター）
成長に優れた無花粉品種の開発や無花粉スギ「爽春」の無花粉遺伝子を高精度に検出できる DNA マーカーの開発、関西育種場における「林木遺伝子銀行 110
番」による清水寺の桜の後継樹の里帰りなどをプレスリリースした。また、林木育種センター主催で「新品種が産みだす森林の未来」をテーマに林木育種成果発表会を
開催し、平成 28 年度開発品種をはじめとする研究成果を発表するとともに今後の林木育種の展望について報告を行った。
さらに、研究成果の紹介や地域住民等との交流を目的に「第 21 回親林の集い」を開催し、研究施設の紹介、森林・林業の PR を目的としたイラスト展示（お山ん画）
等を行った（来場者数 918 人）。また、エコフェスひたち 2016 実行委員会・日立市主催の「エコフェスひたち 2016 」では、研究の紹介や木の円盤、ドングリ、木片等を
使った工作などを作るコーナーを出展し、青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会・（公財）日本科学技術振興財団・科学技術館主催の「第 16 回青少年の
ための科学の祭典・日立大会」では、研究の紹介や樹木の種からクリスマスキャンドルを作るコーナーを出展した。
（ 2 ）森林保険業務
関係機関と連携し、森林保険についての森林所有者の理解を深め、利用が広がるように全国の自治体や森林組合系統等にポスター（約 6 千枚）、パンフレット（約 5
万枚）を配布・設置した。また、企業向け、公有林向けのパンフレットを作成し、個別訪問等で活用した。
さらに森林所有者の理解の醸成を図るため、森林保険の重要性等について、季刊誌「森林保険だより」の発行（年 4 回、計 12,000 部）やメールによる「森林保険通
信」の配信（月に一度）、ホームページの適時更新、森林施業プランナー研修等における森林保険に関する情報提供など、関係機関と連携し、森林所有者、森林計画
作成者、林業経営対等に対し効果的・効率的に広報活動を行った。
（ 3 ）水源林造成事業
水源林造成事業については、森林総合研究所・支所・各地域育種場の研究者と連携し、森林整備に係る技術情報を提供するため、検討会を 6 回開催した。この検
討会にあたっては、造林者はもとより、国有林、県、市町村の職員など地域の幅広い林業関係者の参加を得て実施した。
【平成 28 年度 検討会内容】
No.
時 期
場 所
主 催
1 28 年 6 月 京都府
近畿北陸整備局
2 28 年 9 月 岡山県
中国四国整備局
3 28 年 9 月 大分県
九州整備局
4
5
6

28 年 10 月 群馬県等 関東整備局
28 年 10 月 三重県
中部整備局
28 年 10 月 秋田県
東北北海道整備局

参加人数
67 名
81 名
193 名
74 名
65 名
83 名

講師
関西支所
関西育種場
九州支所・
九州育種場
森林総合研究所
関西支所
東北支所
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講演内容
ニホンジカによる森林被害について
関西育種場における品種開発の取組～精英樹からエリートツリーへ～
下刈り省略による再生植生タイプとスギ植栽木の初期成長への影響
エリートツリーと特定母樹について
森林 3 次元計測システム OWL による森林計測の実際
ニホンジカの習性と被害対策の最前線
我が国･東北北海道における木材生産･消費･流通
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平成 28 年度の研究発表は、民国含めた地域の林業関係者が幅広く参加する各森林管理局の技術研究発表会等において、整備局等で取り組んだ研究等の成果に
ついて７件発表し、積極的に森林整備技術に係る普及活動を行った。
【平成 28 年度 研究発表内容】
No.
時 期
場 所
主 催
発表者
発表内容
1 28 年 10 月 熊本市
九州森林管理局
大分水源林整備事務所職員
エリートツリーと普通苗の生長量比較調査中間報告について
2 28 年 11 月 大阪市
近畿中国森林管理局
鳥取水源林整備事務所職員
公益的機能の高度発揮を図る水源林造成事業について
3 29 年 1 月 高知市
四国森林管理局
徳島水源林整備事務所職員
地山傾斜 35 度以上の急傾斜地の作業道における土砂流出防止工法の
一考察
4 29 年 2 月 秋田市
東北森林管理局
東北北海道整備局職員
クマ剥ぎ被害防除への取組－ロープ巻きの効果とコスト縮減に向けての
継続調査－
5 29 年 2 月 札幌市
北海道森林管理局
札幌水源林整備事務所職員・石狩 北海道初の共同施業団地継続への取り組み
森林管理署余市森林事務所職員・
積丹町職員
6 29 年 2 月 前橋市
関東森林管理局
宇都宮水源林整備事務所職員
人工造林地における樹幹流の酸性度（ pH ）と周辺土壌への影響
7 29 年 3 月 大阪市
近畿中国森林管理局
近畿北陸整備局職員
水源林造成事業におけるシカ被害対策について
平成 28 年度の広報誌等での主な広報活動等は、次のとおりである。
【平成 28 年度 広報誌等での主な広報活動等】
No.
時 期
広報の方法等
広報内容
1 28 年 5 月 季刊 森林総研 第 33 号
「マサ土」地域における作業道法面の早期安定について、透水性がある竹製土留工を活用した取組を紹介
した。
2 28 年 6 月 測量 6 月号
森林 GIS を用いた造林地管理について、水源林造成事業地の現状把握のために効率的かつ効果的に活
用した取組や森林 GIS の情報を現地で活用した事例などを紹介した。
3 28 年 8 月 季刊 森林総研 第 34 号
森林の成長に伴う渇水緩和機能の変化について、調査方法や調査結果等を説明し、森林の成長に伴う渇
水緩和機能の向上について紹介した。
4 28 年 11 月 水源林シンポジウム「森林整備技術
森林整備センターが主催した水源林シンポジウムにおいて、「森林整備技術の高度化と未来につなぐ森林
の高度化と未来につなぐ森林づく づくり」をテーマとし、水源林造成事業は、森林の公益的機能をより高度に発揮させる森づくりを進めていると
り」を開催（島根県松江市）
ともに、森林所有者、林業事業体への研究開発部門の成果の「橋渡し」に取り組むなど、森林技術の高度化
に努めていることを紹介した。
5 28 年 11 月 季刊 森林総研 第 35 号
水源林造成事業における路網整備の取組について、排水処理のポイントや排水処理の効果事例を紹介し
た。
6 29 年 2 月 森林技術 No.899
島根県松江市で森林整備センターが主催した水源林シンポジウムについて、基調講演及び各報告の概要
を掲載し、森林整備技術の高度化と未来へつなぐ森林づくりについて紹介した。
7 29 年 2 月 季刊 森林総研 第 36 号
群馬県桐生市山火事跡地の再生について、山火事跡地の状況や水源林造成事業による森林再生の取組
を紹介した。
8
通 年
パンフレットの配布
水源林造成事業に係るパンフレットを市町村・林業関係団体等に配布し、事業の普及・啓発に努めた。水
源林シンポジウムなどで、来場者にパンフレットを配布して、最近の取組や事業の効果等の説明に努めた。

自己評価

平成 28 年度のウェブサイトでの主な広報活動等は、次のとおりである。
【平成 28 年度 ウェブサイトでの主な広報活動等】
No.
広報活動
広報内容
1 水源林の公益的機能等を掲載
水源林造成事業の公益的機能や成果等を掲載した。
2 水源林シンポジウムの概要や講演要旨を掲載
水源林シンポジウムの基調講演や各報告の概要を公開し、「森林整備技術の高度化と未来につなぐ森林づく
り」について紹介した。
3 平成 27 年度の分収造林契約実績を掲載
事業実施の透明性を高めるため、整備局別の分収造林契約面積や植栽面積を公開した。
4 研究発表会等で発表した内容について掲載
整備局等が各森林管理局の技術研究発表会等で発表した内容について掲載した。
5 「地域に根ざした活動」を掲載
各整備局等が主催・共催した「植樹祭」、「森林教室」等の活動を掲載した。
6 各種イベントへの参加状況を掲載
市町村・林業関係団体等が主催・共催するイベントに各整備局等が参加し、事業の PR 並びに体験コーナー
の出展模様を掲載した。
モデル水源林におけるデータの蓄積については、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続き水文データの収集、蓄積を行った。
評定
B
平成 28 年度においては、成果の公表及び広報、成果の利活用の促進に努めた。特に、プレスリリースの積極的な推進、ウェブサイトでの情報発信、広報誌等の刊
行物の発行・配布、研究所主催の公開講演会やシンポジウムを通じて研究成果の発信に積極的に取り組んだ。また、マスコミ、企業、公共団体、市民からの森林・林
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業・木材研究に関する問合せに積極的に対応した。
関係機関と連携し、効果的・効率的に森林保険の情報を発信し、森林所有者の理解の醸成に努め、森林保険の利用拡大につながるよう広報活動を行った。
森林整備センターの各整備局が開催した検討会において、森林総合研究所・支所・育種場の研究者と連携し、研究開発で得られた成果や科学的知見を活用して
水源林造成事業における森林整備に係る技術情報を提供した。この検討会にあたっては、造林者はもとより、国有林、県、市町村の職員など地域の幅広い林業関係
者の参加を得て 6 回開催した。
平成 28 年度においては、整備局等における研究等の成果について、各森林管理局が主催する技術研究発表会等において全体で７件発表し、森林整備技術の普
及・啓発に努めた。
また、事業効果及び効果事例等については、パンフレット、ウェブサイト、広報誌等を活用し、積極的な広報活動に努めた。事業実施の透明性を高めるため、平成
27 年度の分収造林契約実績を各整備局ごとに整理してウェブサイトに公開した。
さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続き水文データの収集、蓄積を行った。
以上のとおり、平成 28 年度の年度計画を確実に達成したことから、自己評価を「 B 」とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
研究開発業務においては、プレスリリースやウェブサイト、広報誌等による幅広い情報提供をはじめとして、シンポジウムや施設の一般公開等の各種イベントも含め、
様々な局面での活発な広報活動を推進した。
森林保険業務においては、各種媒体や個別訪問等を通じて、積極的な情報発信や理解の醸成に努め、効果的・効率的に広報活動を行った。
水源林造成事業においては、地域の森林・林業関係者を対象として森林整備センターが開催する技術検討会やシンポジウム等を通じて、研究開発部門と連携して森
林整備に係る技術情報を提供するなど事業成果を積極的に広報した。また、他機関が主催する技術交流の場にも積極的に参加し情報発信を行った。さらに、ウェブサイ
ト、広報誌等による広報活動及び事業実績、事業評価等の情報提供を積極的に行うことにより、事業の広報の強化や透明性の向上に努めるとともに、事業効果の情報提
供を推進する観点からモデル水源林におけるデータの集積を継続的に行った。
以上のとおり年度計画に沿った取組を実施したことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－７
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
７ ガバナンスの強化
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（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
中長期目標
（１）内部統制システムの充実・強化
「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成 26 年 11 月 28 日総管査第 322 号総務省行政管理局長通知）に基づき業務方法
書に定めた事項を適正に実行するなど、研究開発業務・森林保険業務・水源林造成事業の各業務・事業の特性に応じた内部統制システムの更なる充実・強化を図る。
特に、前中期目標期間内に生じた研究開発業務における不適正な経理処理事案等の事態を重く受け止め、物品の適正な調達、その他のリスクの把握と管理等の対
策を徹底し、不適正事案の根絶に向け、内部統制の仕組みを強化する。
具体的には、各業務・事業について、役員から現場職員までの指揮命令系統や連絡・報告体制を明確化するとともに、職員に対し適切な業務執行を図るためのルー
ルの周知徹底を行う。また、監査従事職員の資質の向上を図ることにより、内部監査を効率的・効果的に実施する。
（２）コンプライアンスの推進
研究所に対する国民の信頼を確保する観点から法令遵守を徹底し、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識の向上を図る。
特に、研究活動における不適正行為については、政府が示したガイドライン等を踏まえた対策を推進する。
また、コンプライアンス確保のために PDCA サイクルの取組の徹底など必要な取組が充分に機能するよう、外部有識者を含めたコンプライアンス委員会を開催する。
中長期計画
（１）内部統制システムの充実・強化
「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成 26 年 11 月 28 日総管査第 322 号 総務省行政管理局長通知）に基づき業務方
法書に定めた事項を適正に実行するなど、研究開発業務・森林保険業務・水源林造成事業の各業務・事業の特性に応じた内部統制システムの更なる充実・強化を図
る。
このため、各業務・事業について、役員から現場職員までの指揮命令系統や連絡・報告体制を明確化するとともに、職員に対し適切な業務執行を図るためのルール
の周知徹底を行う。
また、監事及び監査法人等との連携強化並びに監査従事職員等の資質向上を図りながら、 PDCA サイクルの下、内部監査を効率的・効果的に実施する。
（２）コンプライアンスの推進
役職員は、研究所の使命達成のため、「行動規範」及び「職員倫理規程」を遵守し、高い倫理観をもって業務を遂行する。
このため、外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員会を開催し、毎年度の取組方針を定め、これに基づきコンプライアンスの確保を図る。
また、研究活動における不適正行為を防止するため、政府が示したガイドライン等を踏まえた対策を推進するとともに、不適正な経理処理事案の再発防止策の周知
及び徹底、不正防止計画の着実な推進に努める。
年度計画
（１）内部統制システムの充実・強化
各業務・事業について、役員から現場職員までの指揮命令系統や連絡・報告体制を明確化するとともに、職員に対し適切な業務執行を図るためのルールの周知徹底
を行う。
また、監事及び監査法人等との連携強化を図るとともに、各種研修への参加等により監査従事職員等の資質向上を図る。
（２）コンプライアンスの推進
役職員は、研究所の使命達成のため、「行動規範」及び「職員倫理規程」を遵守し、高い倫理観をもって業務を遂行する。
このため、外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員会を開催し、取組方針を定め、これに基づきコンプライアンスの確保を図る。
また、研究活動における不適正行為を防止するため、政府が示したガイドライン等を踏まえた対策を推進するとともに、不適正な経理処理事案の再発防止策の周知
及び徹底、不正防止計画の着実な推進に努める。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・各業務・事業の特性に応じた内部統制システムの充実・強化が図られているか。
・法人におけるコンプライアンス徹底のための取組、研究上の不適正行為を防止するための取組が適切に行われているか。
106

様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

（評価指標）
・内部統制システムの充実・強化の取組状況
・法令遵守などのコンプライアンスの取組状況
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
（１）内部統制システムの充実・強化
平成 29 年度から、法人のガバナンス機能の強化を図るため、従来の理事会運営要領を廃止し、同要領の内容を拡充した理事会規程を制定した。またコンプライアン
ス、リスク管理に係る規程類を各センターの関係部局と連携し改正する等内部統制システムの整備を行った。
監事及び会計監査人においては監事の業務監査の有効性を高めるため、監査計画の策定、期中監査の実施状況及び決算監査における取りまとめ報告について、
各段階において意見交換を行うとともに、会計監査人主催の独立行政法人の監事を中心とした意見交換会に監事が出席し、業務達成基準及び内部統制に関する監
事監査の視点について情報を収集するなど密接な連携強化を図った。
以下のセミナ－等に監査従事職員を参加させ、資質の向上を図った。
・ 会計検査院主催の「公会計監査機関意見交換会議」（ 8 名）
・ 会計検査院主催の「第 35 回政府出資法人等内部監査業務講習会」（ 1 名）
・ 総務省行政評価局主催の「平成 27 年度 評価・監査中央セミナー」（ 11 名）
・ 内閣サイバーセキュリティセンター主催の「統一基準群に基づく情報セキュリティ監査について」（ 1 名）
・ 有限責任監査法人トーマツ主催の「独立行政法人平成 27 年度決算セミナー」（ 1 名）
・ （財）経済調査会主催の「公共調達と会計検査・公共工事と会計検査講習会」（ 1 名）
・ （社）日本経営協会主催の「情報セキュリティ監査の実践セミナー」（ 1 名）
・ （社）日本経営協会主催の「リスクマネジメントと監査の役割」（ 1 名）
（２）コンプライアンスの推進
研究開発・森林保険業務・水源林造成事業等の各部門が実施する事務及び事業の具体的内容が大きく異なることから、毎年度それぞれの部門毎に外部有識者を
含めた推進委員会を開催し、その中で決定した取組計画に基づき一年間取り組み、その取組状況について点検・評価した上で、次年度の取組方針へ反映させた。
【研究開発部門】
＜平成 28 年度取組状況＞
１）役職員に対する教育・研修について
コンプライアンスに関連する研修を 62 回実施等（当法人主催 31 回）するとともに、研修後は e ラーニングにより習熟度チェックを行い、その向上に努めた。
主な研修としては以下のとおり。
・情報セキュリティ研修（ 2 回： 1104 人）、研究不正防止に向けた e ラーニング講習（ 417 人）、職員倫理研修（ 924 人）
２）重点課題への取組について
危機管理体制の強化、情報セキュリティの強化（情報管理、サイバーセキュリティ対策等）、研究費の適正な執行管理（不正使用、計画的執行等）、研究管理業務の
適正化・効率化（研究不正、事務改善等）、業務に係る法令遵守、労働安全衛生・環境保全等（遺伝子組換え、動物実験、化学薬品、放射性物質、放射線防護、実験
廃水処理）の各項目について各研究領域等毎に取組み、倫理観の保持・向上に努めた。
３）公益通報窓口の拡充
公益通報制度のうち外部通報窓口を法人全体分として対応できるよう規程を改正し、 29 年度当初から適用できるように改善した。
【森林保険センター】
＜平成 28 年度取組状況＞
１）役職員に対する教育・研修について
主な研修としては以下のとおり。
・全役職員（非常勤職員含む） 35 名を対象とし、 e ラーニングによるコンプライアンス研修、情報セキュリティ研修、金融業務における内部統制システム研修を実施
２）重点課題への取組について
○コンプライアンス違反を未然に防ぐ組織づくり
・危険予知活動の実施：全職員で日常の業務に潜む危険（リスク）の洗い出し作業を行い、取りまとめた危険（リスク）については全職員に配布し、危険を未然に防ぐ
危機管理意識の向上を図った。
・「公益通報窓口」の活用推進：公益通報窓口の活用を推進するため、「公益通報処理規程」の内容や相談・申告先の窓口について、職員に対し周知を図った。
○コンプライアンス意識の強化
・上述の研修を実施することで、コンプライアンスに関する個々人の意識向上を図るとともに金融業務型の内部統制に関する知識の習得に努めた。
３）コンプライアンス自己診断（平成 29 年 2 月）
全職員を対象にコンプライアンス行動規範の自己診断を実施し、コンプライアンスがどの程度理解され、実践されているかについて個々人が点検を実施することで行
動規範に対する意識の維持・向上を図った。
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【森林整備センター】
＜平成 28 年度取組状況＞
１）役職員に対する教育・研修について
主な研修としては以下のとおり。
・階層別研修におけるコンプライアンスと倫理研修（ 142 名）、 e ラーニングによるコンプライアンス研修（全役職員（非常勤職員含む））、情報セキュリティ研修（全役職員
（非常勤職員含む））、各地域で開催の著作権研修（ 80 名）
２）重点課題への取組について
○コンプライアンス違反を未然に防ぐ組織づくり
・危険予知活動の実施：業務遂行上でコンプライアンスに抵触する可能性のあると思われる事例をまとめた「危険予知確認表」を個々人が再確認し、それらを意識した
行動ができるよう職場内ディスカッションを行った。
・「公益通報窓口」の活用推進：「内・外公益通報窓口」及び「苦情相談窓口」それぞれの連絡先等を併記したビラを作成し、各職場へ配布して職場内に掲示するなど
周知を図った。
○コンプライアンス意識の強化〈各職場毎の取組〉
・「コンプライアンス・ハンドブック」を活用して輪番制での朗読や意見交換を行うなど、コンプライアンス意識を深めた。
・センターで毎月発行しているニュースレターに掲載した最近のコンプライアンス違反事例の記事をもとに各職場内ディスカッションを行った。
・「コミュニケーションスキルの向上」、「モチベーションの向上」、「定時退庁の促進」、「メンタルヘルス向上」や「ハラスメント対策」などの取組を通じて、コンプライアンスの
土台となる風通しの良い職場づくりを継続して進めた。
・県、市町村や森林・林業関係団体等とも連携しながら、それぞれの地域や参加者の特性に応じたイベントの開催等を通じて、当センターの事業や森林の果たす重要
な役割などへの地域社会からの理解を高めるとともに、林業技術の普及や森林教育活動等を通じて、地域の発展に貢献するなど、地域との良好な関係づくりに努め
た。
・年間取組計画に基づき職場毎に前述取組を含めた毎月の取組目標を立て、その結果を四半期毎に「月間活動取組報告」としてコンプライアンス室で取りまとめて取組
状況をその都度確認の上、幹部会において報告（本部にあっては毎月報告）するとともに、その内容を全職場に配信し情報共有を行った。
３）コンプライアンス推進月間（ 11 月）の活動
11 月を推進月間として、この期間中、当センターに働く全役職員等を対象に e ラーニングシステムを活用してビデオ（映像）及び確認テスト等によるコンプライアンス
研修を実施（受講率 100 ％）し、受講後に研修内容をもとに職場内ディスカッションを行うなど、個々人の意識向上を図った。
４）コンプライアンス自己診断（平成 29 年 1 月）
緑の行動規範（ 10 原則）の各原則に定められた行動指針からなる合計 30 問の設問を確認しながら全職員が自己評価することにより、個々人の行動規範に対する
意識の維持・向上を図った。
評定
B
監事及び会計監査人においては、監査計画の策定・期中監査の実施状況及び決算監査における取りまとめ報告について各段階において意見交換を行い、監査法
人主催の意見交換会には監事が出席し情報収集を行うほか、監査従事職員を会計検査院等主催の各種会議やセミナー等に参加させ資質の向上を図るなど、業務・
事業の特性に応じた内部統制システムの充実・強化を図った。また、外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員会を開催し、取組結果の検証・分析等を行った上で
次年度の取組方針へ反映させるなど、コンプライアンス徹底のための取組や研究上の不適正行為を防止するための取組が適切に行われた。
以上のことから、自己評価を「 B 」とする。
評定
B
＜評定に至った理由＞
内部統制システムの充実・強化に関しては、内部規定の見直しや役職員への各種研修の実施等、内部統制の仕組みが十分に機能するよう、体制整備と運用の双方
について積極的に取組を行った。また、監事や監査従事職員についても、意見交換会やセミナー等の機会を通じて、内部監査機能の充実と資質の向上に努めた。
コンプライアンスの推進に関しては、外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員会の開催、取組方針の決定、取組結果の検証、次年度への反映により、 PDCA サ
イクルによるコンプライアンスの維持・改善を推進した。また、各業務・事業の特性を踏まえ、公益通報窓口の拡充による不適正な行為・処理の防止や、危険予知活動や
自己診断等を通じたコンプライアンス意識の強化等、経常的に倫理観を醸成・向上させる取組を行った。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－８
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
８ 人材の確保・育成
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
研修件数（研究開発）
研修受講者数（研究開発）
免許・資格取得者数（研究開発）
免許・資格取得者数（森林整備
センター）
ラスパイレス指数

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）
54
1,025
7
15

28 年度

102.3
100.5

102.0
100.4

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

61
2,511
22
15
上段は事務・技術職員
下段は研究職員

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
（１）人材の確保・育成
研究開発業務の成果の創出のため、女性・外国人・若手・中堅研究者・シニア研究員等の多様な人材を確保し、高い研究マネジメント能力を有する職員を計画的に
育成するとともに、その資質の向上を図る。また、個人の資質や経歴、年齢に応じた人材育成を行うこととし、研修等の実施を通じて、様々なキャリアパスに誘導するよう
努める。さらに、研究者の流動化や人材交流により新たなイノベーション創出を図るため、クロスアポイントメント制度等を整備する。
森林保険業務の適正な実施、専門性の向上等のため、林業経営や森林被害等に精通した職員を配置するほか、林野庁、損害保険会社及び森林組合系統からの
出向等により必要な人材を確保する。また、森林保険業務を適切に実施できるよう、職員を各種研修等に参加させること等により、高度な専門知識と管理能力を有する
職員を育成する。
水源林造成事業の確実な実施のため、必要な人材を確保する。また、水源林造成事業に係る職員を各種研修等に参加させること等により、高度な専門知識と管理
能力を有する職員を育成する。
さらに、全体として、女性の幹部登用など男女共同参画の取組、ワークライフバランス推進の取組を強化する。
（２）人事評価システムの適切な運用
職員の業績及び能力の評価については、公正かつ透明性の高い評価を実施する。その際、研究職員の評価は、研究業績のみならず、研究開発成果の行政施策・
措置の検討・判断への貢献、技術移転活動への貢献等を十分に勘案したものとする。また、一般職員等の評価は、国が実施する評価制度に準じたものとする。
人事評価結果については、組織の活性化と業務実績の向上を図る観点から、適切に処遇へ反映させる。
（３）役職員の給与水準等
役職員の給与については、職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等を勘案した支給水準とする。
また、クロスアポイントメント制度や年俸制など研究業務の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入に取り組むとともに、透明性の向上や説明責任の一層の確
保のため、給与水準を公表する。
中長期計画
（１）人材の確保
研究開発業務の成果の創出のため、人材の確保に当たっては、常勤職員の採用に加え、テニュアトラック制や、任期付き研究員制度、再雇用等を活用し、女性・外
国人・若手・中堅研究者・シニア研究員等、研究所が必要とする才能豊かで多様な人材の確保に努める。また、研究者の流動化や人材交流により新たなイノベーション
創出を図るため、クロスアポイントメント制度等を整備する。
森林保険業務の適正な実施、専門性の向上等のため、林業経営や森林被害等に精通した職員を配置するほか、林野庁、損害保険会社及び森林組合系統からの
出向等により必要な人材を確保する。
水源林造成事業の確実な実施のため、必要な人材を確保する。
（２）職員の資質向上
「農林水産研究における人材育成プログラム（平成 27 年農林水産技術会議改正）」等を踏まえ、研究所の人材育成プログラムを改正し、個人の資質や経歴、年齢に
応じた研修等の実施により、研究遂行能力の向上とともに、研究マネジメント能力やコーデイネート能力等、研究管理部門等が必要とする能力を開発し、個々の研究者
の資質を活かす様々なキャリアパスへの誘導を計画的に進める。
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さらに、一般職員についても、職員の資質の向上を図るため、業務に必要な各種資格を計画的に取得することに努めるとともに、森林保険業務や水源林造成事業に
おける高度な専門知識が必要とされる業務を適切に実施するため、各種研修に職員を参加させること等により、高度な専門知識と管理能力を有する職員を育成する。
このほか、男女共同参画の推進及び女性研究者の活躍促進に向けた両立支援の充実のため、男女共同参画の推進に努める。
（３）人事評価システムの適切な運用
職員の業績及び能力の評価については、公正かつ透明性の高い評価を実施する。
研究職員の業績評価については、研究業績、学術団体との連携、行政及び民間・企業等への技術移転等の「橋渡し」活動並びに研究管理業務等への貢献を十分
に勘案して行う。また、一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、国が実施する評価制度に準じた評価を実施する。
人事評価結果については、組織の活性化と業務実績の向上を図る観点から、適切に処遇へ反映させる。
（４）役職員の給与水準等
役職員の給与については、職務の特性や国家公務員の給与等を勘案した支給水準とする。
また、研究開発業務については、手当を含め給与の在り方を検証し、クロスアポイントメント制度の整備とともに、年俸制について検討を行う。
さらに、透明性の向上や説明責任の一層の確保のため、役職員の給与水準を公表する。
（１）人材の確保
研究開発業務の成果の創出のため、人材の確保に当たっては、常勤職員の採用に加え、テニュアトラック制や、任期付き研究員制度、再雇用等を活用し、女性・外
国人・若手・中堅研究者・シニア研究員等、研究所が必要とする才能豊かで多様な人材の確保に努める。
森林保険業務の適正な実施、専門性の向上等のため、林業経営や森林被害等に精通した職員を配置するほか、林野庁、損害保険会社及び森林組合系統からの
出向等により必要な人材を確保する。
水源林造成事業の確実な実施のため、必要な人材を確保する。
（２）職員の資質向上
「農林水産研究における人材育成プログラム（平成 27 年農林水産技術会議改正）」等を踏まえ、研究所の人材育成プログラムを改正し、個人の資質や経歴、年齢に
応じた研修等の実施により、研究遂行能力の向上とともに、研究マネジメント能力やコーディネート能力等、研究管理部門等が必要とする能力を開発し、個々の研究者
の資質を活かす様々なキャリアパスへの誘導を計画的に進める。
さらに、一般職員についても、職員の資質の向上を図るため、業務に必要な各種資格を計画的に取得させることに努めるとともに、森林保険業務や水源林造成事業
における高度な専門知識が必要とされる業務を適切に実施するため、各種研修に職員を参加させること等により、高度な専門知識と管理能力を有する職員を育成す
る。
このほか、男女共同参画の推進及び女性研究者の活躍促進に向けた支援の充実のため、男女共同参画の推進に努める。
（３）人事評価システムの適切な運用
職員の業績及び能力の評価については、公正かつ透明性の高い評価を実施する。
研究職員の業績評価については、研究業績や学会活動を初め、行政、民間・企業等への技術移転及び研究所の業務推進等への貢献を十分に勘案して行う。また、
一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、国が実施する評価制度に準じた評価を実施する。
人事評価結果については、組織の活性化と業務実績の向上を図る観点から、適切に処遇へ反映させる。
（４）役職員の給与水準等
役職員の給与については、国家公務員の水準となるように取り組むとともに、その水準を公表する。
また、研究開発業務については、手当を含め給与の在り方を検証し、クロスアポイントメント制度など業務の特性に応じた報酬・給与制度について検討を行う。
＜評価の視点＞
（１）人材の確保・育成
・各業務において、必要とする人材を確保しているか。
・各種研修等を計画的に実施し、高度な専門知識と管理能力を有する職員を育成しているか。
・男女共同参画の取組、ワークライフバランス推進の取組等を行っているか。
（２）人事評価システムの適切な運用
・職員の業績及び能力評価を適切に行っているか。研究職員については、研究業績のみならず、研究開発成果の行政施策や技術移転活動等への貢献に応じた評
価を行っているか。また、人事評価結果を適切に処遇へ反映しているか。
（３）役職員の給与水準等
・研究開発業務におけるクロスアポイントメント制度などの柔軟な報酬・給与体系の導入に向けた取組は適切に行われているか。給与水準は適切に維持され、説明責
任が果たされているか。
（評価指標）
（１）人材の確保・育成
・研究開発業務における多様な人材の確保、育成するための取組状況、クロスアポイントメント制度などの活用による人材交流の状況
・森林保険業務において、林野庁、損害保険会社、森林組合系統からの出向等により、森林保険業務の適正な実施に必要な職員を確保しているか。
・水源林造成事業の適正な実施に必要な職員数を確保しているか。
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・職員の研修等を計画的に行っているか。
・男女共同参画の取組状況
・各種研修の実施状況
（２）人事評価システムの適切な運用
・人事評価の実施状況
・人事評価結果の処遇への反映状況
（３）役職員の給与水準等
・研究開発業務におけるクロスアポイントメント制度などの柔軟な報酬・給与体系の取組状況
・ラスパイレス指数
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
（ 1 ）人材の確保
研究開発業務の人材を確保するため、クロスアポイントメント制度の導入について所内検討を行い、平成 29 年度から導入することとした。研究職員の採用について
は、森林総合研究所のホームページへの掲載と関連する大学及び都道府県研究機関並びに科学技術振興機構研究者人材データベースへ募集案内の公告掲示を依
頼するなど広く公募をかけ、優れた人材の確保を図った。さらに、近年研究分野によっては博士号取得者が少ない状況にあり人材の確保が急務となっていたことから、
その様な研究分野に対しては博士号未取得者をテニュア型任期付き職員として募集することで、人材の確保に努めた。また、採用情報でくるみんマーク取得等の森林
総合研究所のダイバーシティ推進の取組を紹介した。これらにより、女性研究者 4 名（うちテニュア型任期付き 1 名）、男性研究者 9 名（うちテニュア型任期付 3 名）を
採用した。
森林保険センターにおいては、森林保険業務の確実かつ効率的・効果的な実施、専門性の向上等のため、林野庁、損害保険会社及び森林組合系統からの出向等
により必要な人材を確保し適切に配置した。
森林整備センターにおいては、水源林造成事業の確実な実施に必要な職員を確保するため、森林整備センターのホームページ及び就職情報サイトへ募集案内の
公告掲示を行い、新たに職員 9 名（女性 6 名、男性 3 名）を採用した。
（ 2 ）職員の資質向上
・研究開発業務部門においては、研究業務及び研究支援業務の遂行のために、新たに必要となる免許及び資格を確実に取得させるとともに、各種の講習会等に参加
させることによって、職員の資質の向上を図った。
○平成 28 年度における免許取得者数
危険物取扱者（甲種）（ 9 名）、危険物取扱者（乙種）（ 11 名）、わな狩猟（ 1 名）、エックス線作業主任者（ 1 名）
○平成 28 年度における技能講習会等参加者数
小型移動式クレーン運転技能講習（ 4 名）、フォークリフト運転技能講習（ 2 名）、高所作業車運転技能講習（ 1 名）、車両系建設機械（整地等）運転技能講習（ 5
名）、車両系建設機械（解体用）運転技能講習（ 1 名）、玉掛業務技能講習（ 5 名）、伐木等業務従事者特別教育（ 20 名）、高所作業車特別教育（ 10m 未満）（ 12
名）、小型車両系建設機械特別教育（ 3t 未満）（ 5 名）、研削砥石取替業務特別教育（ 6 名）、刈払機作業安全衛生教育（ 14 名）、丸のこ等取扱い作業従事者安
全教育（ 12 名）、足場の組立て等の業務に係る特別教育（ 1 名）、安全運転管理者講習（ 2 名）、甲種防火管理者講習（ 1 名）、防災管理者講習（ 1 名）、エネル
ギー管理員講習（ 1 名）、危険物取扱者保安講習（ 12 名）
合計 105 名
農林水産省、林野庁、人事院等が主催する各種研修や農林水産技術会議が主催する技術講習会やセミナーなどに一般職員及び研究職員を積極的に参加させ
た。また、所内においても所内短期技術研修等を実施した。所内の研修や講演時にはテレビ会議システムを活用し、支所等の職員も参加できる方法をとった。語学研
修については、研究所、支所等で合計 28 名（研究所 12 名、北海道支所 2 名、東北支所 0 名、関西支所 3 名、四国支所 2 名、九州支所 3 名、林木育種センター 6
名）が受講した。国際的な成果の発信や国際会議における発言力向上のため、国際学会等における英語プレゼンテーション能力向上研修を行い、 10 名が受講した。
海外留学については、 OECD の国際共同研究プログラムのフェローシップにより、 2 名の研究員をフィンランド及びドイツへ派遣した。
学位の取得や資質の向上に向けて研究職員のモチベーションを高めるため、学位取得者を全所に通知するとともに学会賞等の受賞者をホームページで公表した。今
年度の博士の学位取得者は、博士（農学） 4 名、その他 1 名、総取得者は 371 名（平成 27 年度： 366 名）となった。これは研究職の 80.7 ％（同： 81 ％）に該当する。
これらの取組に加え人材育成をより適切に行うことを目的に人材育成プログラムの大幅な改訂を行った。
さらに、ダイバーシティを少しでも身近な問題として考える機会とするため、エンカレッジ推進セミナー及びダイバーシティ研修を開催したほか、男女共同参画週間、職
員研修などの機会を利用して、ダイバーシティ推進の情報提供と意識啓発に努めるとともに、全所的な男女共同参画の意識調査を実施した。
・森林保険業務部門においては、職員の資質向上を図り業務の円滑な遂行に資するため、「国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センター職員研修要領」（平
成 27 年 4 月 1 日付け）に基づき職員の研修計画を作成し、外部有識者等を講師とした研修を実施することで、保険業務に係る専門的知識の習得等を図った。
○平成 28 年度における外部講習会等参加者数
行政法人決算セミナー（ 1 名）、内部監査業務講習会（ 1 名）、評価・監査中央セミナー（ 3 名）、公会計監査機関意見交換会議（ 2 名）、行政管理評価セミナー
（ 1 名）、政策評価に関する統一研修（中央研修）（ 1 名）、公文書管理研修（ 2 名）、情報セキュリティ勉強会（ 4 名）、情報セキュリティ対応演習（ 3 名）、職場のメ
ンタルヘルス基礎研修会（ 36 名）、給与実務研修会（諸手当関係）（ 1 名）、女性研修（ 1 名）、ダイバーシティ研修（ 35 名）、保険知識の向上研修（ 36 名）、資金
運用担当者セミナー（ 2 名）、予算編成支援システム研修（ 2 名）、防災管理新規講習会（ 2 名）、消費税中央セミナー（ 2 名）
・水源林造成事業部門においては、業務の円滑な遂行に資するために「国立研究開発法人森林総合研究所森林整備センター国家資格等の取得に関する取扱要領」
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自己評価

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

に基づき、業務遂行に必要な免許及び資格取得の促進に努めるとともに、「森林整備センタ－における人材育成の基本方針」（平成 27 年 5 月制定）に基づき、官庁等
が主催する外部講習会等に職員を参加させ資質の向上を図った。
○平成 28 年度における免許取得者数
森林総合監理士（ 11 名）、林業技士（ 2 名）、わな狩猟（ 2 名）
○平成 28 年度における主な外部講習会等参加者数
地方公共団体等におけるホームページのバリアフリー化に関する講習会（ 2 名）、公文書管理研修Ⅰ（ 6 名）、公文書管理研修Ⅱ（ 4 名）、行政管理・評価セミナー
（ 1 名）、男女共同参画社会づくり全国会議（ 1 名）、個人型拠出年金加入説明会（ 1 名）、勤務時間・休暇関係実務研修会（ 1 名）、給与実務研修会（諸手当関係）
（ 1 名）、給与実務研修会（人事院勧告説明会）（ 2 名）、給与実務研修会（俸給関係及び給与の支給関係）（ 3 名）、再任用・退職手当・年金制度の実務者研修会
（ 2 名）、育児休業制度等研修会（ 2 名）、給与実務の実例研修会及び改正給与法関連説明会（ 1 名）、資格・標準報酬管理事務研修（ 4 名）、長期給付実務研修
会（ 2 名）、職場のメンタルヘルス基礎研修会（ 6 名）、有限責任監査法人トーマツ決算セミナー（ 1 名）、会計事務職員契約管理研修（ 1 名）、野村證券債券運用
基礎研修（ 2 名）、政府関係法人会計事務職員研修（ 3 名）、 QND （ソフトウェア管理システム）研修（ 1 名）、予算書作成支援システム（財務諸表等）研修（ 2 名）、
消費税中央セミナー（ 2 名）、野村證券債券研修（ 1 名）、技術者育成研修（中央研修）（ 20 名）、技術者育成研修（ブロック研修）（ 20 名）、木材産業・木材利用（基
礎知識）（ 1 名）、木材産業・木材利用（実践）（ 1 名）、高性能林業機械作業システム（ 1 名）、林業専用道技術者 2 （ 1 名）、森林作業道（路網連携）（ 1 名）、森林
作業道（改修技術）（ 1 名）、森林施業技術（ 1 名）、森林立地（ 2 名）、生物多様性保全（ 1 名）、第 1 回法律公開講座（ 3 名）、第 2 回法律公開講座（ 3 名）、神奈
川県内訟務担当者研究会（ 5 名）、チェンソー講習（ 3 名）、刈払機講習（ 3 名）、農業土木技術研究会研修会（ 2 名）、独立行政法人決算セミナー（ 1 名）、公共土
木工事の施工に係る研修会（ 2 名）、公会計監査機関意見交換会（ 1 名）、会計検査の指摘事例から学ぶ設計・施工不良の改善策講習会（ 2 名）、土木工事積算
セミナー（ 1 名）、評価・監査中央セミナー（ 8 名）、公共調達と会計検査講習会（ 3 名）、公共工事と会計検査講習会（ 3 名）、産業保険支援センターメンタルヘルス
研修会（ 1 名）、 JRRC 著作権中級講座（ 1 名）、 JRRC 著作権セミナー（ 1 名）、 JRRC 著作権基礎講座（ 3 名）、著作権セミナー（ 7 名）、産業保健セミナー（ 1 名）
合計 156 名
（ 3 ）人事評価システムの適切な運用
研究開発業務部門における一般職員及び技術専門職員の人事評価については、前期に引き続き国と同様の人事評価を実施した。実施に当たっては、評価者訓練
を実施し、評価者及び調整者で同じ評価となるよう事例を用いて評価の視点等の確認をした。研究職員の業績評価については、研究業績や学会活動を初め、行政施
策への反映、民間・企業等への技術移転及び研究所の業務推進等への貢献を十分に勘案して行った。
水源林造成事業部門においては、評価者訓練を平成 28 年 7 月 21 日（対象者数 8 名（新任管理者）全員参加）に行った。
森林保険業務部門においては、平成 28 年 10 月 28 日に評価者研修を管理職 11 名を対象として実施した。また、人事評価については、引き続き国と同様の人事評
価を実施した。
評価結果については、昇任、昇格、昇給、勤勉手当の成績率判定に活用した。
（ 4 ）役職員の給与水準等
研究開発業務において、クロスアポイントメント制度を導入することで、勤務割合に応じて給与を支払うことができるように規程を改正した。
クロスアポイントメント制度に係る規程等を整備し、クロスアポイントメント制度に基づく人事交流を可能とする態勢を整備した。
ラスパイレス指数について
法人の給与体系は、国家公務員における「一般職の職員の給与に関する法律」等に準拠して、職員給与規程を規定しており、給与水準は国家公務員と同水準
である。平成 28 年度のラスパイレス指数について、事務・技術職員は 102.0 、研究職員は 100.4 となった。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、手当を含め役職員給与の在り方について、検証した上で、給与水準の見直しを行い、国家公務員に準拠した給与規定に基づき支給している。また、検証
結果や取組状況については、毎年 6 月末に「国立研究開発法人森林研究・整備機構の役職員の報酬・給与等について」によりホームページ上で公表している。
（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職） 102.0
（研究職員）
対国家公務員（研究職） 100.4
評定
B
博士号未取得者のテニュア型任期付き職員としての募集、林野庁・損害保険会社及び森林組合系統からの出向等による人材の確保、水源林造成事業の適正な実
施のための職員採用により人材の確保に努めた。また、免許及び資格を有する者の維持・拡充を図り、職員の資質向上に努めた。男女共同参画推進とワークライフバラ
ンス実現のため、エンカレッジ推進セミナーの開催、男女共同参画意識調査の実施、女性職員が活躍できる環境整備を推進することを目的とする女性研修の実施によ
り、男女共同参画意識の啓発に努めた。以上のように、必要とする人材を適宜確保し、研修を計画的に実施することで高度な専門知識と管理能力を有する職員を育成
し、男女共同参画の取組、ワークライフバランス推進の取組等を行っている。
一般職員及び技術専門職員の人事評価については、国と同様の人事評価を実施し、実施に当たっては、評価者訓練を実施し評価者及び調整者で同じ評価となる
よう事例を用いて評価の視点等の確認をし、研究成果の行政施策や技術移転等への貢献を十分に勘案して行った。評価結果については、昇任、昇格、昇給、勤勉手
当の成績率判定に活用するなど、職員の業績及び能力評価を適切に行い、人事評価結果を適切に処遇へ反映している。
研究開発業務において、クロスアポイントメント制度の導入のための規程を改正し、柔軟な報酬・給与体系の導入に向けた取組を着実に進めた。給与のラスパイレス
指数は事務・技術職員： 102.0 、研究職員： 100.4 となっており、国家公務員に準拠した給与規定に基づき支給していることから、給与水準は適切に維持されている。
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国立研究開発法人

主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

以上のように、平成 28 年度の計画を確実に達成したことから、自己評価を「 B 」とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
クロスアポイントメント制度導入に向けた取組、テニュアトラック制や男女共同参画に配慮した職員募集、出向者受入による専門性の向上等、多様な人材の受入れや、
各業務・事業の適正な実施のために必要となる人材の確保に努めた。
また、職員の業務遂行に必要な免許及び資格取得に向けて、計画的に研修を行う等、高度な専門知識・技術や管理能力の習得等、職員の資質の向上に関しても積
極的な取組を行い、グローバル化に向けた取組としても、研究員の海外派遣や国際的な成果発信に向けた能力向上研修を行っており、人材育成を進めている。
さらに、人事評価に当たっては、行政施策や技術移転等への貢献も勘案して処遇に反映させるとともに、評価者訓練を実施して公正性・透明性の確保に努めた。
給与に関しては、クロスアポイントメント制度導入の条件整備を行う等、新たな制度の導入にも取り組むとともに、ラスパイレス指数についても、国家公務員の給与水準と
ほぼ同程度となっている。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－９
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
９ 情報公開の推進
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（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
中長期目標
公正な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に基づ
き、適切に情報公開を行う。
なお、森林保険業務に関する情報公開に当たっては、民間の損害保険会社が行っている情報公開状況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
参考とする。
中長期計画
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、適切に情報公開を行う。
なお、森林保険業務に関する情報公開の実施に当たっては、民間の損害保険会社が行っている情報公開状況や日本損害保険協会策定の「デイスクロージャー基
準」等を参考とする。
年度計画
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、適切に情報公開を行う。
なお、森林保険業務に関する情報公開の実施に当たっては、民間の損害保険会社が行っている情報公開状況や日本損害保険協会策定の「ディスクロージャー基
準」等を参考とする。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・法人運営についての情報公開の充実に向けた取組や情報公開を適切に行っているか。
・森林保険業務に関する情報公開において、民間の損害保険会社が行っている情報公開状況や日本損害保険協会策定のディスクロージャー基準を参考にしている
か。
（評価指標）
・情報公開対応状況
・民間の損害保険会社が行っている情報公開状況や日本損害保険協会策定のディスクロージャー基準と照らし合わせて、公表事項に過不足がない情報公開となっ
ているか。
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
情報公開業務を適正かつ迅速に行うため、法人文書ファイル管理簿を森林総合研究所ホームページへ掲載した。また、情報公開・個人情報保護制度の運用に関す
る研修会（ 4 月 27 日）に 1 名及び独立行政法人国立公文書館が主催する公文書管理に関する研修会に 9 名を参加させ、開示請求者への適切な対応と迅速な開示
決定を行える体制を整えた。
平成 28 年度は、情報公開制度による開示請求が 2 件あったが、開示請求者への適切な対応を図るとともに、迅速な開示を実施した。
また、独立行政法人通則法等に基づき、森 林 保 険 運 営 に 係 る 情 報 を 幅 広 く ホームページで公表した。また、法律等に基づくもの以外についても経営の透明
性を確保するためソルベンシー・マージン比率や森林保険審査第三者委員会の概要についてホームページで公表した。
自己評価
評定
B
公正な法人運営の実現に向け、法人文書情報の公開や開示請求への迅速な対応等、情報公開の充実に努めるとともに、各種研修会への参加を通じて情報公開に
係る人材育成を推進した。また、ソルベンシー・マージン比率を公表するなど民間の損害保険会社が行っている情報公開状況や日本損害保険協会策定のディスクロー
ジャー基準と照らし合わせ、公表事項を過不足なく情報公開した。これらのことから、自己評価を「 B 」とした。
主務大臣による評価
評定
B
＜評定に至った理由＞
法人文書等に関する情報を公開するとともに、研修参加を行うことで開示請求へ適切に対応できる体制を整備し、迅速・適切な情報開示を行った。
また、森林保険業務においては、民間の損害保険会社で用いられる基準等を踏まえ、適切な情報公開を行った。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「Ｂ」と評定する。
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年度評価
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４．その他参考情報
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国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－１０
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
１０ 情報セキュリテイ対策の強化
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
情報セキュリティ取組状況

情報セキュリティ教育研修
の開催（研究開発）
情報セキュリティ教育研修
の開催（森林保険）
情報セキュリティ教育研修
の開催（森林整備）

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

情報セキュリテ
ィポリシー見直
し、自己点検・
インシデント対
応訓練実施
2回
1回
1回

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、
情報システムへのサイバー攻撃に対する防御力、組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実施状況を毎年度把握し、 PDCA サイクルにより情報セキュリティ
対策の改善を図るとともに、個人情報の保護を推進する。
中長期計画
政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、
情報システムへのサイバー攻撃に対する防御力、組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実施状況を毎年度把握し、 PDCA サイクルにより情報セキュリティ
対策の改善に努める。
また、特定個人情報を含む個人情報についての管理・保護の徹底に努める。
年度計画
政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、
情報システムへのサイバー攻撃に対する防御力、組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実施状況を把握し、 PDCA サイクルを踏まえ、情報セキュリティ対策
の改善に努める。
また、特定個人情報を含む個人情報についての管理・保護の徹底に努める。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一的な基準群を踏まえた情報セキュリティは適切に確保されているか。
・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しているか。
・個人情報の保護を適切に行っているか。
（評価指標）
・情報セキュリティ取組状況
・不正アクセスへの対応状況
・職員研修の実施状況
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
個人情報を取り扱う職員を対象として、「個人情報保護に関する研修会」を 3 月 8 日に開催し、個人情報保護への理解・意識向上に努めた。
また、マイナンバーの取扱いに関する自己点検を 3 月に実施し、特定個人情報を取り扱う事務取扱担当者の意識向上に努めた。
政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群が改正（平成 28 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）されたことを受けて、情報セキュリティポリシ
ーを見直し、改訂を行った。
サイバー攻撃に対する防御力等の強化のため、全役職員を対象とした情報セキュリティ教育研修（※ 1 ）ならびに自己点検、インシデント対応訓練（※ 2 ）を実施した。
※ 1 情報セキュリティ教育研修（対象者数は延べ人数で、休職者・長期病気休職者を除く。）
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主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

・ 研究開発部門： 1,023 名を対象として 5 月・ 11 月に実施
・ 森林保険センター： 35 名を対象として 5 月に実施
・ 森林整備センター： 449 名を対象として 10 月に実施
※ 2 インシデント対応訓練
・ 研究開発部門：森林総合研究所、支所、森林科学園、林木育種センター、育種場で 9 月～ 2 月に実施
・ 森林保険センター： 12 月に実施
・ 森林整備センター：整備センター本部及び 6 整備局で 2 月に実施
また、受講漏れの防止や役職員における理解度の把握、知識習得の徹底等のために e ラーニングシステムを活用した。
内閣サイバーセキュリティセンター等が開催した勉強会や演習に情報担当職員を参加させ、対応力の強化を図った。
情報セキュリティ監査実施計画に基づき、所内監査実施者による監査を実施した。
評定
B
情報セキュリティポリシーの見直し・改訂とともに、全役職員を対象とした情報セキュリティ教育研修ならびに自己点検、インシデント対応訓練を実施し、政府機関の情
報セキュリティ対策のための統一的な基準群を踏まえた情報セキュリティ対策を適切に行った。また、情報セキュリティ教育の受講漏れの防止や役職員における理解度
の把握と知識習得の徹底のために、 e ラーニングシステムを活用するとともに、内閣サイバーセキュリティセンター等が開催した勉強会や演習に担当者を参加させ、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よう努めた。また、個人情報保護への理解・意識向上および特定個人情報を取り扱う事務取扱担
当者の意識向上に努め、個人情報の保護を適切に行った。
以上のように、より高度な情報の保護のための対策を実施し、情報の適正な取扱いの確保に努め、平成 28 年度の目標を達成したことから「 B 」評定とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
政府統一基準群を踏まえて情報セキュリティポリシーを見直すとともに、セキュリティの確保に向けた各種研修や訓練を通じて、個人情報保護への意識向上や、組織
全体としてのサイバー攻撃への対応能力の強化と不正アクセスに対する堅牢性の確保に努めた。
また、実施計画に基づいて監査を実施することにより、PDCAサイクルによる対策の改善にも取り組んだ。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第８－１１
第８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
１１ 環境対策・安全管理の推進
当該項目の重要度、
関連する政策評価・行政事業レビュー
難易度
２．主要な経年データ
評価対象となる指標
CO2 排出量
総エネルギー使用量
上水使用量
労働災害件数

達成目標

基準値等
（前中長期目標期間
最終年度値等）
10,254t-CO2
調整 9,723t-CO2
203,100GJ
87,004 ㎥

28 年度

29 年度

30 年度

政策評価書：事前分析表農林水産省29－⑩
行政事業レビューシート事業番号：0183
31 年度

32 年度

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な情報

17

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
化学物質、生物材料等の適正管理などにより研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うことともに、環境負荷低減のためのエネルギーの有効利用及びリサイ
クルの促進等に積極的に取り組む。また、事故等の未然防止に努めるとともに、災害等による緊急時の対応を的確に行う。
水源林造成事業については、事業者等の労働安全衛生の確保に努める。
中長期計画
化学物質、生物材料等の適正管理などにより研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うことともに、環境負荷低減のためのエネルギーの有効利用及びリサイ
クルの促進等に積極的に取り組む。また、労働災害や事故の未然防止に努めるとともに、労働災害発生時や緊急時の対応を的確に行う。
水源林造成事業については、事業者等の労働安全衛生が確保されるよう、指導の徹底に努める。
年度計画
「森林総合研究所環境配慮基本方針」及び「エネルギーの使用の合理化に関する法律」等に基づき、環境対策、省エネ対策及び安全管理を推進する。
さらに、化学物質等の適切な管理を図るため、関係規程類の整備と手引書の見直し等を進めるとともに、化学物質管理システムの導入を通じた化学物質の一元的な
管理を推進する。これら取組については、環境配慮等に関する国民の理解を深めるために、研究及び事業活動に係る環境報告書を作成・公表する。
労働災害等の未然防止の観点から、安全衛生管理の年度計画を策定し、研修等を実施するとともに、安全衛生委員会等による職場点検に取り組むほか、労働災害
等の発生時における対応等を周知徹底する。
水源林造成事業については、事業者等の労働安全衛生が確保されるよう、指導の徹底に努める。
主な評価指標
＜評価の視点＞
・研究開発業務において、化学物質、生物材料等を適正に管理するシステムが構築されているか。化学物質等の管理に関する問題が生じていないか。
・資源・エネルギー利用の節約、リサイクルの徹底など環境負荷軽減のための取組等の内容を明確にし実施しているか。
・職場安全対策及び安全衛生に関する管理体制が適切に構築・運用されているか。災害等における緊急時の対策が整備されているか。
・水源林造成事業については、事業者等の労働安全衛生の確保に努めているか。
（評価指標）
・環境負荷低減のための取組状況
・事故、災害を未然防止する安全確保体制の整備状況、安全対策の状況
・事業者等への労働安全衛生に関する指導の取組状況
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
① 安全の確保については、平成 28 年度安全衛生管理計画を策定し、産業医（非常勤）及び衛生管理者等による安全衛生委員会を毎月開催するとともに、職員等
の安全及び衛生に関する事項について検討し対応策を講じるなど、計画に基づき実行した。
過去の労働災害の事例の災害要因や予防策等を明確にして労働災害の防止を図るため、「森林総合研究所労働災害データベース」及び「危険要因事例集」を
更新し、電子掲示板の安全衛生関連ホームページに常時掲載した。また、労働災害発生時には職員災害発生速報とともに研究開発部門の全職員に周知を行っ
た。
環境対策については、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号）」及び「森林総合研究所中期環境目標と実施計画」に基
づき、省エネルギーの推進に努めた。また、省エネルギー・省資源・廃棄物対策により、 CO2 排出量、総エネルギー使用量、上水使用量を削減するなどの環境配慮
の年度目標（数値目標）を設定し、職員啓発のためにイントラネットや諸会議等で定期的に省エネルギー・省資源に関する情報提供及び協力依頼を行うなどにより、
目標を達成した。
平成 27 年度の森林総合研究所の環境対策について、「環境報告書 2016 」を取りまとめて公表した。
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主務大臣による評価

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式

施設関係については、経年劣化した空調機器を省エネ型の空調機器に更新した。また、エネルギーセンターの高温水配管に保温ジャケットを設置するなど省エネ
に努めた。
物品調達にあたっては、環境物品の積極的な調達を平成 13 年度から継続して行っている。
化学物質の管理については、関係規程に則り、責任体制の整備を図るとともに、化学物質管理システムを導入して在庫薬品等のデータベース化と操作マニュアル
の整備を行い、教育訓練の実施とあわせて適正な管理を推進した。
生物材料等の管理については、外部委員を含む遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委員会において、実験計画の適否に係る審議を経たものでなければ承
認されないという原則を堅持し、実験に携わる職員全員に教育訓練を受講させるなど適正な管理に努めた。
森林整備センターにおける現場業務においては、職員の労働災害の未然防止に向けて、「現場出張時の労働安全対策の手引き」に基づき、安全管理・指導の徹
底に努めた。また、蜂災害及びマダニ対策として、自動注射器、毒吸引器等の応急器具・防蜂網等の配布、蜂アレルギー検査の徹底、忌避剤等を現場事務所に配
布した。さらに、労働安全衛生に関する各種規程、災害防止や被災後の対応等に有用な資料等を 1 冊に編さんした「労働安全対策の実務必携」を各事務所に備え
付け、職員の安全への意識を高めた。
また、安全衛生担当者等の各種研修及び講習の受講、業務に必要な免許並びに資格取得の促進に努めるとともに、設備・機械等の点検、作業環境の快適化及び
耐震対策を図り、安全な職場環境の形成に努めた。
② 健康の確保については、メンタルヘルス対策として本所においてはカウンセリングルームを毎月 1 回開設するとともに、職員の健康管理の徹底及び健康診断結果
に対する適切な対処に資するため、産業医（非常勤）による健康相談を随時実施した。
また、職員の心の健康づくり及び活気ある職場づくりに取り組むため、「心の健康づくり計画」に基づき、管理監督者に対するメンタルヘルス教育（ 7 月 13 日実施、
57 名参加）を実施するとともに、全職員を対象とした健康管理に関する講演会（ 10 月 5 日実施、 162 名参加）を開催した。 11 月には、義務化となったストレスチェッ
クを実施し（回答率 91.4 ％）メンタルヘルス不調の未然防止に努めた。
森林整備センターにおいては、 7 月に開催した新任管理職研修において、メンタルヘルスに関する講義を行うとともに、会議等を通じてメンタルヘルス対策を各職
場で適切に取り組むよう周知した。
また、森林保険センターと森林整備センター合同で、メンタルヘルス研修を実施した（ 3 月 15 日実施）
義務化されたストレスチェックについては、 10 月に実施し（回答率 95.3 ％）メンタルヘルス不調の未然防止に努めた。
③ このほか、「全国安全週間」（ 7 月 1 ～ 7 日）及び「全国労働衛生週間」（ 10 月 1 ～ 7 日）の期間中、職場内へのポスター掲示及びイントラネットへの記事掲載によ
り労働安全衛生の徹底を図った。
水源林造成事業における労働安全衛生指導については、全国安全週間と間伐等の伐倒作業が増える秋期以降に合わせて、各整備局や各水源林整備事務所に
おいて、職員が施業実行中の現場に出向き、個々の作業の安全状況の確認や指導を行うとともに、労働基準監督署や森林管理署との合同によるものを含め、安全
パトロールを行った。
評定
B
化学物質等の適正な管理を推進するため、化学物質管理システムの導入および教育訓練等を実施し、化学物質を適正に管理するシステムを構築した。 CO2 排出
量・総エネルギー使用量・上水使用量を削減するなどの目標を設定し、定期的に省エネルギー・省資源に関する情報提供及び協力依頼を行うことで、資源・エネルギ
ー利用の節約を行った。また、平成 13 年度から継続して行っている環境物品の積極的な調達により環境負荷軽減のための取組を実施した。平成 28 年度に策定した
安全衛生管理計画に基づき、安全衛生委員会を毎月開催し、職員等の安全及び衛生に関する事項について検討するとともに、対応策を講じるなど、職場安全対策及
び安全衛生に関する管理体制を適切に構築・運用した。また、「森林総合研究所労働災害データベース」及び「危険要因事例集」を更新し安全衛生関連ホームページ
に常時掲載するとともに、蜂災害及びマダニ対策として自動注射器の配付及び忌避剤等を現場事務所に配布するなど、災害等における緊急時の対策の整備を行っ
た。水源林造成事業における労働安全衛生については、事業者等への技術指導の一環として労働安全衛生指導を実施した。
以上のとおり、平成 28 年度の計画を確実に実施したことから、自己評価を「 B 」とした。
評定
B
＜評定に至った理由＞
省エネ型の機器の導入や、具体的な数値目標を設定した上での職員への普及啓発等、環境負荷の低減についての各種取組を行うとともに、化学物質の管理を確実
に行うためのシステムを導入し、合わせて教育訓練を実施することで、適正な管理に努めた。
水源林造成事業においても、応急器具等の配布や必携書の備え付け、メンタルヘルス対策への取組等、労働災害の防止や緊急時における対策など安全衛生確保の
ための各種対応を行うとともに、伐倒作業時期に合わせた技術指導の一環としての事業者等への労働安全衛生指導や、他機関と連携した安全パトロールの実施等、労
働安全衛生の確保に努めた。
以上のとおり年度計画に沿った取組が実施されたことから「 B 」と評定する。

４．その他参考情報
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