
資料３－７

中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて

（当初案整理表）

独立行政法人林木育種センター
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中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 独立行政法人林木育種センター 府省 農林水産省 

沿 革 昭和 32 年～33 年 林野庁中央林木育種場及び北海道、東北、関西、九州の各林木育種場を設置 

昭和 34 年 中央林木育種場を関東林木育種場に改称 

昭和 53 年 国有林野事業特別会計から一般会計へ一部移替 

平成３年 関東（茨城県）に本所を置き、林木育種センターに改組 

平成５年 一般会計への移替を終了 

平成８年 西表熱帯林育種技術園を設置 

平成 13 年 (独)林木育種センターに移行 

役員数 職員数（実員） 

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員） 

役員数（監事を除く。）及び職員数（平

成17年１月１日現在） 

２人 ２人 ０人 １４５人 

年  度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 

一般会計 2,198 2,324 2,165 2,039 2,062  

特別会計       

計 2,198 2,324 2,165 2,039 2,062  

うち運営費交付金 2,065 2,190 2,014 1,889 1,926  

うち施設整備費等補助金 132 132 132 132 125  

国からの財

政支出額の

推移（13～18

年度） 

 

 

（単位：百万円） 
うちその他の補助金等 1 2 19 18 11  

平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 支出予算額の推移（13～18 年度） 

（単位：百万円） 2,199 2,325 2,198 2,162 2,169  

中期目標の達成状況（業務運営の効

率化に関する事項等）(平成 16 年度

実績) 

 本法人は、安全で快適な国民生活の確保に向けて、森林の整備に資する優良種苗の確保を図るため、成長や

材質面等で優れた新品種の開発と林木についてのジーンバンク事業等を行っている。この目的を果たすため、

以下の中期目標を設定しており、これまでのところ目標を上回る達成状況となっている。 

〈業務運営の効率化に関する事項〉 

○ 各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行う事業費について、対前年度比１％節減 

  平成 13 年度     平成 14 年度      平成 15 年度        平成 16 年度   （単位：百万円） 
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   ７６１        ７３０（▲4.1％）  ７２２（▲1.1％）      ７１２（▲1.9％） 

〈国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項〉 

○ 林木の新品種について、５年間に２５０品種を開発 

  平成 13 年度～平成 16 年度    ２０９（83.6％）  （単位：品種（達成割合）） 

○ 国内と海外の林木遺伝資源について、５年間に国内７，０００点、海外１００点を探索・収集 

    国内：平成 13 年度～平成 16 年度  ６，０２８（86.1％）  （単位：点（達成割合）） 

    海外：平成 13 年度～平成 16 年度     ８４（84.0％） 

○ 申請者の要望する期間内に種苗を配布する件数は全件数の９０％以上 

       平成 13 年度     平成 14 年度    平成 15 年度     平成 16 年度 （単位：％） 

 達成割合  １００         １００      １００      １００ 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人林木育種センター 府省 農林水産省 

事務及び事業名 林木育種事業 

事務及び事業の概要 （１）林木の品種の開発・改良、これにより生産された種苗の都道府県への配布・技術指導 

（２）林木のジーンバンク事業（林木遺伝資源の収集・保存） 

（３）海外に対する林木育種分野の技術協力 

（４）上記に関する技術開発のための調査・研究及び技術等の講習・指導 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

（１）安全で快適な国民生活の確保及び森林の有する多面的機能の発揮に向けた森林整備に資する林木の

品種開発を行うこととする。このため、①無花粉や花粉の少ない等の遺伝的特性を有するスギ・ヒノ

キの品種、②①の特性に材質や病虫害・気象害抵抗性に優れた性質を併せ持つ品種、③二酸化炭素の

吸収・固定能力に優れた品種、④国土及び環境の保全に資する病虫害・気象害抵抗性に優れた品種を

新たに人工交雑等により開発する。なお、ミツマタなどの地域特産的な樹種及び環境緑化木の新品種

開発及び関連する調査・研究については、本計画期間内で一定の整理を図ることとする。 

（２）生物多様性国家戦略で求められている目標の達成に向けて、国家資源として重要な絶滅危惧種や天 

然記念物、その他の希少樹種等の林木遺伝資源の収集・保存をジーンバンク事業として戦略的、重点 

的に取り組む。 

（３）林木育種の利益の還元が将来の世代にもわたることを踏まえ、事務・事業をさらに効率的・効果的

に実施するとともに、海外機関、都道府県、国有林、大学、民間企業等とのネットワークをより強固

なものとし、連携の要としての役割を一層強化する。 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

【上記措置を講ずる必要性】 

（１）森林は二酸化炭素を吸収・固定し、地球温暖化防止に寄与するほか、国土や環境を守り、また健康 

づくりに欠かせない緑や木材を供給するなど、その多面的機能が世代を超えて持続的に発揮されなけ 

ればならない。 

   このためには、わが国の森林が国の計画に基づき適正に整備されることが重要であり、その第一歩 

として、林木の「優良な種苗」を各ニーズに応じ、的確かつ着実に供給するとともに、種の多様性と 

種内の遺伝的多様性を確保していくことが極めて重要である。この場合、国の林木育種の目標に沿っ 

た優れた特性をもつ新品種の計画的かつ着実な開発・改良及び普及を図っていくことが不可欠であ 

る。 
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（２）国際的な動向を踏まえ、平成１４年に改訂されたわが国の「生物多様性国家戦略」において、種や 

生態系の保全、絶滅の防止と回復等が取り組むべき目標として掲げられた。林木についても全国的な 

規模で組織的にジーンバンク事業を強化することが必要となっており、現在、林木育種センターのみ 

がこのような取り組みを継続している。 

（３）わが国の自然条件や植生が地域特性によって様々であることから、中核機関となり、各地域毎（北 

海道、東北、関東、関西、九州）に関係都道府県及び森林管理局等と連携し、継続的かつ恒久的、効 

率的な林木育種に取り組んでいくことが不可欠である。また、海外機関も含めたネットワーク連携に 

より、林木品種の開発・改良やジーンバンク事業に対する多様なニーズに的確かつ迅速に対応するこ 

とが重要である。 

 

【廃止した場合に生じる問題】 

（１）国家戦略としてのジーンバンク事業が行われなくなり、生息地の環境悪化等に伴って、国家的な財 

産である希少な樹種の遺伝資源が失われ、地域特性の強い生物資源の復元が不可能になるなど、重大 

な問題が生じる。その損失は現代の世代だけでなく、将来の世代にわたることになる。 

（２）「優良な種苗」の開発・確保・供給が困難となり、例えば病虫害の蔓延や環境変化にともなう森林 

の衰退・劣化等により二酸化炭素の吸収・固定、国土や環境の保全、良質な木材資源の供給等に長期 

的な影響を与えることになる。 

 

【民間・都道府県へ移管した場合に生じる問題】 

（１）民間に移管した場合、 

   ① 林木の品種の開発・改良の成果品を得るまでに極めて長い期間(４０～５０年)を要すること 

   ② 広大な事業用地等の確保及び長期間の維持が不可欠であり、そのため大きな投資が必要である

こと 

   ③ 需要の変化に的確に対応するため、必要な育種素材や技術を常に持ち備えておく必要があるこ

と 

   ④ 成果品(優良品種)の最終利用者は主として全国の森林所有者であり、種苗価格の設定に当たっ

ては、品種の開発費をそのまま上乗せすることは困難であること 
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  等から、経営リスクが大きく採算性が見込めない。 

   また、ジーンバンク事業については、収益性が見込まれず、そもそも民間で行うこと自体なじまな

い事業である。更に、適切な管理が行われなかった場合、これまでに収集・保存してきた貴重な林木

遺伝資源が亡失し、国家的損失となるおそれがある。 

（２）都道府県に移管した場合、 

① 林木育種に知見を有する技術者、作業及び保存に必要な施設・機材が不十分で、育種素材もスト

ックされていないなど、実行体制が整っておらず、継続的かつ適切な実施は期待できない。 

② 国際的には、国家資源として重要な絶滅危惧種等の収集・保存事業や海外機関との技術協力を 

推進する上では、わが国の政府を代表する立場にはなり得ず、また都道府県と関係する国(Ex.姉 

妹都市等)に限定される協力等となり、国家利益から逸脱したり、協力案件毎に格差等が生じるこ

とが想定され、地球温暖化防止、生物多様性の保全等の国家戦略に取り組むことは困難となる。 

 



 - 6 -

 

組織形態の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人林木育種センター 府省 農林水産省 

組織形態に関する見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向

性） 

（１）本事務・事業は、極めて公益性が高く、確実かつ継続的に実施される必要があり、また当該事務・ 

事業を行っている機関は他にないことから、引き続き単独の独立行政法人の組織形態で実施する。 

（２）また、林木育種事業は、林木の生育が気候帯(気温、降水量)に大きく左右されることから地域密着

型の事業実施が必要という特性を有しており、現在の全国５ブロック、１本所４育種場の体制で実施

することが必要不可欠である。 

（３）本事務・事業は、中立性・公平性に対する信頼・信用が不可欠なこと等から、職員の身分について

は現在の形態を維持する必要がある。 

組織形態について上記措置を講

ずる理由 

 

【上記措置を講ずる必要性】 

（１）については、 

① 林木のジーンバンク事業をはじめとする林木育種センターの事務・事業は、「生物多様性国家戦略」

において求められている「種・生態系の保全」、「絶滅の防止と回復」等の目標の達成に不可欠であ

り、国家戦略の一翼を担っていること 

② 新品種の開発等は、国家の基盤たる森林の整備に必要不可欠なものであり、公益性の高い事務・事

業であることから、国の長期的な目標に沿って確実かつ継続的に実施される必要があること 

③ 本事務・事業を民間や地方公共団体へ移管した場合は、前記のとおりの問題が生じること 

④ 本事務・事業は、林木の生育と同様に超長期間にわたるデータの蓄積・検証を行うことによって成

果が得られるものであり、同様の事業期間、事務・事業を実施している機関は他にはないこと 

等から、引き続き単独の独立行政法人の組織形態で実施する必要がある。 

（２）については、 

 ① 気候条件、行政区域等を考慮し、平成３年からは１本所８育種(事業)場の体制で林木育種事業を推

進してきたが、独立行政法人化、行政改革という流れの中で、地方組織の合理化を図り、現在１本所

４育種場の体制で効率的・効果的な事務・事業を行ってきていること 

 ② 仮に、本来の生育環境外で開発された新品種による植栽が行われれば、林木の健全な生育は期待で

きないおそれがあり、国土保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、林産物の供給等多面にわたる森
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林の機能の持続的な発揮に支障を及ぼすこと(林業種苗法においても、造林の適正かつ円滑な推進を

図るため、気候その他自然条件からみて種苗の配布区域が定められている) 

等から、引き続き、１本所４育種場の体制で対応する必要がある。 

（３）については、 

① 林木の新品種の開発及び林木のジーンバンク事業は、林木育種センターが我が国で唯一の実施機関

となっているため、その事業実施に当たっては、公平性・中立性が要求されること 

 ② 林木の遺伝資源は、農作物と異なり、樹木を自然の状態で保存し、長期間にわたりその特性を見極

める必要があることから、当該樹木を保護するため、遺伝資源の収集地に関する情報について、守秘

義務の徹底を図る必要があること 

 ③ 海外の遺伝資源収集に関しては、国外への持ち出しが極めて制限されている樹種もあることから、

輸出許可を円滑に得るためには、公務員として相手国からの信頼を得る必要があること 

等から、職員の身分については現在の形態を維持する必要がある。 

 

 

【国家公務員の身分を有しない者が担う場合に生じる問題】 

非公務員が担う場合、 

① 原種の供給に当たり公平性・中立性が担保されなくなり、特定の地域、機関等への利益の偏重によ

り、国の方針に沿った適正な森林整備に支障が生じること 

 ② 選抜木の所在地に関する情報が漏洩し、個人情報の流出やそれに伴う財産の亡失のおそれがある。

また、遺伝資源の収集地や保存地の不適切な情報流出により、希少な遺伝資源が喪失したり生息地の

環境が破壊されるおそれがあること 

 ③ 海外(特に東南アジア)における貴重な遺伝資源等については窃盗、不正輸出等が後を絶たないこと

から、我が国への林木遺伝資源への受け入れに当たっても関係者の身分が重要視されている。このた

め、職員の身分が非公務員化されれば、相手国の信頼を喪失し、林木ジーンバンク事業や海外林木育

種技術協力等の遂行に支障を来す 

などの問題が発生することが見込まれる。 
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