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資料３－５
独立行政法人種苗管理センターの中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（案）

［中期目標・中期計画の各項目ごとの評価］ （大項目◎、中項目○、小項目◇）

中期目標項目 中期計画項目 評価指標及び評価方法等 事 業 報 告 評価 13-17

第２ 業務運営の 第１ 業務運営の ◎業務運営の効率化 Ａ AAAAA

効率化に関する事 効率化に関する目 指標＝各中項目の評価点数の合計

項 標を達成するため 各中項目の評価点数の区分

とるべき措置 は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：６点以上

Ｂ：０点～５点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載さ

れている事項以外の業績等特

筆すべき事項を併せて記載す

る。ただし、Ａ評価とした場

合には、各中項目の達成状況

及びその他の要因を分析し、

必要に応じＳ評価とすること

ができる。また、Ｃ評価とし

た場合には、要因を分析し必

要に応じＤ評価とすることが

できる。なお、Ｓ及びＤ評価

とした場合には、その理由を

明記するものとする。

１ 農林水産植物 １ 農林水産植物 ○栽培試験の効率化 Ａ AAAAA

の品種登録に係る の品種登録に係る 指標＝各小項目の評価点数の合計

栽培試験 栽培試験 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点
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Ａ：３点以上

Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

(1)栽培試験対象 (1)栽培試験対象 ◇栽培試験対象植物についての農 ○１４年度に「栽培試験対象植物の集約化計画」を作成し、本計画に沿って植物の種類ごとに実施農場の Ａ AAAAA

植物について、農 植物の集約化 場ごとの担当植物の集約化 専門化を進めるとともに、１６年４月に嬬恋農場、１７年４月に北海道中央農場の専任係の廃止、西日本

場の立地条件、植 植物の種類ごと Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 農場の拠点化により実施農場の集約化を図った。

物の適地性等を勘 に、適している気 に優れた成果が得られた

案し、栽培試験実 象・土壌条件、栽 Ａ：順調に進んでいる 【実施農場の集約化】

施農場ごとの担当 培技術の蓄積状況 Ｂ：概ね順調に進んでいる 年度 主な集約化

植物の集約化を図 等の観点から実施 Ｃ：不十分又は問題あり １３ 栽培試験対象植物の集約化計画の検討

る。 農場を専門化し、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １４ 栽培試験対象植物の集約化計画策定

栽培試験対象植物 、その要因は法人の不適切な運 １５ 栽培試験の拠点農場として西日本を開場（大阪市→岡山県笠岡市へ移転）

について集約化を 営にあった １６ ・嬬恋農場の専任係を廃止、病害抵抗性検定業務を西日本農場へ移管

図る。 本項目については、各年度の ・本所を特殊検定、新規植物及び直接品種特性審査官の指導を要する種類の植物に特化

年度計画において定められて １７ ・北海道中央農場の専任係を廃止、トルコぎきょう、ベゴニアを八岳農場へ移管、品種保存のみ

いる具体的目標等に照らし、 を実施

達成度の評価を行うものとす ・八岳農場にトルコぎきょう、ベゴニアを受け入れ

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 ・久留米分室の１８年度廃止に向け、つつじを西日本農場へ移管

をした場合には、その理由を ・雲仙農場のきく、カーネーションを西日本農場へ移管

明記するものとする。 ・知覧農場のペチュニアを西日本農場に移管

・西日本農場にきく、カーネーション、ペチュニア、つつじを受け入れ

・本所の栽培試験を新規植物に特化

(2)栽培試験の実 (2)栽培試験の合 ◇対照品種の選定、ほ場の選択等 ○既存の栽培試験成績等のデータベースを構築し、品種特性情報、保存品種情報、種苗の入手先情報等の Ａ AAAAA

施に当たって、対 理的な実施 を的確かつ迅速に行うことによる データを栽培試験の実施状況に合わせて入力した。

照品種の選定、ほ 既存の栽培試験 栽培試験の合理化

場の選択等を的確 成績等のデータベ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【データベース情報入力実績】
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かつ迅速に行うこ ースの構築により に優れた成果が得られた １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 累 計

とにより、一層の 、対照品種の選定 Ａ：順調に進んでいる 種苗情報（品種数） 2,381 1,591 1,821 7,985 4,409 34,187

合理化を図る。 、出願品種に適し Ｂ：概ね順調に進んでいる 保存品種情報（品種数） 505 1,313 1,202 3,563 2,089 9,872

たほ場の選択等を Ｃ：不十分又は問題あり 栽培試験情報（件数） 174 64 41 111 58 1,308

的確かつ迅速に行 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 品種特性情報（件数） 753 983 2,537 1,386 812 11,471

い、栽培試験の一 、その要因は法人の不適切な運 種苗の入手先情報（件数） - 4,639 4,659 11,931 9,542 30,771

層の合理的な実施 営にあった 定型情報データ（品種数） - 4,686 1,221 2,559 1,307 9,773

を図る。 本項目については、各年度の 画像情報（品種数） - 2,727 1,006 666 787 5,186

年度計画において定められて

いる具体的目標等に照らし、 ○品種特性の類似度を数値化し、 適な対照品種を抽出するプログラム（対照品種選定プログラム）を１

達成度の評価を行うものとす ７年度に完成させ、データベースを用いた対照品種の選定を可能とした。

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を ○民間解放を進める観点から、出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領を制定し、１８年２月から栽培

明記するものとする。 試験の一部について新たに公募を実施した。１８年度に栽培を実施する5種類・28品種について植物の種

類ごとに実施者を公募し、4種類・27品種について応募があり、そのうち、１７年度中に1実施者と委託

契約を締結した。

(3)栽培試験結果 (3)栽培試験結果 ◇栽培試験結果の報告の迅速化 ○栽培試験結果報告の迅速化のため、以下について取組を進め、栽培試験終了後から栽培試験結果報告書 Ａ AAABA

の取りまとめを効 の報告の迅速化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 提出までの平均提出期間を期初の324日から大幅に短縮し、172日とした（注：栽培試験結果報告書の決裁

率的に行うことに 調査野帳記録等 に優れた成果が得られた を１つの固まりとして計算した日数である）。

より、報告の迅速 の電子化、様式の Ａ：順調に進んでいる

化を図る。 定型化、データ送 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・１３年度に栽培試験の報告様式等の定型化を行うとともに、１４年度において、調査野帳記録等の電子

付のオンライン化 Ｃ：不十分又は問題あり 化について検討を行い、各実施場所が有する種類別の野帳ファイル様式を一覧表に整理し、共有できるよ

等により、報告書 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ うにした。

作成の迅速化を図 、その要因は法人の不適切な運

る。 営にあった ・１７年度において、調査野帳記録等の電子化のため、本所においてデジタルペン及び小型コンピュータ

本項目については、各年度の による調査データの直接入力の試行を行った。また、西日本農場において調査野帳から報告書作成までの

年度計画において定められて 処理を一貫して行うシステムの開発に取り組んだ。

いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす ・デジタル写真撮影のための機材等の整備を推進し、１７年度には報告したすべての報告書の添付写真に

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 ついてデジタル化した。

をした場合には、その理由を

明記するものとする。 ・１７年度に栽培試験結果の検定を本所から実施農場の実施責任者に移管し、実施農場段階において報告

書のとりまとめが完結する体制とした。これにより、データ送付のオンライン化の必要性が低下し、オン

ライン接続の試行等は行わなかった。

【栽培試験終了から報告書提出までの平均提出期間】

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

平均期間 （日） 324 366 345 282 172
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(4)先進的な技術 (4)栽培試験担当 ◇栽培試験担当者の業務運営能力 ○栽培試験実施責任者会議を開催し、栽培試験実施上の問題点の検討を行うとともに、栽培試験を行うた Ａ AAAAB

・知識等の導入に 者の業務運営能力 の向上 めに必要な技術情報の収集、現地調査、専門家への意見聴取を実施した。

努めつつ、栽培試 の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

験担当者の業務運 栽培試験担当者 に優れた成果が得られた 【栽培試験実施責任者会議における検討内容】

営能力の向上を図 による試験実施上 Ａ：順調に進んでいる 年度 主な検討内容

る。 の問題点等の早期 Ｂ：概ね順調に進んでいる １３ 栽培試験実施上の問題点等の早期解決のための検討

解決のための検討 Ｃ：不十分又は問題あり １４ 栽培試験実施上の問題点等の早期解決のための実務的事項の検討（担当者会議）

を行うとともに、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １５ 栽培試験実施上の問題点等の早期解決のための実務的事項の確認（中級者研修と兼ねて実施）

専門技術研修等の 、その要因は法人の不適切な運 １６ 栽培試験の実施点数の拡大、栽培試験結果報告書作成の迅速化への対応

実施、栽培地の調 営にあった １７ 審査期間短縮に係る今後の栽培試験実施体制の検討

査、専門家等の意 本項目については、各年度の

見の聴取、栽培・ 年度計画において定められて 【現地調査及び専門家への意見聴取の実績】

特性調査マニュア いる具体的目標等に照らし、 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

ルの作成等を行う 達成度の評価を行うものとす 現地調査(件) 8 12 16 18 9

ことにより、栽培 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 専門家への意見聴取 16 8 9 8 5

試験担当者の業務 をした場合には、その理由を

運営能力の向上を 明記するものとする。 ○作物種類別に専門技術研修を実施し、栽培・特性調査マニュアル作成に向けた検討を行った。

図る。

【専門技術研修における検討植物】

開催年度 検討植物の種類

１３年度 オステオスペルマム

１４年度 ペチュニア

１５年度 ロードデンドロン

１６年度 るりとうわた

１７年度 とうがらし

（栽培・特性調査マニュアル作成の実績については、第２の１の（２）のイ参照）

○新任者に対し、高いレベルの栽培試験技術を網羅的かつ確実に伝え、円滑な業務運営が可能となるよう

教育するため、１７年度において「栽培試験に関するOJTの手引き」を作成・配布し、体系的な新任者教

育に着手した。

２ 農作物（飼 ２ 農作物（飼料 Ａ AAAAA

料作物を除く。） 作物を除く。）の

の種苗の検査 種苗の検査

先進的な技術・ ○ 種苗検査担当 ○種苗検査担当者の業務運営能力 ○種苗検査担当者会議を開催し、試料抽出技術の向上、病害検査技術研究のための検討等を行うとともに

知識等の導入に努 者の業務運営能力 の向上 、専門技術研修の実施により、担当者の種苗検査能力の向上を図った。

めつつ、種苗検査 の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

担当者の業務運営 種苗検査担当者 に優れた成果が得られた 【種苗検査担当者会議における検討内容】
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能力の向上を図る による試料抽出技 Ａ：順調に進んでいる 年度 主な検討内容

。 術の向上、病害検 Ｂ：概ね順調に進んでいる １３ 依頼検査細則の改定案、種子伝染性病害検査技術に関する調査研究結果等

査技術確立のため Ｃ：不十分又は問題あり １４ 試料抽出に関するチェックシステム、種子伝染性病害検査技術に関する調査研究結果等

の検討等を行うと Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １５ 依頼検査（種子伝染性病害検査）に対するニーズの把握、調査研究結果と今後の進め方等

ともに、専門技術 、その要因は法人の不適切な運 １６ 使用農薬表示の義務化に伴う検査の拡大、種苗検査の改善方向等

研修等を実施する 営にあった １７ 指定種苗制度改正後の種苗検査の在り方、次期中期目標・中期計画等

ことにより、種苗 本項目については、各年度の

検査担当者の業務 年度計画において定められて 【専門技術研修の内容】

運営能力の向上を いる具体的目標等に照らし、 年度 研修内容

図る。 達成度の評価を行うものとす １３ 試料抽出技術及び病害検査技術について

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 １４ 発芽検査及び異種種子の分類法について

をした場合には、その理由を １５ 試料抽出技術及び種子伝染性病害検査（ニンジン黒斑病他）について

明記するものとする。 １６ 芽生評価及び種子伝染性病害検査（キャベツ黒腐病）について

１７ 種子伝染性病害検査（トマトモザイク病）について

○ISTA（国際種子検査協会）の認証機関として、毎年のレフリーテストを受験するとともに、１７年度に

おいて、ISTA発行の「Handbook on Seedling Evaluation」第３版を翻訳し、担当者に周知した。

３ ばれいしょ、 ３ ばれいしょ、 ○種苗生産の効率化 Ａ AAAAA

茶樹及びさとうき 茶樹及びさとうき 指標＝各小項目の評価点数の合計

びの増殖に必要な びの増殖に必要な 各小項目の評価点数の区

種苗の生産及び配 種苗の生産及び配 分は以下のとおりとする。

布 布 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：７点以上

Ｂ：０～６点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。
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(1)食料・農業・ (1)効率的な原原 ◇ばれいしょ原原種生産量当たり ○増殖段階別・項目別経費及び経費の増減した項目の把握に努めた。更にその理由を分析し、これらのデ Ｂ BBBBB

農村基本計画に即 種等の生産 の労働時間及びコストの把握によ ータを各農場で共有することにより、経費の低減を図った。

し、都道府県の需 食料・農業・農 るその低減

要に対応した供給 村基本計画に即し Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【ばれいしょ原種生産に要したコスト】

を前提に、品質・ 、都道府県の需要 に優れた成果が得られた （総コスト）

生産力の向上、省 に対応した原原種 Ａ：順調に進んでいる 生産コスト 生産コスト 対前年比

力化及びコストの 等の生産配布を行 Ｂ：概ね順調に進んでいる （人件費を除く） （人件費を含む）

低減を図り、効率 う。 Ｃ：不十分又は問題あり １３年度 245,120千円 1,200,923千円 -

的な原原種等の生 原原種等の生産 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １４年度 244,124千円 1,184,530千円 0.99

産を行う。 に当たっては、生 、その要因は法人の不適切な運 １５年度 243,051千円 1,131,776千円 0.96

産品種数の増加、 営にあった １６年度 257,765千円 1,179,912千円 1.04

無病性及び品質の １７年度 255,078千円 1,105,471千円 0.94

維持向上等の要望 ◇茶原種生産量当たりの労働時間 （単位コスト） Ｂ BBBAB

等に対応しつつ、 及びコストの把握によるその低減 生産コスト 生産コスト 対前年比 配布価格

生産量当たりの労 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 （人件費を除く） （人件費を含む）

働時間及びコスト に優れた成果が得られた １３年度 2,852円／袋 15,153円／袋 - 1,570円／袋

を把握し、その低 Ａ：順調に進んでいる １４年度 2,737円／袋 14,855円／袋 0.98 1,570円／袋

減を図るとともに Ｂ：概ね順調に進んでいる １５年度 2,881円／袋 14,891円／袋 1.00 1,570円／袋

、以下の対策を講 Ｃ：不十分又は問題あり １６年度 3,109円／袋 15,638円／袋 1.05 1,570円／袋

じ、効率的な原原 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １７年度 3,163円／袋 14,925円／袋 0.95 1,570円／袋

種等の生産を図る 、その要因は法人の不適切な運

。 営にあった 【茶原種生産に要したコスト】

（総コスト）

◇さとうきび原原種生産量当たり 生産コスト 生産コスト 対前年比 Ｂ BBBBA

の労働時間及びコストの把握によ （人件費を除く） （人件費を含む）

るその低減 １３年度 2,474千円 9,842千円 -

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 １４年度 2,822千円 11,119千円 1.13

に優れた成果が得られた １５年度 2,815千円 11,505千円 1.03

Ａ：順調に進んでいる １６年度 1,751千円 8,447千円 0.73

Ｂ：概ね順調に進んでいる １７年度 1,425千円 8,906千円 1.05

Ｃ：不十分又は問題あり （単位コスト）

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 生産コスト 生産コスト 対前年比 配布価格

、その要因は法人の不適切な運 （人件費を除く） （人件費を含む）

営にあった １３年度 82円／本 327円／本 - 19円／本

上記３項目については、各年 １４年度 80円／本 317円／本 0.97 19円／本

度の年度計画において定めら １５年度 56円／本 234円／本 0.74 19円／本

れている具体的目標等に照ら １６年度 75円／本 368円／本 1.57 19円／本

し、達成の評価を行うものと １７年度 54円／本 347円／本 0.94 19円／本

する。なお、Ｓ評価及びＤ評
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価をした場合には、その理由 【さとうきび原原種生産に要したコスト】

を明記するものとする。 （総コスト）

生産コスト 生産コスト 対前年比

（人件費を除く） （人件費を含む）

１３年度 46,305千円 181,806千円 -

１４年度 48,815千円 198,765千円 1.09

１５年度 50,692千円 196,125千円 0.99

１６年度 44,448千円 212,156千円 1.08

１７年度 42,747千円 187,555千円 0.88

（単位コスト）

生産コスト 生産コスト 対前年比 配布価格

（人件費を除く） （人件費を含む）

１３年度 15,858円／千本 62,261円／千本 - 1,427円／千本

１４年度 16,716円／千本 68,065円／千本 1.09 1,427円／千本

１５年度 17,435円／千本 67,466円／千本 0.99 1,427円／千本

１６年度 15,501円／千本 73,990円／千本 1.10 1,427円／千本

１７年度 14,968円／千本 65,692円／千本 0.89 1,427円／千本

ア 原原種等の栽 ◇原原種等生産配布技術指針（仮 ○１３年度に原原種生産関係技術を体系的に整理した原原種等生産配布技術指針を作成し（１５年度改正 Ａ AAAAA

培、病害虫の検定 称）等の作成による原原種等生産 ）、同指針に基づき適切に業務を実施した。また、さとうきびについて１７年度に「側枝苗によるさとう

・防除作業等を適 の合理化 きび原原種生産業務の手引き」を作成し、指針の副読本とし活用した。

正に実施するため Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

、原原種等生産配 に優れた成果が得られた

布技術指針（仮称 Ａ：順調に進んでいる

）等を作成し、原 Ｂ：概ね順調に進んでいる

原種等生産の合理 Ｃ：不十分又は問題あり

化を図る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった

イ 病害虫の侵入 ◇土壌改良の推進 ○各農場の土壌分析を次の２農場において集中的に実施した。 Ａ AAAAA

及び発生の防止に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ・胆振農場：上北農場以北の5農場（北海道中央、胆振、後志、十勝、上北）分

留意しつつ、排水 に優れた成果が得られた ・嬬恋農場：当該農場以南の10農場（嬬恋、八岳、金谷、西日本、雲仙、知覧、鹿児島、沖縄、本所、

改良、有機質の施 Ａ：順調に進んでいる 久留米）分

用等により土壌改 Ｂ：概ね順調に進んでいる また、土壌分析、ほ場排水及び石礫の分布等について、当該データを視覚的に特定・把握できるように

良を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり ほ場ごとに土壌マップの作成を行なった。

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運 ○各農場の土壌の現状と課題及びその対応策について検討を行い、１４年度に土壌改良方針を策定し、毎

営にあった 年度の担当者会議において、土壌改良方針に基づく各農場毎の具体的な改良方策の進捗状況、効果、今後

の課題等を確認した。
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ウ 施設・機械等 ◇施設・機械等の業務実施体制に ○機械・機具等の導入にあたっては、固定資産物品（購入予定価格50万円以上の物品）について、当該 Ａ AAAAA

の更新・導入に当 合わせた重点的配置、保守管理の 機械等機種選定委員会を開催し、 適な機械・機種を選定し導入を行った。

たっては、性能向 徹底による機械器具費の低減

上を図るとともに Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【機種選定委員会で検討した案件数】

、業務実施体制に に優れた成果が得られた １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

合わせ重点的配置 Ａ：順調に進んでいる 案件数 25 25 23 16 8

を推進する。また Ｂ：概ね順調に進んでいる

、現有の機械につ Ｃ：不十分又は問題あり ○毎年度、農林水産省主催のトラクターエンジン整備技術研修に農場職員を参加させるとともに、各農場

いて保守管理の徹 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ においても農機具等の修理に欠かせない必要な技能（アーク溶接、クレーン技能等）の取得を計画的に進

底による機械器具 、その要因は法人の不適切な運 めた。

費の低減を図る。 営にあった また、技術専門職研修を開催して保守管理能力等の向上に努めた。

【研修実績】

研 修 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

トラクターエンジン整備技術研修（人） 2 1 2 1 2

技能取得研修（延べ人数） 125 112 102 67 11

エ ばれいしょ原 ◇ばれいしょ原原種生産における ○農場別、品種別生産計画を見直し、１４年度に大規模少品種農場、小規模多品種農場等の役割分担を明 Ａ AAAAA

原種生産において 農場ごとの品種構成の見直しによ 確化した集約化計画を策定し、大規模少品種農場、小規模多品種農場の生産体系にあわせた品種ごとの生

は、生産品種数の る集約化 産を実施した。

増加を踏まえ、農 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

場ごとの品種構成 に優れた成果が得られた 【ばれいしょ原原種生産農場の基本的な役割分担】

を見直し、大規模 Ａ：順調に進んでいる 農場名 基本的な役割分担

で少数の品種を生 Ｂ：概ね順調に進んでいる 北海道中央農場 小規模多品種生産農場（新品種立ち上げ）

産する農場と小規 Ｃ：不十分又は問題あり 胆振農場 大規模少品種生産農場

模で多数の品種を Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 後志分場 大規模少品種生産農場

生産する農場とに 、その要因は法人の不適切な運 十勝農場 大規模少品種生産農場

集約化を図る。 営にあった 上北農場 大規模少品種生産農場

嬬恋農場 小規模多品種生産農場（危険分散）

八岳農場 小規模多品種生産農場

雲仙農場 小規模多品種生産農場（秋作用）

○１７年度に培養系を活用した新技術体系の導入に向けた実用規模の実証試験を北海道中央農場、十勝農

場及び嬬恋農場で実施した。

オ 茶原種生産に ◇茶原種生産における１年生苗の ○挿し木、育苗期の管理を改善することにより、１５年度から本格的に1年生苗での配布に移行した。配 Ａ AAABA

おいては、現在、 生産配布技術の確立による配布時 布した1年生苗について配布先調査を実施し、生育状況等に問題のないことを確認した。

２年生苗を供給し のロスの減少

ているため植付け Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○茶原種の都道府県、民間等への移管等のあり方について、関係都府県等から意見を聴取しながら検討を
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時の需要量と配布 に優れた成果が得られた 進め、１８年春植用をもって苗木での配布を終了し、１８年度は経過措置として挿穂による配布を行い、

申請時の需要量が Ａ：順調に進んでいる 茶原種の配布を終了することとした。さらに、１８年２月の茶生産県会議等において、都道府県等への具

異なる場合が多い Ｂ：概ね順調に進んでいる 体的な移行措置、新しい種苗の供給体制等について協議を行った。

ことから、１年生 Ｃ：不十分又は問題あり

苗の生産配布技術 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

の確立を図り、配 、その要因は法人の不適切な運

布時のロスを減少 営にあった

させる。

カ さとうきび原 ◇さとうきび原原種生産における ○さとうきび側枝苗の効率的な増殖方法を検討し、鹿児島農場及び沖縄農場において実証試験を行い、側 Ａ AAAAA

原種生産において 組織培養苗又は側枝苗の増殖技術 枝苗の生産力及び品質について慣行茎節苗との比較において差がほとんど無いことを確認した。この検討

は、増殖体系の効 の確立 結果を踏まえ１７年度に、「側枝苗を用いたさとうきび原原種生産業務の手引き」を作成した。

率化を進めるため Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

、組織培養苗又は に優れた成果が得られた

側枝苗の増殖技術 Ａ：順調に進んでいる

の確立を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった

上記６項目については、各年

度の年度計画において定めら

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

（2)先進的な技術 (2)原原種等生産 ◇原原種等生産担当者の業務運営 ○原原種等生産担当者会議において、生産コストを踏まえた効率的な業務運営方策、アンケート結果に基 Ａ AAAAA

・知識等の導入に 担当者の業務運営 能力の向上 づく業務改善計画等について検討を行うとともに、病害の遺伝子診断法等について、北海道農業研究セン

努めつつ、原原種 能力の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ター、九州沖縄農業研究センター等と協力・分担し調査研究、情報交換を進めた。

等の生産担当者の 原原種等生産担 に優れた成果が得られた

業務運営能力の向 当者による効率的 Ａ：順調に進んでいる 【原原種等生産担当者会議における検討内容】

上を図る。 かつ高品質な原原 Ｂ：概ね順調に進んでいる 年度 担当 主な検討内容

種等の生産のため Ｃ：不十分又は問題あり １３ 共通 原原種等生産配布技術指針の作成

の検討を行うとと Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 病害罹病率の検証法及び萌芽率等の的確な確認手法及び実施体制

もに、試験研究機 、その要因は法人の不適切な運 アンケート調査の実施方法

関、大学等との連 営にあった 土壌改良方針について

携を通じた技術等 本項目については、各年度の １４ 共通 的確な生産コスト把握と効率的な原原種生産

の導入・開発、専 年度計画において定められて アンケート調査に対する改善計画
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門技術研修等の実 いる具体的目標等に照らし、 ばれいしょ ばれいしょ原原種生産の集約化の推進

施等により、原原 達成度の評価を行うものとす 茶 茶原種の配布形態

種等生産担当者の る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 さとうきび さとうきびの新形態種苗等を活用した機械化生産体系の検討

業務運営能力の向 をした場合には、その理由を １５ 共通 アンケート調査に対する改善計画

上を図る。 明記するものとする。 生産コストの低減及び生産性向上

ばれいしょ ばれいしょ原原種増殖形態、黒目症状の解決策、新品種等の無病化及び立ち上げ時の

増殖体制

ジャガイモシストセンチュウ侵入防止対策

茶 茶原種の今後の配布形態

さとうきび さとうきび原原種の機械化、側枝苗等の活用

１６ 共通 業務実施状況を踏まえた原原種の生産改善に関する事項

農機具の更新計画の成果と課題（作業体系に即した早期の機種選定）

ばれいしょ ばれいしょ原原種の黒目症状の現状とその解決、新増殖体系の構築

今後のばれいしょ原原種のための増殖体系検討

さとうきび さとうきび原原種の安定した数量、品質の確保（台風等気象災害からの回避）

１７ 共通 生産コストの把握と効率的な業務運営

病害虫検定の効率化

ばれいしょ ばれいしょ原原種生産業務の集約化

ばれいしょ原原種小粒化への対応

さとうきび さとうきび増産プロジェクトにおけるセンターの役割

側枝苗による新品種等の早期普及、種苗生産技術の指導等

○原原種生産に係る担当者を対象に外部講師の講義を中心に研修を行った。

【専門技術研修の内容】

年度 研修内容

１３ 種苗生産業務への実需者からの要望

原原種等の品質向上と優良新品種等の早期原原種化に向けて

１４ 種苗生産業務への実需者からの要望、関連知識及び技術の付与

１５ 〃

１６ 〃

１７ 〃

４１～３の業務に ４１～３の業務に ○調査研究の効率化 Ａ AAAAA

係る技術に関する 係る技術に関する 指標＝各小項目の評価点数の合計

調査及び研究 調査及び研究 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点
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Ａ：３点以上

Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

(1)調査研究課題 (1)調査研究課題 ◇調査研究課題の選定における関 ○顧客ニーズにより、種子伝染性病害の検査やばれいしょの品質向上等についての課題を設定し的確に調 Ａ AAAAA

の選定において、 の重点化 連技術の開発方向、関係者のニー 査研究業務を実施した。行政的ニーズについては、育成者権保護の強化や遺伝子組換え種子、病害の検査

外部の有識者等の 調査研究課題の ズ、外部有識者の意見等の反映 など、センター業務に直接に関わりのある施策の動向を十分に把握することにより､調査研究課題の選定

意見を反映させる 選定に当たっては Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 に反映した。

仕組みを導入する 、政策の展開方向 に優れた成果が得られた

とともに、政策の 、関連技術の開発 Ａ：順調に進んでいる

展開方向や農業生 方向、農業者や種 Ｂ：概ね順調に進んでいる

産現場、種苗業者 苗業者のニーズ等 Ｃ：不十分又は問題あり

等のニーズを考慮 を的確に把握する Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

して優先順位の高 とともに、外部有 、その要因は法人の不適切な運

いものを選定し、 識者の意見を聴き 営にあった

重点化を図る。 、独立行政法人種

苗管理センター（ ◇業務の円滑な推進に資する技術 ○センター業務に関連する重点調査研究課題を検討し、１３年度に課題別の目標、推進方策、実施体制等 Ａ AAAAA

以下「センター」 の開発・実用化に向けた課題の重 を定めた「調査研究基本計画」を作成し、拠点農場において重点的な実施を行った。

という。）の業務 点的な実施

の円滑な推進に資 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【重点課題】

する技術の開発・ に優れた成果が得られた ・香り、成分等の生理生態的特性の調査手法の開発

実用化について課 Ａ：順調に進んでいる ・DNA分析技術を用いた品種識別手法の開発

題ごとの具体的な Ｂ：概ね順調に進んでいる ・種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発

達成目標を定め、 Ｃ：不十分又は問題あり ・DNA分析技術を用いたGM種苗の検査手法の開発

重点的に取り組む Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ・PCR法を用いたばれいしょ原原種検定技術の開発

。 、その要因は法人の不適切な運 ・高品質ばれいしょ原原種生産管理技術体系の確立

営にあった ・組織培養技術等を利用した原原種生産技術体系の確立

上記２項目については、各年
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度の年度計画において定めら

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

(2)業務の実施に (2)業務実施体制 ◇調査研究業務実施体制の拠点化 ○１３年度に、本所、北海道中央農場、嬬恋農場、西日本農場、沖縄農場の5カ所を調査研究の拠点農場 Ａ AAAAA

当たって、効率的 の整備 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 とし、その役割分担を定めるとともに、１６年度に担当者の複数配置等を行った。また、センター全体と

に調査及び研究の 農場が全国に展 に優れた成果が得られた しての技術力向上のため、１６年４月に嬬恋農場に技術調整官を設置した。

業務が行えるよう 開していることを Ａ：順調に進んでいる

体制の整備を図る 活用し、それぞれ Ｂ：概ね順調に進んでいる 【拠点農場の役割分担及び担当者数】

。 の自然立地条件を Ｃ：不十分又は問題あり 農場名 役割分担 担当者数

生かした課題を選 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 本所 種苗関連技術の基礎的・基盤的調査研究 3

定するとともに、 、その要因は法人の不適切な運 北海道中央 種苗生産、種苗検査関連調査研究 2

効率的に調査及び 営にあった 嬬恋 施設的種苗生産技術関連調査研究 3

研究を行うため、 本項目については、各年度の 西日本 栽培試験、種苗検査関連調査研究 2

調査研究業務の拠 年度計画において定められて 沖縄 さとうきび関連調査研究 2

点化を図る。 いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

(3)先進的な技術 (3)調査研究担当 ◇調査研究担当者の業務運営能力 ○調査研究担当者会議を開催し、研究の推進方策の検討、調査研究成果の発表等を通じ業務運営能力の向 Ａ AAAAB

・知識等の導入に 者の業務運営能力 の向上 上を図った。

努めつつ、調査研 の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

究担当者の業務運 調査研究担当者 に優れた成果が得られた

営能力の向上を図 による検討会や先 Ａ：順調に進んでいる

る。 進的な技術及び知 Ｂ：概ね順調に進んでいる

識の導入に係る専 Ｃ：不十分又は問題あり

門技術研修等を実 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

施することにより 、その要因は法人の不適切な運

、調査研究担当者 営にあった

の業務運営能力の 本項目については、各年度の

向上を図る。 年度計画において定められて

いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を
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明記するものとする。

５ １～４の業務 ５ １～４の業務

に附帯する業務 に附帯する業務

国、種苗業者等 ○ 附帯業務の重 ○附帯業務の重点的な実施 ○中期目標により指示された附帯業務について年度計画に従い重点的に実施した。 Ａ AAAAA

からの要望の強い 点化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

次の業務について 中期目標により に優れた成果が得られた （附帯業務の取組内容については、第２－５－(1)～(6)参照）

、重点的に実施す 指示された附帯業 Ａ：順調に進んでいる

る。 務を重点的に実施 Ｂ：概ね順調に進んでいる

する。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった

(1)種苗に係る情 本項目については、各年度の

報の収集、整理及 年度計画において定められて

び提供並びに技術 いる具体的目標等に照らし、

指導 達成度の評価を行うものとす

(2)国際会議への る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

職員の出席 をした場合には、その理由を

(3)諸外国への職 明記するものとする。

員の派遣による技 ※ Ｐ＊＊「○附帯業務の質の向

術指導 上」において、サービス等の向上

(4)海外研修員の に係る具体的内容について評価す

受入れ ることとする。

(5)災害対策用種

子の増殖及び保存

(6)育成者権の侵

害対策

６ 指定種苗の集 ６ 指定種苗の集 Ａ AAAAA

取 取

先進的な技術・ ○ 種苗検査担当 ○種苗検査担当者の業務運営能力 ○種苗検査担当者会議を開催し、関係法令の改正等に伴う種苗検査のあり方、業務の実施状況と課題等に

知識等の導入に努 者の業務運営能力 の向上 ついて検討を行うとともに、専門技術研修を行った。

めつつ、種苗検査 の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

担当者の業務運営 種苗検査担当者 に優れた成果が得られた （種苗検査担当者会議及び専門技術研修の内容については、第１－２参照）

能力の向上を図る による種苗関連情 Ａ：順調に進んでいる

。 報の交換及び検査 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○発芽試験能力の向上を図るため、レフリーテスト（同一サンプルを用いた発芽試験）を実施し、その結

上の問題点の検討 Ｃ：不十分又は問題あり 果について検討すること等により、評価基準を統一し、検査精度の向上を図った。

を行うとともに、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ
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専門技術研修等を 、その要因は法人の不適切な運 ○種苗検査担当者の情報ネットワーク上に伝言板を設け、指定種苗をはじめ種苗検査全般について検査担

実施することによ 営にあった 当者間の意見交換の場とするとともに、検査に関する情報等の充実に努めた。

り、種苗検査担当 本項目については、各年度の

者の業務運営能力 年度計画において定められて

の向上を図る。 いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

７ 農作物に関す ７ 農作物に関す ○遺伝資源業務の効率化 Ｂ BBBAB

る技術上の試験及 る技術上の試験及 指標＝各小項目の評価点数の合計

び研究の素材とな び研究の素材とな 各小項目の評価点数の区分

る植物の保存及び る植物の保存及び は以下のとおりとする。

増殖 増殖 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：２点以上

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。

なお、Ｓ及びＤ評価とした場

合には、その理由を明記する

ものとする。

(1)業務の実施に (1)植物遺伝資源 ◇植物遺伝資源に関して効率的な ○農場の気象条件や植物ごとの栽培条件を考慮の上、１４年度に作物別再配置計画を作成し、本計画に沿 Ｂ BBAAB

当たって、効率的 の保存、増殖及び 業務運営が行える体制の整備 って配置換えを実施した。

な業務運営が行え 特性評価の効率的 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

るよう体制の整備 実施 に優れた成果が得られた 【作物再配置】

を図る。 独立行政法人農 Ａ：順調に進んでいる 作物名 点数 移管先

業生物資源研究所 Ｂ：概ね順調に進んでいる １３年度 再配置計画作成のため、植物の 適条件を検討

（センターバンク Ｃ：不十分又は問題あり １４年度 再配置計画作成
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）からの委託に基 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ばれいしょ 177 後志→中央

づき、植物遺伝資 、その要因は法人の不適切な運 48 雲仙→嬬恋

源の保存、増殖及 営にあった 除虫菊 4 中央→八岳

び特性評価を行う 本項目については、各年度の 46 知覧→八岳

こととするが、植 年度計画において定められて はっか 177 知覧→八岳

物の種類ごとに気 いる具体的目標等に照らし、 計 452

象・土壌条件から 達成度の評価を行うものとす １５年度 デンドロビウム 159 本所→西日本

みて保存及び増殖 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 リンゴ 100 中央→上北

に適した農場への をした場合には、その理由を きく 95 嬬恋→西日本

再配置を行い、効 明記するものとする。 ばれいしょ 92 上北→嬬恋

率的な保存及び増 計 446

殖が行える体制を １６年度 リンゴ 100 中央→上北

確立する。 つつじ 84 嬬恋→西日本

にんにく 1 八岳→雲仙

ちょま 134 金谷→西日本

バラ科植物 40 金谷→八岳

かんきつ類 10 雲仙→金谷

茶 150 知覧→金谷

計 519

１７年度 リンゴ 101 中央→上北

つつじ 52 嬬恋→西日本

茶 141 知覧→金谷

茶 391 金谷→知覧

計 685

【中期目標期間終了時における作物配置状況】

農場名 作物名 計

北海道中央農場 小麦近縁種、ばれいしょ 2種類

上北農場 くるみ、りんご 2種類

嬬恋農場 ばれいしょ、つつじ 2種類

八岳農場 除虫菊、はっか、マルメロ、いちご、バラ科 5種類

金谷農場 こうぞ、こんにゃく、みつまた、かんきつ類、くり、びわ、茶 7種類

西日本農場 ちょま、いちじく、かき、きく、つつじ、デンドロビウム 6種類

雲仙農場 大麦近縁種、かんしょ、いぐさ、あんず、うめ、かんきつ類、やまもも、 13種類

にんにく、やまのいも、らっきょう、わけぎ、カーネーション、ダイアン

サス

知覧農場 いぐさ、さといも、カーネーション、茶 4種類

鹿児島農場 かんしょ、さとうきび、かんきつ類、びわ 4種類

沖縄農場 さとうきび、さとうきび近縁種、かんきつ類、さといも、すいぜんじな、 11種類

だいじょ、にがな、やまのいも、キャツサバ、パインアップル、パパイヤ
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熱帯果樹

(2)先進的な技術 (2)遺伝資源保存 ◇遺伝資源保存業務担当者の業務 ○遺伝資源担当者会議において業務の実態に即した問題点の洗い出し等を行い、１５年度に「遺伝資源業 Ａ AABAA

・知識等の導入に 業務担当者の業務 運営能力の向上 務必携（遺伝資源業務の手引き）」を改正するとともに、課題解決等を通じて業務運営能力の向上を図っ

努めつつ、業務担 運営能力の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 た。また、作物種類別に農場の担当者を参集し現地検討会を兼ねた専門技術研修を行い、試験研究機関の

当者の業務運営能 遺伝資源保存業 に優れた成果が得られた 専門家から聴取した意見も踏まえ、栽培・特性調査マニュアルを作成した。

力の向上を図る。 務担当者による遺 Ａ：順調に進んでいる

伝資源保存業務実 Ｂ：概ね順調に進んでいる 【遺伝資源担当者会議における検討内容】

施上の問題点の早 Ｃ：不十分又は問題あり 年度 主な検討内容

期解決のための検 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３ 「遺伝資源業務の手引き」の改正案

討を行うとともに 、その要因は法人の不適切な運 農場毎の植物の種類、 適条件等

、専門技術研修等 営にあった １４ １３年度に作成した「遺伝資源業務の手引き」の改定素案に基づく実際の業務

の実施、センター 本項目については、各年度の 再配置計画の検討、作成

バンクの専門家等 年度計画において定められて １５ 「遺伝資源業務の手引き」の改定案の細部検討

からの意見の聴取 いる具体的目標等に照らし、 作物別再配置計画の確認等

及び栽培・特性調 達成度の評価を行うものとす １６ －

査マニュアルの作 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 １７ 栽培・特性調査マニュアルの作成状況と今後の計画

成により、遺伝資 をした場合には、その理由を 保存点数の増加に対応した効率的な保存方法

源保存業務担当者 明記するものとする。

の業務運営能力の 【専門技術研修及びマニュアル作成対象植物】

向上を図る。 年度 植物名 計

１４ ばれいしょ、りんご、カンキツ類 3種類

１５ さといも、ばら、かんしょ 3種類

１６ カーネーション、とうもろこし 2種類

１７ 大豆、さとうきび 2種類

計 10種類

８ 業務運営一般 ８ 業務運営一般 ○業務運営一般の効率化 Ａ AAAAA

の効率化 の効率化 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満

ただし、Ａ評価とした場合に

は、各小項目の達成状況及び

その他の要因を分析し、必要
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に応じＳ評価とすることがで

きる。また、Ｃ評価とした場

合には、要因を分析し必要に

応じＤ評価とすることができ

る。なお、Ｓ及びＤ評価とし

た場合には、その理由を明記

するものとする。

※ 評価対象外の小項目がある場

合は、これを差し引いて算定を行

う。

(1)人員及び施設 (1)業務運営の集 ◇業務運営の集約化及び組織体制 ○組織体制検討委員会を設置し、西日本農場の新設も踏まえたセンター全体としての業務運営の集約化、 Ａ AAAAA

の有効活用を図る 約化 の在り方についての検討 組織体制のあり方等について検討を行い、１５年６月に第一次報告をとりまとめた。１６年度及び１７年

ため、１～７の業 センターが行う Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 度においては、この報告の方向を踏まえ、業務の集約化や体制整備を行った。また、１７年度の中期目標

務運営の集約化を 業務の動向、各農 に優れた成果が得られた 期間終了時の見直しに資するため、組織体制検討委員会において中長期的視点に立ったセンターの業務や

図るとともに、組 場の立地条件等を Ａ：順調に進んでいる 組織の在り方について議論し、とりまとめを行った。

織体制の在り方に 踏まえ、業務運営 Ｂ：概ね順調に進んでいる

ついて検討する。 の集約化を図ると Ｃ：不十分又は問題あり

ともに、組織体制 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

の在り方について 、その要因は法人の不適切な運

検討する。 営にあった

本項目については、各年度の

年度計画において定められて

いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

(2)関西農場につ (2)関西農場の移 ◇西日本農場の建設 ○１４年度において、関西農場の用地を一般競争入札により民間に売却し、その売却収入により岡山県笠 Ａ AAAAA

いて、平成15年３ 転 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 岡市に用地を取得するとともに、業務に必要な施設、機械等を整備し、１５年３月に関西農場の移転を完

月までに移転を完 関西農場（大阪 に優れた成果が得られた 了した。１５年４月の西日本農場の開場後も土地売却益を活用し、増大する栽培試験に対応し温室等の整

了する。 市平野区、6,302 Ａ：順調に進んでいる 備を行うとともに、施設の整備状況を踏まえ、職員の増員を行い、栽培試験体制を強化した。

㎡）について、平 Ｂ：概ね順調に進んでいる

成15年３月までに Ｃ：不十分又は問題あり 【関西農場売却事務及び移転の経緯】

現農場を売却する Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 事務内容 Ａ区 Ｂ区

。なお、センター 、その要因は法人の不適切な運 入札の公示（１回目） 14.11.21 同左

業務を引き続き円 営にあった 入札受付期間（々） 14.12.16～14.12.26 同左

滑に実施するため 本項目については、各年度の 開札（々） 14.12.27（落札） 同左（不落）

、売却収入等によ 年度計画において定められて 入札の公示（２回目） 15.1.10
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り新たな農場用地 いる具体的目標等に照らし、 入札受付期間（々） 15.2.7～15.2.17

を取得するととも 達成度の評価を行うものとす 開札（々） 15.2.18（落札）

に、業務に必要な る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 売買契約 15.1.20 15.3.20

施設、機械等を整 をした場合には、その理由を 所有権移転（入金） 15.2.7 15.4.1

備する。 明記するものとする。

（移転完了年度まで適用） ・１４年１２月中旬 ：物品等搬送（第１次）

・１５年１月６日 ：関西農場移転準備事務所の設置(移転地)

・１５年１月６日 ：職員６名駐在発令

・１５年１月中旬 ：物品等搬送（第２次）

・１５年１月２１日 ：職員８名駐在発令

・１５年３月下旬 ：物品等搬送（第３次）

(3)業務運営の効 (3)業務運営の効 ◇業務運営の効率化による経費の ○業務運営の効率化の結果、人件費及び新規事業費を除く運営費交付金で行う事業に要した経費について Ａ -AAAA

率化による経費の 率化による経費の 抑制 、毎年度1％以上の抑制を行い、期初に対し6.6％抑制した。

抑制については、 抑制 指標＝各年度の運営費交付金で行

各事業年度の人件 各事業年度の人 う事業に係る経費（人件費を除く 【年度別経費抑制実績】

費を除く運営費交 件費を除く運営費 ）の抑制率 運営費交付金(人件費・新規事業を除く) 対前年抑制率

付金で行う事業に 交付金で行う事業 Ｓ：対前年度比の抑制率が１％以 １３年度 547,435千円

ついて、少なくと について、少なく 上で特に優れた成果が認められた １４年度 540,500千円 1.3％

も対前年度比で１ とも対前年度比で Ａ：対前年度比の抑制率が１％ １５年度 529,705千円 2.0％

％抑制する。 １％抑制する。 以上 １６年度 519,932千円 1.9％

Ｂ：対前年度比の抑制率が0.7 １７年度 511,403千円 1.6％

％以上１％未満

Ｃ：対前年度比の抑制率が0.7 ＜参考＞１７年度における国民一人当たりの行政サービス実施コスト：27.1円

％未満 （１２年度国勢調査の確定人口より算出した。）

Ｄ：対前年度比の抑制率が0.7

％未満であり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあった

（16年度以降適用）

(4)会計事務の合 (4)事務運営の合 ◇支払事務、給与事務及び資産管 ○１３年度に会計システムを新たに構築し、支払、給与等の会計事務のうち一元化することが効率的であ Ｂ BBBBA

理化、機械・施設 理化 理を本部で一元的に処理できる会 ると判断したものについては、本所へ事務の一元化を行った。

の調達、整備等の 支払事務、給与 計処理のシステム化

効率化等により事 事務及び資産管理 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

務運営の合理化を を本部で一元的に に優れた成果が得られた

図る。 処理できるよう会 Ａ：順調に進んでいる

計処理をシステム Ｂ：概ね順調に進んでいる

化するとともに、 Ｃ：不十分又は問題あり

一括契約が可能な Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

物品の本部あるい 、その要因は法人の不適切な運
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はブロック単位で 営にあった

の一括調達、施設

整備における自主 ◇一括契約が可能な物品の本部あ ○センター全体あるいはブロック単位での一括調達を行うことで、経費削減に有効と判断できるものにつ Ａ AAAAA

施工の推進等を行 るいはブロック単位での一括調達 いては、可能な限り本所等での一括調達を行った。

うことにより、一 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

層の事務運営の合 に優れた成果が得られた 【本所における一括調達の実績】

理化を図る。 Ａ：順調に進んでいる 件数 契約金額（千円） 機器名

Ｂ：概ね順調に進んでいる １３年度 5 20,206 損害保険、パソコン等

Ｃ：不十分又は問題あり １４年度 12 22,655 損害保険、パソコン等

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １５年度 9 17,899 損害保険、パソコン等

、その要因は法人の不適切な運 １６年度 8 17,086 損害保険、パソコン等

営にあった １７年度 8 19,619 損害保険、パソコン等

【ブロックにおける一括調達の実績】

ブロック 件数 契約金額（千円） 機器名

１３年度 北海道 - - 調達手法の検討、整理を行ったため未実施

嬬恋・八岳 - -

１４年度 北海道 3 6,987 農薬、出荷用紙袋等

嬬恋・八岳 2 2,415 農薬、出荷用紙袋等

１５年度 北海道 3 7,551 農薬、出荷用紙袋等

嬬恋・八岳 3 5,059 農薬、肥料等

１６年度 北海道 6 24,921 貨物自動車、農薬等

嬬恋・八岳 6 48,729 農薬、肥料等

１７年度 北海道 5 20,945 トラクター、農薬等

嬬恋・八岳 3 8,401 農薬、肥料等

◇施設整備における自主施工の推 ○施設整備における自主施工の推進等については、施設整備補助金による施設整備（１３年度4事案、１ Ａ AAAAA

進等 ４年度7事案、１５年度14事案、１６年度13事案及び１７年度12事案）並びに旧関西農場土地売却収入を

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 もって西日本農場を整備する計画すべての事案について自主施行により実施し、計画に沿って全事案につ

に優れた成果が得られた いて年度内に完成した。

Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる （工事事案の詳細については、第７－１参照）

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

上記３項目については、各年

度の年度計画において定めら

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの
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とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

第３ 国民に対し 第２ 国民に対し ◎業務の質の向上 Ａ AAAAA

て提供するサービ て提供するサービ 指標＝各中項目の評価点数の合計

スその他の業務の スその他の業務の 各中項目の評価点数の区分

質の向上に関する 質の向上に関する は以下のとおりとする。

事項 目標を達成するた Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

めとるべき措置 ､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：５点以上

Ｂ：０点～４点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各中項目

の達成状況及びその他の要因を分

析し、必要に応じＳ評価とするこ

とができる。また、Ｃ評価とした

場合には、要因を分析し必要に応

じＤ評価とすることができる。な

お、Ｓ及びＤ評価とした場合には

､その理由を明記するものとする｡

１ 農林水産植物 １ 農林水産植物 ○栽培試験業務の質の向上 Ａ AAASA

の品種登録に係る の品種登録に係る 指標＝各小項目の評価点数の合計

栽培試験 栽培試験 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：８点以上

Ｂ：０点～７点

Ｃ：０点未満

ただし、Ａ評価とした場合に

は、各小項目の達成状況及び

その他の要因を分析し、必要
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に応じＳ評価とすることがで

きる。また、Ｃ評価とした場

合には、要因を分析し必要に

応じＤ評価とすることができ

る。なお、Ｓ及びＤ評価とし

た場合には、その理由を明記

するものとする。

(1)栽培試験を計 (1)栽培試験実施 ◇栽培試験の計画的かつ的確な実 ○農林水産大臣からの通知に基づき栽培試験計画を作成し、担当農場において栽培試験を実施したほか、 Ａ AAAAA

画的かつ的確に実 体制の強化 施 県の試験場等に委託して実施した。栽培試験実施点数については、期初の398点から613点へと大幅に拡大

施するとともに、 農林水産大臣か Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 させた。

出願動向を踏まえ ら通知を受けた栽 に優れた成果が得られた

、栽培試験実施体 培試験について、 Ａ：順調に進んでいる 【栽培試験実績】

制の強化を図る。 農林水産省との緊 Ｂ：概ね順調に進んでいる 項 目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

密な連絡調整を図 Ｃ：不十分又は問題あり 栽培試験実施点数 398 395 388 499 613

りつつ、計画的か Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 委託栽培試験点数 53 46 36 40 42

つ的確に実施する 、その要因は法人の不適切な運 計 451 441 424 539 655

。また、近年、出 営にあった。 注．栽培試験実施点数は当該年度の栽培着手点数である。

願数及び種類数が

増加傾向にあるこ ◇栽培試験実施体制の強化 ○作物種類別に専門技術研修を実施し、栽培・特性調査マニュアル作成に向けた検討を行った。 Ｂ BAAAB

とを踏まえ、栽培 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

試験担当者に必要 に優れた成果が得られた （専門技術研修における検討対象植物については、第１－１－(4)参照）

な専門技術研修等 Ａ：順調に進んでいる

を行うとともに栽 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○１４年度に「栽培試験対象植物の集約化計画」を作成し、本計画に沿って植物の種類ごとに実施農場の

培試験対象植物の Ｃ：不十分又は問題あり 専門化を進めるとともに、１６年４月に嬬恋農場、１７年４月に北海道中央農場の専任係の廃止、西日本

集約化を図り、栽 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 農場の拠点化により実施農場の集約化を図った。

培試験実施体制を 、その要因は法人の不適切な運

強化する。 営にあった （実施農場の集約化については、第１－１－(1)参照）

上記２項目については、各年

度の年度計画において定めら ○１７年４月に本所の栽培試験関係課（計画課、栽培試験課、特殊検定課）を再編し、計画・品質管理を

れている具体的目標等に照ら 行う品種管理課と、実施部門を統括する総括品種特性調査官を設置し、進行管理や栽培試験実施上の問題

し、達成度の評価を行うもの 解決のための体制等を強化した。

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

(2)栽培試験対象 (2)栽培試験実施 ◇栽培試験対象植物の種類の拡大 ○栽培試験の要請度の高いものから順次、毎年度2種類以上の栽培試験対象植物を追加し、中期目標期間 Ｓ AAASS

植物の種類を拡大 能力の向上 (中期目標の期間中に10種類程度) 中21種類の植物を拡大した。

（中期目標の期間 ア 栽培試験対象 Ｓ：年間２種類以上の拡大があり

中に10種類程度） 植物の種類の拡大 、かつ、特に優れた成果が認め 【拡大実績】
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するとともに、植 センターにおい られた 年度 マニュアル作成対象植物 計

物の種類別の栽培 て栽培試験を実施 Ａ：年間２種類以上の拡大 １３ カランコエ、ステラ、セントポーリア、ヘリオプシス 4種類

・特性調査マニュ したことが無い種 Ｂ：年間１種類以上の拡大 １４ たばこ、ひおうぎ、ヤマモモソウ 3種類

アル（２種類／年 類について、必要 Ｃ：対象植物の種類の拡大なし １５ しょうが、トレニア 2種類

度）及び特殊検定 性の高い品種から Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ １６ イソトマ、スカエウォラ、ディアスシア、ビデンス、ロベリア 5種類

マニュアル（５項 栽培方法等につい 、その要因は法人の不適切な運 １７ アルテルナンテラ、ポリゲンス、アンゲロニア、ネメシア、コリウス、ほおずき、きんれ 7種類

目／年度）の作成 て検討を行い、中 営にあった んか、オランダかいう

により栽培試験実 期計画期間中に10 計 21種類

施能力の向上を図 種類程度の栽培試 【その他特記事項】

る。 験対象植物の拡大 ○種苗管理センターで栽培試験が可能な植物の種類について、栽培方法等の検討を精力的に進めた結果、

を図る。 １６、１７年度には、対象植物をそれぞれ５種類、７種類拡大を図り期中において２１種類の拡大を達成

したため、Ｓ評価とする。

イ 植物の種類別 ◇植物の種類別の栽培・特性調査 ○毎年度2種類程度の栽培・特性調査マニュアルを作成し、中期目標期間中13種類を作成した。 Ａ AABAA

の栽培・特性調査 マニュアル（２種類／年度程度）

マニュアル及び特 の作成 【栽培・特性調査マニュアルの作成】

殊検定マニュアル Ｓ：年間２種類以上が作成され、 年度 マニュアル作成対象植物 計

の作成 かつ、特に優れた成果が認めら １３ いちご、ほうせんか、ばら 3種類

センターで栽培 れた １４ 大豆(えだまめ)、スターチス、プリムラ 3種類

試験を実施する種 Ａ：年間２種類以上の作成 １５ しおん 1種類

類で品種数の多い Ｂ：年間１種類の作成 １６ オステオスペルマム、トルコぎきょう、ペチュニア 3種類

ものから毎年２種 Ｃ：マニュアルの作成なし １７ シクラメン、いちご（改正）、ロードデンドロン 3種類

類程度の栽培・特 Ｄ：マニュアルの作成がなく、か 計 13種類

性調査マニュアル つ、その要因は法人の不適切な

を作成する。また 運営にあった

、従来から行って

いる病害抵抗性の ◇特殊検定マニュアル（５項目／ ○病害抵抗性のほか成分等の項目についても検定手法を確立し、毎年度5項目程度の特殊検定マニュアル Ａ AAAAA

検定等に加え、香 年度程度）の作成 を作成し、中期目標期間中27項目（改正を含む）を作成した。

り、栄養成分等の Ｓ：年間４項目以上が作成され、

新たな項目につい かつ、特に優れた成果が認めら 【特殊検定マニュアルの作成】

ても検定手法を確 れた 年度 マニュアル名 計

立し、毎年５項目 Ａ：年間４項目以上の作成 １３ トマト斑点病抵抗性、トマトシュークロース含量、カリフラワー萎黄病抵抗性、とうがら 5項目

程度の特殊検定マ Ｂ：年間３項目の作成 しカプサイシノイド含量、はくさい軟腐病抵抗性

ニュアルを作成す Ｃ：年間０～２項目の作成 １４ ばれいしょ青枯病抵抗性、おたねにんじんエキス含量、おたねにんじんサポニン含量、レ 4項目

る。 Ｄ：年間０～２項目の作成であり タス根腐病レース１抵抗性

、かつ、その要因は法人の不適 １５ レタス根腐病レース１抵抗性(改正) 、レタス根腐病レース２抵抗性、レタスビッグベイ 8項目

切な運営にあった ン病抵抗性、はくさい根こぶ病抵抗性、トマト全固形物量、トマト半身萎ちょう病抵抗性

１６ すいか炭そ病抵抗性、きゅうりモザイク病(ＣＭＶ)抵抗性、いちごアスコルビン酸含量、 4項目

えだまめの糖含量

１７ ごまセサミン含量、かぶ萎黄病抵抗性、かぶ根こぶ病抵抗性(改正)、ｷｬﾍﾞﾂ根こぶ病抵抗 6項目
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性(改正)、めｷｬﾍﾞﾂ根こぶ病抵抗性(改正)、はくさい根こぶ病抵抗性(改正)

計 27項目

(3)遺伝資源業務 (3)栽培試験の実 ◇対照品種保存点数の拡大 ○既存品種の収集・保存計画を策定し、計画に基づき収集を行い、中期目標期間中2,048点の拡大を図っ Ａ AAAAA

との連携を図りつ 施に必要な対照品 Ｓ：年間270品種以上の拡大があ た。

つ、品種保存農場 種保存の充実 り、かつ、特に優れた成果が認

における植物の種 ア 対照品種保存 められた 【保存点数の推移】

類の専門化及び栄 の対象となる植物 Ａ：年間270品種以上の拡大 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 期中の

養体種苗の保存・ 及び品種保存点数 Ｂ：年間240品種以上270品種未満 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 合計点数

増殖技術の向上に の拡大 の拡大 合計 収集 32 491 44 467 38 512 38 385 46 425 2,280

より、栽培試験の 近年、品種の変 Ｃ：年間240品種未満の拡大 廃棄 1 8 7 80 5 54 9 83 3 7 232

実施のために保存 遷等により入手困 Ｄ：年間240品種未満の拡大であ 保存 - 483 - 387 - 458 - 302 - 418 2,048

する対照品種の充 難となっている対 り、かつ、その要因は法人の不 累計 107 2,407 115 2,794 119 3,252 120 3,554 127 3,972 (3,972)

実（300品種拡大 照品種について、 適切な運営にあった 種子 収集 27 355 33 256 30 351 31 210 34 262 1,434

／年度）を図る。 栽培試験実施点数 廃棄 - - - - - - - - - - -

の多い種類から、 累計 80 1,467 91 1,723 94 2,074 95 2,284 101 2,546 (2,546)

順次、対象となる 種菌 収集 - - - - - - - - - - -

植物の種類の拡大 廃棄 - - - - - - - - - - -

を図るとともに、 累計 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 (115)

300品種／年度程 栄養体種苗 収集 5 136 11 211 8 161 7 175 12 163 846

度の品種保存点数 廃棄 1 8 7 80 5 54 9 83 3 7 232

の拡大を図る。 累計 22 825 19 956 20 1,063 20 1,155 21 1,311 (1,311)

注１：種菌は(独)森林総合研究所に委託保存。

注２：当該年度の累計点数（保存点数）は、前年度累計点数から廃棄点数を差し引き、新規保存点数を

足した数である。

注３：累計種類数は、新しい種類のみをカウントするため、前年度累計種類数に当該年度の種類数を足

した数にならない。

イ 品種保存農場 ◇品種保存農場における植物の種 ○「栽培試験対象植物の集約化計画」に連動させた品種保存の再配置計画を策定し、遺伝資源業務と連携 Ｂ BBBBB

における植物の種 類の専門化 し保存を行った。

類の専門化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

収集保存する植 に優れた成果が得られた 【保存農場の専門化を図った植物の種類】

物のうち栽培によ Ａ：順調に進んでいる 植物の種類 達成年度 保存農場

り保存が必要な栄 Ｂ：概ね順調に進んでいる きく １７年度 西日本農場

養繁殖性植物につ Ｃ：不十分又は問題あり つつじ １７年度 西日本農場

いて、当該植物の Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ペラルゴニウム １７年度 西日本農場

栽培試験実施状況 、その要因は法人の不適切な運 ジゴカクタス １７年度 西日本農場

等を考慮して、保 営にあった

存農場の専門化を 本項目については、各年度の ○１３年度に農場の遺伝資源係の名称を遺伝資源・品種保存係とし、遺伝資源業務と品種保存業務を一体

図る。その際、遺 年度計画において定められて 的に行うことを明確にした。
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伝資源保存業務と いる具体的目標等に照らし、

の連携を強化し、 達成度の評価を行うものとす

効率的な業務運営 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

に努める。 をした場合には、その理由を

明記するものとする。

ウ 栄養体種苗の ◇栄養体種苗の保存・増殖技術の ○作物種類別に専門技術研修を実施し、栽培・特性調査マニュアル作成に向けた検討を行った。 Ａ AAAAB

保存・増殖技術の 向上

向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 （専門技術研修における検討対象植物については、第１－１－(4)参照）

保存する植物の に優れた成果が得られた

種類ごとに、保存 Ａ：順調に進んでいる

方法及び増殖方法 Ｂ：概ね順調に進んでいる

の検討を行うとと Ｃ：不十分又は問題あり

もに、専門技術研 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

修等を通じて保存 、その要因は法人の不適切な運

実施担当者の保存 営にあった

技術及び増殖技術 本項目については、各年度の

の向上を図る。 年度計画において定められて

いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

(4)新規植物の種 (4)種類別審査基 ◇新規植物の種類別審査基準案の ○毎年度新たに15種類の新規植物の種類別審査基準案の作成に着手し、中期目標期間中91種類について審 Ａ AAASA

類別審査基準案の 準案の作成の推進 作成件数の拡大（15種類／年度程 査基準案を作成し農林水産省に報告した。

作成件数の拡大（ 農林水産省にお 度）

15種類／年度）を ける新規植物の審 Ｓ：年間14種類以上の拡大があり 【審査基準案作成等実績】

図るとともに、作 査に資するため、 、かつ、特に優れた成果が認め １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 計

成期間の短縮化（ センターにおいて られた 着手種類数 15 15 15 15 15 90

平均作成期間２年 作成する種類別審 Ａ：年間14種類以上の拡大 作成種類数 9 14 12 39 17 91

／種類）を図る。 査基準案について Ｂ：年間12～13種類の拡大 平均作成期間 2年 3ヶ月 2年 1ヶ月 1年11ヶ月 1年 5ヶ月 9ヶ月 －

は、類似する種類 Ｃ：年間12種類未満の拡大

の審査基準案を並 Ｄ：年間12種類未満の拡大で

行的に作成する等 あり、かつ、その要因は法人の

により効率的に実 不適切な運営にあった

施し、15種類／年

度程度に作成件数 ◇新規植物の種類別審査基準案の ○平均作成期間については、期初の2年3ヶ月から9ヶ月に短縮を図った。 Ｓ BBASS

を拡大するととも 作成期間の短縮化

に、植物新品種保 指標＝当該年度における１種類当 【その他特記事項】
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護国際同盟（UPOV たりの審査基準案の平均作成期間 ○新規植物の審査基準案の平均作成期間を９ヶ月に短縮し、目標の２年以内を大幅に上回る達成状況とな

）、農林水産省、 Ｓ：２年以内であり、かつ、特に ったことから、Ｓ評価とする。

学識経験者等との 優れた成果が認められた

連携を図り、１種 Ａ：２年以内

類当たりの作成期 Ｂ：２年を超え３年以内

間を平均２年以内 Ｃ：３年を超える

とする。 Ｄ：３年を超え、かつ、その要因

は法人の不適切な運営による

(5)出願者から送 (5)出願品種の種 ◇出願者から送付された出願品種 ○出願時に申請者から提出された種子及び種菌について適切な保存管理を実施した。 Ａ AAAAA

付された出願品種 子及び種菌の保存 の種子及び種菌の確実な保存

の種子及び種菌の 出願時に申請者 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【出願品種の種子及び種菌の保存実績】

確実な保存を図る から提出される種 に優れた成果が得られた １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

。 子及び種菌につい Ａ：順調に進んでいる 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数

て、種類ごとの保 Ｂ：概ね順調に進んでいる 種子 新規 46 146 47 150 49 137 47 188 52 221

存条件に留意しつ Ｃ：不十分又は問題あり 廃棄 - - - - - - - - - -

つ、適切な保存管 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 累計 146 2,696 150 2,846 164 2,983 168 3,171 172 3,392

理を実施する。 、その要因は法人の不適切な運 種菌 新規 4 17 7 23 7 17 10 28 7 10

営にあった 廃棄 - - - 20 7 42 3 9 4 17

本項目については、種子及び 累計 13 247 14 250 14 225 16 244 17 237

種菌の種類ごとの保存条件等 注１：種菌は(独)森林総合研究所に委託保存。

に照らし、達成度の評価を行 注２：当該年度の累計点数（保存点数）は、前年度累計点数から廃棄点数を差し引き、新規保存点数を

うものとする。なお、Ｓ評価 足した数である。

及びＤ評価をした場合には、 注３：累計種類数は、新しい種類のみをカウントするため、前年度累計種類数に当該年度の種類数を足

その理由を明記するものとす した数にならない。

る。

(6)栽培試験によ (6)栽培試験に関 ◇栽培試験及び栽培試験に関する ○四半期に一度、定期に栽培試験実施状況を整理し、問題点については種苗課審査室に報告し、審査室か Ａ AAAAA

り得られた情報及 する情報及び知見 業務により得られた情報及び知見 ら示された対処方法を栽培試験実施責任者に通知した。

び知見を農林水産 の農林水産省への の農林水産省への提供

省に提供する。 提供 Ｓ：十分行われており、かつ、特 ○栽培試験の成否に係る事項、区別性・均一性の問題に影響のある事項等について事案発生毎に逐次種苗

品種登録審査業 に優れた成果が得られた 課審査室に報告し、審査室、審査官等の指導があった場合はその指示に基づき対処した。

務の適切な実施、 Ａ：十分行われている

改善等に資するよ Ｂ：概ね行われている ○農林水産省の委託事業である審査基準国際統一事業に企画委員、部会委員として本所及び農場から参画

う、栽培試験及び Ｃ：不十分又は問題あり し、委員会に出席するとともに、品種保護制度の運用及び利用の実態について海外調査を行い、社団法人

栽培試験に関する Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 農林水産先端技術産業振興センター、農林水産省にその知見を提供した。

業務を実施する中 、その要因は法人の不適切な運

で知り得た情報及 営にあった

び知見について、 本項目については、各年度の

農林水産省に積極 年度計画において定められて
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的に提供する。 いる具体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

２ 農作物（飼料 ２ 農作物（飼料 ○種苗検査業務の質の向上 Ａ BAAAA

作物を除く。）の 作物を除く。）の 指標＝各小項目の評価点数の合計

種苗の検査 種苗の検査 各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満

ただし、Ａ評価とした場合に

は、各小項目の達成状況及び

その他の要因を分析し、必要

に応じＳ評価とすることがで

きる。また、Ｃ評価とした場

合には、要因を分析し必要に

応じＤ評価とすることができ

る。なお、Ｓ及びＤ評価とし

た場合には、その理由を明記

するものとする。

※ 評価対象外の小項目がある場

合は、これを差し引いて算定を行

う。

(1)検査件数の90 (1)検査の迅速化 ◇検査の迅速化 ○検査職員に研修、技能検定を課し、評価技術の平準化を行うとともに、証明発行の徹底したシステム化 Ａ AAAAA

％以上について、 検査職員に対し 指標＝当該年度における50日以内 、検査結果の決裁に係る期間の短縮に努力した結果、毎年度検査件数の90％以上について、検査依頼のあ

検査依頼のあった て専門技術研修等 に検査報告を行った件数の全検査 った日から50日以内に検査結果の報告が行われ、１７年度においては検査依頼のすべてについて50日以内

日から50日以内に を行い、的確かつ 件数に対する割合 に報告が行われた。

検査結果の報告を 迅速な検査を実施 Ｓ：90％以上の達成度合いであり

行うことにより、 するとともに、検 、かつ、特に優れた成果が認め 【種苗検査業務実績】 （単位：点）

検査の迅速化を図 査件数の90％以上 られた １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

る。 について、検査依 Ａ：90％以上 表示検査 18,219 19,497 19,948 18,947 18,555

頼のあった日から Ｂ：80%以上90％未満 集取検査 3,696 3,616 3,764 3,671 3,641

50日以内に検査結 Ｃ：80％未満 発芽率検査 3,696 3,616 3,764 3,671 3,641
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果の報告を行うこ Ｄ：80％未満の達成度合いであり 指定種苗制度 純潔種子率検査 3,413 3,296 3,407 3,324 3,235

ととする。 、かつ、その要因は法人の不適 に係る検査 品種純度検査 162 131 86 152 ※ 146

切な運営にあった 病害検査 165 161 147 145 142

遺伝子組換え技術によっ 0 17 17 21 31

て得られた種子の検査

依頼検査 国内種子検査 710 679 755 702 688

国際種子検査 230 247 307 350 302

災害対策用に保管する園芸種子の検査 158 185 141 128 128

ECナショナルカタログへ品種登録した種 30 30 12 44 ※ 21

子の事後検定

注．「※」は計画数（一部検査継続中のため数値未確定）

(2)検査結果につ (2)依頼業者の意 ◇依頼業者に対する意向把握のた ○アンケート、依頼業者の生産・品質管理担当者等による意見交換会等を通じ、種子伝染性病害の検査対 Ｂ BBBBA

いて依頼業者に対 向把握 めのアンケート調査の実施、分析 象への追加についての要望等を把握し、依頼検査対象項目の拡大に活用した。

して意向把握のた 検査の依頼のあ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

めのアンケート調 った種苗業者等に に優れた成果が得られた

査を行い、その調 アンケート調査を Ａ：順調に進んでいる

査結果を分析し、 実施し、その調査 Ｂ：概ね順調に進んでいる

業務の質の向上を 結果を分析し、ク Ｃ：不十分又は問題あり

図るとともに、ク レームがあった場 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

レームがあった場 合には速やかに対 、その要因は法人の不適切な運

合には適切に処理 応するとともに、 営にあった

する。 業務の改善を図る

。 ◇クレームへの対処 ○クレームに該当するものはなかった。 － AAAA-

Ｓ：速やかに対応しており、かつ

、特に優れた成果が得られた

Ａ：速やかに対応している

Ｂ：一部に問題があった

Ｃ：問題があった

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な対応にあった

（クレームがない場合は、本項目

の評価は行わない。）

上記２項目については、各年

度の年度計画において定めら

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。
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(3)依頼検査にお (3)検査項目の拡 ◇依頼検査における検査項目の拡 ○病害検査手法を開発し、種苗業者から特に要請の強かった種子伝染性病害について中期目標期間中に12 Ｓ AAASS

ける検査項目の拡 大 大 病害を検査項目に追加した。また、業者から追加要望の高いスイカ果実汚斑細菌病について調査を行い、

大を図る。 種子流通の国際 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 考案した検査技術について特許出願を行った。

化、臭化メチルの に優れた成果が得られた また、１３年度に異種種子の粒数検査を検査項目に追加した。

使用禁止等に対応 Ａ：順調に進んでいる

して、ニーズの高 Ｂ：概ね順調に進んでいる 【対象病害の拡大実績】

まりつつある病害 Ｃ：不十分又は問題あり 追加した検査対象病害 項目数

検査を新たに実施 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３年度 にんじん黒斑病、ゆうがおつる割病、いんげんまめ炭そ病、えんどう褐紋・ 5

する。また、異種 、その要因は法人の不適切な運 褐斑病

種子の粒数検査を 営にあった １４年度 キャベツ・カリフラワー・ブロッコリーの黒腐病 3

検査項目に追加す 本項目については、各年度の １５年度 にんじんの黒葉枯病 1

る。 年度計画において定められて １６年度 はくさいの黒腐病、トマトのモザイク病（Tobamovirus） 2

いる具体的目標等に照らし、 １７年度 レタスモザイク病 1

達成度の評価を行うものとす 計 12

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 【その他特記事項】

をした場合には、その理由を ○検査項目の拡大が順調に進んでおり、かつ、近年深刻な問題となっている病害について新しい検査技術

明記するものとする。 を開発し、その特許出願を行ったこと等からＳ評価とする。

(4)種苗の品質証 (4)種苗の品質証 ◇種苗の品質証明等に係る検査の ○輸出用てんさい種子の品種の証明に係る種子の検査については依頼がなかった。災害対策用に保管する Ａ BAAAA

明等に係る次の検 明等の確実な実施 着実な実施 園芸種子及びECナショナルカタログへ品種登録した種子については農林水産省の指示に基づき適切に検査

査を着実に実施す 種苗業者の輸出 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 を実施し、結果は速やかに農林水産省に報告した。

る。 用てんさい種子の に優れた成果が得られた

ア 輸出用てんさ 品種の証明に係る Ａ：順調に進んでいる 災害対策用に保管する園芸種子の検査実績及びECナショナルカタログへ品種登録した種子の事後検定

い種子の品種の証 種子の検査、種苗 Ｂ：概ね順調に進んでいる 実績については、第２－２－(1)参照

明に係る検査 業者が災害対策用 Ｃ：不十分又は問題あり

イ 種苗業者が災 に保管する園芸種 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

害対策用に保管す 子の検査及び種苗 、その要因は法人の不適切な運

る園芸種子の検査 業者がECナショナ 営にあった

ウ 種苗業者がEC ルカタログへ品種 本項目については、各年度の

ナショナルカタロ 登録した種子の事 年度計画において定められて

グへ品種登録した 後検定を実施する いる具体的目標等に照らし、

種子の事後検定 とともに、検査終 達成度の評価を行うものとす

了後、検査結果を る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

適切に報告する。 をした場合には、その理由を

明記するものとする。

３ ばれいしょ、 ３ ばれいしょ、 ○種苗生産業務の質の向上 Ａ AAAAA

茶樹及びさとうき 茶樹及びさとうき 指標＝各小項目の評価点数の合計

びの増殖に必要な びの増殖に必要な 各小項目の評価点数の区分
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種苗の生産及び配 種苗の生産及び配 は以下のとおりとする。

布 布 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ:（小項目数×2/3点）以上

Ｂ:０点以上（小項目数×2/3点）

未満

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

※ 評価対象外の小項目がある場

合は、これを差し引いて算定を行

う。

(1)食料・農業・ (1)需要に即した ◇秋植用ばれいしょ原原種の需要 ○ばれいしょ、茶樹及びさとうきびの原原種等について、それぞれ都道府県の需要量を把握しその需要量 Ａ AABAA

農村基本計画に即 供給の確保 量に即した供給の確保 に見合った生産配布計画を策定し、需要に応じた供給数量をほぼ確保した。なお、気象災害等により申請

し、都道府県の需 食料・農業・農 指標＝当該年度における秋植用ば 数量が確保できなかった品種については、規格外の活用、配布先の同意を得た上での代替品種での配布等

要量に対応した原 村基本計画に即し れいしょ原原種供給量の都道府県 により対応した。

原種等の供給量を 、都道府県の需要 需要量に対する割合

確保（需要量のほ 量のほぼ100％を Ｓ：90％以上の達成度合いであり 【秋植用ばれいしょ原原種の供給実績】

ぼ100％を確保で 確保できる生産配 、かつ、特に優れた成果が認め 原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

きる生産配布計画 布計画を作成し、 られた 需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率 ％ 申請数量 配布数量 達成率 ％

の作成）する。 需要に応じた供給 Ａ：90％以上 (袋) Ａ (袋) Ｂ (袋) Ｂ／Ａ Ｃ (袋) Ｄ (袋) Ｄ／Ｃ

を行う。 Ｂ：80%以上90％未満 １３年度 5,738 5,800 5,800 100.0 5,219 5,219 100.0

Ｃ：80％未満 １４年度 5,738 5,800 6,541 112.8 5,491 5,071 92.3

Ｄ：80％未満の達成度合いであり １５年度 6,115 6,200 5,507 88.8 3,751 3,751 100.0

、かつ、その要因は法人の不適 １６年度 4,049 4,600 4,589 99.8 3,627 3,627 100.0

切な運営にあった １７年度 3,676 4,100 3,968 96.8 2,988 2,988 100.0

◇春植用ばれいしょ原原種の需要 【春植用ばれいしょ原原種の供給実績】 Ａ AAAAA
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量に即した供給量の割合 原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

指標＝当該年度における春植用ば 需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率 ％ 申請数量 配布数量 達成率 ％

れいしょ原原種供給量の都道府県 (袋) Ａ (袋) Ｂ (袋) Ｂ／Ａ Ｃ (袋) Ｄ (袋) Ｄ／Ｃ

需要量に対する割合 １３年度 71,649 71,900 82,506 114.8 71,540 71,490 99.9

Ｓ：90％以上の達成度合いであり １４年度 69,855 71,400 81,158 113.7 69,616 68,908 99.0

、かつ、特に優れた成果が認め １５年度 65,910 69,400 71,646 103.2 65,310 63,818 97.7

られた １６年度 65,082 69,000 75,465 109.4 64,761 64,577 99.7

Ａ：90％以上 １７年度 63,870 68,900 70,237 101.9 64,660 64,193 99.3

Ｂ：80%以上90％未満

Ｃ：80％未満

Ｄ：80％未満の達成度合いであり

、かつ、その要因は法人の不適

切な運営にあった

◇茶原種の需要量に即した供給量 【茶原種の供給実績】 Ｂ BBABA

の割合 原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

指標＝当該年度における茶原種供 需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率 ％ 申請数量 配布数量 達成率 ％

給量の都道府県需要量に対する割 (本) Ａ (本) Ｂ (本) Ｂ／Ａ Ｃ (本) Ｄ (本) Ｄ／Ｃ

合 １３年度 34,170 38,170 44,300 116.1 36,850 29,350 79.6

Ｓ：90％以上の達成度合いであり １４年度 29,460 32,500 46,180 142.1 47,350 39,420 83.6

、かつ、特に優れた成果が認め １５年度 60,100 60,900 68,750 112.9 25,400 25,400 100.0

られた １６年度 22,100 22,800 24,800 108.8 24,990 20,690 82.8

Ａ：90％以上 １７年度 26,200 26,200 26,900 102.7 25,500 25,500 100.0

Ｂ：80%以上90％未満

Ｃ：80％未満

Ｄ：80％未満の達成度合いであり

、かつ、その要因は法人の不適

切な運営にあった

◇夏植用さとうきび原原種の需要 【夏植用さとうきび原原種の供給実績】 Ａ BBAAB

量に即した供給量の割合 原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

指標＝当該年度における夏植 需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率 ％ 申請数量 配布数量 達成率 ％

用さとうきび原原種供給量の都道 (千本) Ａ (千本) Ｂ (千本) Ｂ／Ａ Ｃ (千本) Ｄ (千本) Ｄ／Ｃ

府県需要量に対する割合 １３年度 1,764 1,764 1,745 98.9 1,742 1,742 100.0

Ｓ：90％以上の達成度合いであり １４年度 1,750 1,750 1,430 81.7 1,552 1,430 92.2

、かつ、特に優れた成果が認め １５年度 1,743 1,794 1,591 88.7 1,527 1,527 100.0

られた １６年度 1,723 1,723 1,723 100.0 1,698 1,698 100.0

Ａ：90％以上 １７年度 1,652 1,652 1,656 100.2 1,656 1,656 100.0

Ｂ：80%以上90％未満

Ｃ：80％未満
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Ｄ：80％未満の達成度合いであり

、かつ、その要因は法人の不適

切な運営にあった

◇春植用さとうきび原原種の需要 【春植用さとうきび原原種の供給実績】 Ｂ ABABA

量に即した供給量の割合 原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

指標＝当該年度における春植用さ 需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率 ％ 申請数量 配布数量 達成率 ％

とうきび原原種供給量の都道府県 (千本) Ａ (千本) Ｂ (千本) Ｂ／Ａ Ｃ (千本) Ｄ (千本) Ｄ／Ｃ

需要量に対する割合 １３年度 1,170 1,170 985 84.2 982 982 100.0

Ｓ：90％以上の達成度合いであり １４年度 1,177 1,177 783 66.5 787 787 100.0

、かつ、特に優れた成果が認め １５年度 1,184 1,184 1,157 97.8 1,152 1,152 100.0

られた １６年度 1,144 1,144 970 84.8 1,103 970 87.9

Ａ：90％以上 １７年度 1,209 1,209 1,228 101.6 1,228 1,228 100.0

Ｂ：80%以上90％未満

Ｃ：80％未満

Ｄ：80％未満の達成度合いであり

、かつ、その要因は法人の不適

切な運営にあった

(2)原原種等の無 (2)原原種等の無 ◇ばれいしょ原原種生育期間中の ○原原種等生産配布技術指針及び病害虫発生消長調査に基づき適時適切な病害虫防除に努めた。また、生 Ａ AAAAA

病性の維持・向上 病性、品質の維持 ほ場での肉眼による病害検定の実 育期間中のほ場での肉眼による病害虫検定についても適切に実施した。

（病害罹病率0.1 ・向上 施

％未満）を図ると ア 原原種等の無 Ｓ：１作期当たり５回（２期作で 【肉眼による病害検定回数】 （単位：回）

ともに、原原種等 病性の維持・向上 ３回）以上であり、かつ、特に １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

の品質の維持・向 原原種等生産配 優れた成果が認められた 秋植用ばれいしょ 4～ 6 4～10 3～ 6 4～ 7 4～ 7

上（ばれいしょ萌 布技術指針等に基 Ａ：１作期当たり５回（２期作で 春植用ばれいしょ 5～ 9 5～ 9 4～ 9 5～10 5～10

芽率90％以上、茶 づき、病害虫防除 ３回）以上 春植用茶（２年生苗） 12 14 14 16 12

樹活着率90％以上 対策を講じるとと Ｂ：１作期当たり４回（２期作で 春植用茶（１年生苗） 6 5 6 5 4

、さとうきび発芽 もに、生育期間中 ２回） 春植用さとうきび 9～15 14 9～12 12～13 13

率80％以上）を図 のほ場での肉眼に Ｃ：１作期当たり３回（２期作で 夏植用さとうきび 14 13～14 12～13 12～16 12～16

る。 よる病害検定を、 １回）以下

ばれいしょ５回（ Ｄ：１作期当たり３回（２期作で ○近年、被害が拡大し、防除が困難なことから国際的な検疫対象ともなっている「ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ」の

２期作で３回）以 １回）以下であり、かつ、その 農場への侵入阻止のため必要な措置の検討を行い、フェンス設置や車両洗浄装置の設置等により侵入防止

上、茶樹12回以上 要因が法人の不適切な運営にあ の徹底を図った。

（１年生苗４回以 った

上）及びさとうき

び12回以上実施し ◇茶原種生育期間中のほ場での肉 ○上記表【肉眼による病害検定回数】参照。 Ａ AAAAA

、収穫直前の検定 眼による病害検定の実施

における病害罹病 Ｓ：１作期当たり１２回（１年生

率を0.1％未満と 苗４回）以上であり、かつ、特
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する。 に優れた成果が認められた

Ａ：１作期当たり１２回（１年生

苗４回）以上

Ｂ：１作期当たり１１回（１年生

苗３回）

Ｃ：１作期当たり１０回（１年生

苗２回）以下

Ｄ：１作期当たり１０回（１年生

苗２回）以下であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営に

あった

◇さとうきび原原種生育期間中の ○上記表【肉眼による病害検定回数】参照。 Ａ BAAAA

ほ場での肉眼による病害検定の実

施

Ｓ：１作期当たり１２回以上あり

、かつ、特に優れた成果が認め

られた

Ａ：１作期当たり１２回以上

Ｂ：１作期当たり１１回

Ｃ：１作期当たり１０回以下

Ｄ：１作期当たり１０回以下であ

り、かつ、その要因は法人の不

適切な運営にあった

◇ばれいしょ原原種無病性の維持 ○ばれいしょ、茶、さとうきびの収穫直前の病害罹病率は、ごく一部の品種（１４年度の雲仙農場産「ニ Ａ AAAAA

・向上 シユタカ」及び「農林１号」）を除き、0.1％未満であった。なお、出荷した原原種に関する品質調査に

指標＝当該年度におけるばれいし おいて、ウイルス病を確認した場合は、原種生産に際しての注意喚起等のための文書を作成し、当該品種

ょ原原種収穫直前の検定による病 配布先に連絡をした。

害罹病率

Ｓ：0.1％未満であり、かつ、特 【収穫直前の検定における病害罹病率】 （単位：％）

に優れた成果が認められた １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

Ａ：0.1％未満 秋植用ばれいしょ 0.030 0.107 0.027 0.000 0.000

Ｂ：0.1％以上0.3％未満 春植用ばれいしょ 0.018 0.003 0.007 0.003 0.007

Ｃ：0.3％以上 春植用茶（２年生苗） 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ｄ：0.3％未満であり、かつ、そ 春植用茶（１年生苗） 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

の要因は法人の不適切な運営に 春植用さとうきび 0.039 0.003 0.013 0.007 0.015

あった 夏植用さとうきび 0.000 0.001 0.000 0.007 0.000
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◇茶原種無病性の維持・向上 ○上記表【収穫直前の検定における病害罹病率】参照。 Ａ AAAAA

指標＝当該年度における茶原種収

穫直前の検定による病害罹病率

Ｓ：0.1％未満であり、かつ、特

に優れた成果が認められた

Ａ：0.1％未満

Ｂ：0.1％以上0.3％未満

Ｃ：0.3％以上

Ｄ：0.3％未満であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営に

あった

◇さとうきび原原種無病性の維持 ○上記表【収穫直前の検定における病害罹病率】参照。 Ａ AAAAA

・向上

指標＝当該年度におけるさとうき

び原原種収穫直前の検定による病

害罹病率

Ｓ：0.1％未満であり、かつ、特

に優れた成果が認められた

Ａ：0.1％未満

Ｂ：0.1％以上0.3％未満

Ｃ：0.3％以上

Ｄ：0.3％未満であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営に

あった

イ 原原種等の品 ◇原原種等の品質の維持・向上 ○原原種等生産配布技術指針等に基づき、土壌改良、輪作年限の確保等の対策を実施した。配布する原原 Ａ BAAAA

質の維持・向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 種等について萌芽率等の確保を配布と同時に調査し、ばれいしょ萌芽率90％以上、茶樹活着率90％以上、

原原種等生産配 に優れた成果が得られた さとうきび発芽率80％以上の目標を満たした。

布技術指針等に基 Ａ：順調に進んでいる

づき、土壌改良、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 【原種・原原種萌芽率等】 （単位：％）

輪作年限の確保等 Ｃ：不十分又は問題あり １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

の対策を実施し、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ばれいしょ萌芽率 秋植用 99.3 98.2 97.9 99.4

配布する原原種等 、その要因は法人の不適切な運 春植用 98.2 97.6 98.3 98.3 98.4

について、ばれい 営にあった 茶樹活着率 春植用 100.0 100.0 100.0 100.0

しょ萌芽率90％以 本項目については、各年度の さとうきび発芽率 夏植用 85.4 89.9 94.1 89.9

上、茶樹活着率90 年度計画において定められて 春植用 95.5 95.5 88.1 89.3

％以上、さとうき いる具体的目標等に照らし、 注．１３年度の秋植用ばれいしょ及びさとうきびについては調査方法の検討中であったため未実施。

び発芽率80％以上 達成度の評価を行うものとす

を満たすようにす る。なお、Ｓ評価及びＤ評価
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る。 をした場合には、その理由を

明記するものとする。

※ 数値目標に対する評価につい

ては、ばれいしょ原原種、茶原種

、さとうきび原原種ごとにＡ：目

標率以上、Ｂ：（目標率－10％）

以上目標率未満、Ｃ：（目標率－

10％）未満として評価する。

◇ばれいしょ萌芽率 ○上記表【原種・原原種萌芽率等】参照。 Ａ -AAAA

◇茶樹活着率 ○上記表【原種・原原種萌芽率等】参照。 Ａ -AAAA

◇さとうきび発芽率 ○上記表【原種・原原種萌芽率等】参照。 Ａ -AAAA

(3)原原種等の配 (3)原原種等の配 ◇原原種等の配布の迅速化 ○全国のばれいしょ採種道県協議会や各道県で行われる種苗の需給協議会等に参加し、需要動向を的確に Ａ AAAAA

布の申請期限から 布の迅速化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 把握するよう努めるとともに、原原種等生産農場での収穫・選別状況を的確に把握することにより、迅速

配布開始までの期 原原種等の生産 に優れた成果が得られた な需給調整を行った。この結果、配布までの期間は１３年度の茶樹において12日配布が遅れた以外は毎年

間を次の期間以内 見込数量の把握を Ａ：順調に進んでいる 度計画通りに配布を開始することができた。

とし、原原種等の 適時に行い、収穫 Ｂ：概ね順調に進んでいる

配布の迅速化を図 調製から配布数量 Ｃ：不十分又は問題あり 【種苗の申請から配布までの期間】

る。 決定までの期間の Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 種苗名 配布種苗 申請期限 配布開始

短縮に努めるとと 、その要因は法人の不適切な運 ばれいしょ原原種 １３年秋植え用 ６月末日 ８月１４日

ア ばれいしょ： もに、生産見込数 営にあった （秋植え用） １４年秋植え用 〃 ８月 ６日

1.5か月 量を関係道県に早 本項目については、各年度の １５年秋植え用 〃 ８月 ７日

期に提示し、配布 年度計画において定められて １６年秋植え用 〃 ８月１１日

イ 茶樹：１か月 数量決定までに係 いる具体的目標等に照らし、 １７年秋植え用 〃 ８月１１日

る事務処理の迅速 達成度の評価を行うものとす ばれいしょ原原種 １４年春植え用 ９月１５日 １０月３１日

ウ さとうきび： 化を図り、配布の る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 （春植え用） １５年春植え用 〃 １０月３１日

２か月 申請期限から配布 をした場合には、その理由を １６年春植え用 〃 １０月３１日

開始までの期間を 明記するものとする。 １７年春植え用 〃 １０月２９日

ばれいしょ1.5か ※ 数値目標に対する評価につい １８年春植え用 〃 １０月３１日

月、茶樹１か月、 ては、ばれいしょ原原種、茶原種 茶原種 １３年春植え用 １月末日 ３月１２日

さとうきび２か月 、さとうきび原原種ごとにＡ：目 （春植え用） １４年春植え用 〃 ２月２８日

以内とする。 標月以内、Ｂ：目標月を超え（目 １５年春植え用 〃 ２月２７日

標月＋１か月）以内、Ｃ：（目標 １６年春植え用 〃 ２月２８日

月＋１か月）を超えるとして評価 １７年春植え用 〃 ２月２８日

する。 さとうきび原原種 １３年夏植え用 ７月末日 １０月 １日

（夏植え用） １４年夏植え用 〃 ９月３０日

１５年夏植え用 〃 ９月３０日
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１６年夏植え用 〃 ９月３０日

１７年夏植え用 〃 ９月３０日

さとうきび原原種 １４年春植え用 １月１５日 ３月１２日

（春植え用） １５年春植え用 〃 ３月１２日

１６年春植え用 〃 ３月１５日

１７年春植え用 〃 ３月１５日

１８年春植え用 〃 ３月１３日

◇ばれいしょ原原種の申請期限か ○上記表【種苗の申請から配布までの期間】参照。 Ａ AAAAA

ら配布開始までの期間

◇茶原種の申請期限から配布開始 ○上記表【種苗の申請から配布までの期間】参照。 Ａ BAAAA

までの期間

◇さとうきび原原種の申請期限か ○上記表【種苗の申請から配布までの期間】参照。 Ａ AAAAA

ら配布開始までの期間

(4)原原種等の配 (4) 実需者におけ ◇アンケート結果に基づく次年度 ○作物ごとに、農協、道県に対しアンケートを実施し、各年度、各作物ともおおむね目標とする総合評価 Ａ BAAAA

布先である都道府 る評価 以降の原原種等生産配布に関する を得た。評価点の低い項目及び指摘事項については全てピックアップし、その対応策についての検討を行

県に対し意向把握 原原種等の配布 改善計画の作成による業務の改善 い改善計画を作成した。

のためのアンケー 先である都道府県 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

ト調査を行い、そ に対し、アンケー に優れた成果が得られた 【原原種等配布先アンケート結果】

の調査結果を分析 ト調査を毎年度実 Ａ：順調に進んでいる １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

し、業務の質の向 施し、アンケート Ｂ：概ね順調に進んでいる ばれいしょ／春植 平均 4.6 4.2 4.2 4.2 4.3

上を図るとともに 結果に基づき次年 Ｃ：不十分又は問題あり 総合 － 4.1 4.2 4.1 4.1

、クレームがあっ 度以降の原原種等 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ばれいしょ／秋植 平均 4.2 4.3 4.3 4.2 4.4

た場合には適切に 生産配布に関する 、その要因は法人の不適切な運 総合 － 4.0 4.1 3.8 4.0

処理する。その際 改善計画を作成し 営にあった 茶／春植 平均 3.9 4.3 4.2 4.3 4.1

、顧客満足度を５ て業務の改善を図 総合 － 4.2 3.9 4.1 3.9

段階評価で数値化 るとともに、クレ さとうきび／春植 平均 4.4 4.4 4.6 4.7 4.6

し、４以上を目標 ームがあった場合 総合 － 4.1 4.2 4.4 4.2

とする。 には適切に対処す さとうきび／夏植 平均 4.0 4.3 4.6 4.4 4.6

る。このことによ 総合 － 3.8 4.4 4.2 4.3

り、アンケート結 注．総合評価を加えたアンケート様式は、１４年度から導入した。

果で顧客満足度５

段階評価の4.0以 ◇ばれいしょ原原種配布先の満足 ○上記表【原原種等配布先アンケート結果】参照。 Ａ -AABA

上を得るよう努め 度の向上

る。 指標＝当該年度におけるばれいし

ょ原原種配布先アンケート結果で

の顧客満足度
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Ｓ：4.0以上であり、かつ、特に

優れた成果が認められた

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

Ｄ：3.0未満であり、かつ、その

要因は法人の不適切な運営にあ

った

◇茶原種配布先の満足度の向上 ○上記表【原原種等配布先アンケート結果】参照。 Ａ -ABAB

指標＝当該年度における茶原種配

布先アンケート結果での顧客満足

度

Ｓ：4.0以上であり、かつ、特に

優れた成果が認められた

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

Ｄ：3.0未満であり、かつ、その

要因は法人の不適切な運営にあ

った

◇さとうきび原原種配布先の満足 ○上記表【原原種等配布先アンケート結果】参照。 Ａ -BAAA

度の向上

指標＝当該年度におけるさとうき

び原原種配布先アンケート結果で

の顧客満足度

Ｓ：4.0以上であり、特に優れた

成果が認められた

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

Ｄ：3.0未満であり、その要因は

法人の不適切な運営にあった

◇クレームへの対処 ○クレームについては、本所が中心となって農場及びクレームの相手方と連絡を密にし、確認シートによ Ａ AAAAA

Ｓ：適切に対処されており、かつ りクレーム対応に必要な事項を確認するとともに、各農場に適時的確な指示を行った結果、クレームの相

、特に優れた成果が得られた 手方等に概ね了解を得ることができた。

Ａ：適切に対処されている

Ｂ：一部に問題があった 【原原種に対するクレーム件数】
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Ｃ：問題があった １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

Ｄ：問題があり、かつ、その要因 クレーム件数 6 17 13 16 9

は法人の不適切な運営にあった

（クレームがない場合は、本項目 【主なクレームと、その対処事例】

の評価は行わない。） ・１３年１１月、エニワの黒目に関するクレームについて、職員による現地調査、農場保管品種の調査を

上記２項目については、各年 実施した結果、全量を回収し再選別することとした。また、改善策として次年度以降栽培農場を変更する

度の年度計画において定めら とともに、原因の更なる究明を進めることで対応し、先方の了解を得た。

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの ・１４年４月、インカのめざめの芽の伸びが激しいとのクレームについて、休眠が極端に短い品種である

とする。なお、Ｓ評価及びＤ こと、配布時には芽が動いていた旨説明するとともに、農場保管の同一品種及び基本種子の状況を調査し

評価をした場合 には、その た。後日、保管品種では芽ののびが認められたが、冷蔵庫に収納していた基本種子では芽の伸びが認めら

理由を明記するものとする。 れなかった旨説明し、対策として冷蔵施設による貯蔵を伝えた。

(5)食料・農業・ (5)不測時におけ ◇不測時におけるばれいしょへの ○ばれいしょの大量急速増殖手法のため、挿し木増殖、マイクロチューバー、スモールチューバー等に関 Ａ AAAAA

農村基本計画に即 る食料安全保障へ 転換等による食料の増産のための する調査課題に取り組んだ。

し、不測時におい の支援体制の整備 種苗の緊急増殖体制の確立等によ

てばれいしょへの マイクロチュー る支援体制の整備 【各種種苗急速増殖法の実証状況】

転換等により食糧 バー、挿し木増殖 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 急速増殖法名称 実証試験 成果

の増産が図られる 等を利用したばれ に優れた成果が得られた 実施農場

よう、種苗の緊急 いしょ等の大量急 Ａ：順調に進んでいる ばれいしょの挿 胆振 早晩生の異なる5品種で挿し木(発根移植法)による急速増殖を行った。早生

増殖体制の確立等 速増殖手法の開発 Ｂ：概ね順調に進んでいる し木(発根移植) 種で挿し木1株当たり10倍、晩生種で6倍、極晩生種で3倍の収量を得ること

による支援体制を や増殖体系の検討 Ｃ：不十分又は問題あり 法による種苗の ができた。

整備する。 を行うこと等によ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 緊急大量増殖

り、不測の事態に 、その要因は法人の不適切な運 ばれいしょ小切 上北 男爵薯、メークイン、ニシユタカの塊茎を切断刀により1～2芽となるように

対処するための支 営にあった 片による大量増 40g、20g、10g、5gの小切片に切断し栽培した。着生塊茎数は対象区と同等

援体制を整備する 本項目については、各年度の 殖 ないしやや上回る結果となった。

。 年度計画において定められて ばれいしょ全粒 八岳 デジマ、ニシユタカの全粒小粒種子を用いて生産力を調査した。株当たり収

いる具体的目標等に照らし、 小粒による大量 量は標準区より劣るが裁植密度別による単位当たり換算収量では同等かやや

達成度の評価を行うものとす 増殖 上回る結果となった。

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 原原種生産体系 十勝 マイクロチューバーサイズによる覆土量の違いにる栽培で萌芽率及び生産力

をした場合には、その理由を におけるマイク を調査した。マイクロチューバーの直径の3倍区で88％の萌芽率であった。

明記するものとする。 ロチューバー利 収量については、0.5g以上のMTで直径の３倍量の覆土区において10ａ当たり

用の実証 2,000kg以上の収量が確保できた。

マイクロチュー 嬬恋 マイクロチューバー生産に用いる培養器について、ポリエチレン袋が容器の

バーの簡易培養 洗浄、乾燥等の労力が不要であり、培地調整や置床等に要する時間が増加し

システム構築 ないため大量生産に有効である。

マイクロチュー 嬬恋 マイクロチュ－バーをセルトレーで育苗し野菜移植機を用いて移植栽培した

バー栽培の機械 。直播区では萌芽不良が問題になるが、移植区は収量がやや低下するものの

化実証 株当たり規格内が増加し利用可能な技術である。

養液栽培実証試 嬬恋 ばれいしょの養液栽培では、10g程度のスモールチューバーを順次収穫がで
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験 き100倍程度の増殖率となった。

(6)ばれいしょ、 (6)試験研究機関 ◇試験研究機関等との情報交換及 ○北海道農業研究センター、九州沖縄農業研究センター等の関係試験研究機関と新品種、病害検定等につ Ａ AAAAA

茶樹及びさとうき 等への協力 び育種、栽培技術開発等に必要な いて情報交換を行った。

びに係る試験研究 試験研究機関と 調査用種苗の提供

を行う試験研究機 の情報交換を密接 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○調査用種苗として申請に応じ試験研究機関等に対し提供を行った。

関等に対し、技術 に行うとともに、 に優れた成果が得られた

の提供及び健全無 育種、栽培技術開 Ａ：順調に進んでいる 【調査用種苗の提供実績】

病種苗の配布を行 発等に必要な調査 Ｂ：概ね順調に進んでいる （ばれいしょ）

うとともに、試験 用種苗の提供を行 Ｃ：不十分又は問題あり 提供機関 品種数 提供数量(kg)

研究機関と連携し う。また、試験研 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３年度 10 47 6,733

、母本の早期無毒 究機関と連携し、 、その要因は法人の不適切な運 １４年度 9 45 7,024

化等により新品種 有望育成系統等の 営にあった １５年度 12 53 7,412

の早期普及に資す 段階から母本の無 １６年度 15 61 12,522

る。 病化、増殖特性の １７年度 18 60 14,511

確認等を行うとと （茶）

もに、必要に応じ 提供機関 品種数 提供数量(本)

急速増殖を行うこ １３年度 5 12 1,450

とにより、新品種 １４年度 3 12 1,060

の早期普及に資す １５年度 3 9 4,100

る。 １６年度 4 14 1,840

１７年度 3 8 1,590

（さとうきび）

提供機関 品種数 提供数量（本）

１３年度 -

１４年度 -

１５年度 3 4 7,200

１６年度 1 2 3,000

１７年度 1 1 9,000

◇試験研究機関との連携、母本の ○北海道農業研究センター等の試験研究機関から有望育成系統等を受入れ、母本の無病化、増殖特性の確 Ａ AAAAA

早期無毒化等による新品種の早期 認を行った。

普及

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【有望系統段階からの母本の無病化実績】（系統・品種数）

に優れた成果が得られた ばれいしょ さとうきび 茶

Ａ：順調に進んでいる 無病化 特性調査 無病化 特性調査 特性調査

Ｂ：概ね順調に進んでいる １３年度 27 32 5 13 9

Ｃ：不十分又は問題あり １４年度 17 29 15 16 8

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １５年度 23 32 25 10 8

、その要因は法人の不適切な運 １６年度 12 25 9 31 8
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営にあった １７年度 15 7 5 24 8

上記２項目については、各年

度の年度計画において定めら

れている具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行うもの

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

(7)原原種等の生 (7)種苗生産に関 ◇原原種等の生産及び配布により ○ばれいしょ、茶及びさとうきびに係る各地域の情報の収集、提供については、原原種配布先での種苗生 Ａ AAAAA

産及び配布により する情報及び知見 得られた情報及び知見の農林水産 産等に係る状況を調査後、随時提供（メールを活用し報告）するとともに、当該結果を毎年度「ばれいし

得られた情報及び の農林水産省への 省への提供 ょ原原種、茶原種及びさとうきび原原種配布先調査報告書」として取りまとめた。

知見を農林水産省 提供 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に提供する。 ばれいしょ、茶 に優れた成果が得られた

樹及びさとうきび Ａ：順調に進んでいる

の生産の振興及び Ｂ：概ね順調に進んでいる

適正な流通に資す Ｃ：不十分又は問題あり

るため、原原種等 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

の生産配布業務を 、その要因は法人の不適切な運

実施する中で知り 営にあった

得た情報及び知見 本項目については、各年度の

について、農林水 年度計画において定められて

産省に積極的に提 いる具体的目標等に照らし、

供する。 達成度の評価を行うものとす

る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

をした場合には、その理由を

明記するものとする。

４ １～３の業務 ４ １～３の業務 ○調査研究業務の質の向上 Ｂ BBBBB

に係る技術に関す に係る技術に関す 指標＝各小項目の評価点数の合計

る調査及び研究 る調査及び研究 各小項目の評価点数の区分は以

調査及び研究に 下のとおりとする。

係る目標の作成に Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

当たって、次のよ ､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

うに定義した用語 点､Ｄ評価:－２点

を主に使用して段 Ａ：８点以上

階的な達成目標を Ｂ：０点～７点

示している。また Ｃ：０点未満

、調査及び研究の 特殊事情、業績等の特筆すべ

対象等を明示する き事項も考慮する。ただし、
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ことにより、必ず Ａ評価とした場合には、各小

達成すべき目標を 項目の達成状況及びその他の

具体的に示してい 要因を分析し、必要に応じＳ

る。 評価とすることができる。ま

開発する：利用 た、Ｃ評価とした場合には、

可能な技術を作り 要因を分析し必要に応じＤ評

上げること。 価とすることができる。なお

確立する：技術 、Ｓ及びＤ評価とした場合に

を組み合わせて技 は、その理由を明記するもの

術体系を作り上げ とする。

ること。

(1)各業務が直面 (1)センターにお ◇各業務の直面する課題を踏まえ ○中期計画に規定した重点７調査研究課題に関し、課題別の達成目標、調査研究体制等を検討し「調査研 Ａ AAAAA

する課題を踏まえ ける調査及び研究 た具体的な調査研究課題及びその 究基本計画」を作成し、年度計画に従って調査研究を実施した。

、次の調査研究課 の実施に当たって 達成目標の設定

題について、具体 は、各業務の直面 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

的達成目標を設定 する課題を踏まえ に優れた成果が得られた

しつつ重点的に実 、具体的な調査研 Ａ：順調に進んでいる

施する。 究課題及びその達 Ｂ：概ね順調に進んでいる

成目標を定めるも Ｃ：不十分又は問題あり

のとし、各業務に Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

ついて次の調査研 、その要因は法人の不適切な運

究課題に重点的に 営にあった

取り組むものとす

る。また、調査研 ◇調査研究結果の評価による調査 ○調査研究担当者会議を開催し成果発表を行い、調査研究結果を評価し、必要に応じ調査研究内容を見直 Ａ BAAAA

究結果については 研究内容の見直し、新規課題の設 すとともに、評価内容を新規課題の設定等に反映した。

、適宜評価を行い 定等への反映

、調査研究内容の Ｓ：反映させており、かつ、特に 【課題の見直し状況】

見直し、新規課題 優れた成果が得られた 見直し項目

の設定等に反映さ Ａ：反映させている １３年度 －

せるとともに、可 Ｂ：概ね反映させている １４年度 バレイショの品質向上策として黒目原因発生防止試験実施

能なものから各業 Ｃ：不十分又は問題あり １５年度 バレイショの品質向上策としてバレイショの養液栽培試験の実施

務へ調査研究成果 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １６年度 種子伝染性病害試験の拡充

を順次導入するも 、その要因は法人の不適切な運 １７年度 育成者権保護対策のための農産物加工品品種識別技術の開発を追加

のとする。 営にあった

◇調査研究成果の各業務への導入 ○得られた調査研究成果について、病害検査の拡大等各業務へ順次導入した。 Ｂ ABBBA

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に優れた成果が得られた 【調査研究成果の各業務への導入状況】

Ａ：順調に進んでいる 調査研究成果の導入内容
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Ｂ：概ね順調に進んでいる １３年度 －

Ｃ：不十分又は問題あり １４年度 GM種苗の導入遺伝子の検出技術のマニュアル化（カーネション）

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ バレイショ原原種ウイルス病検定へのPCR法の導入

、その要因は法人の不適切な運 １５年度 種子伝染性病害検定技術の種苗検査への導入（ニンジン、キャベツ等病害）

営にあった 育成者権侵害おける品種識別技術の導入（イグサ）

上記３項目については、各年 １６年度 －

度の年度計画において定めら １７年度 特殊検定項目の拡大（ラベンダー香気成分、トマトのリコペン含量）

れている具体的目標等に照ら 育成者権侵害おける品種識別技術の導入（オウトウ）

し、達成度の評価を行うもの

とする。なお、Ｓ評価及びＤ

評価をした場合には、その理

由を明記するものとする。

ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係

(ｱ)香り、成分等 (ｱ)香り、成分等 ◇香り、成分等の生理生態的特性 ○ラベンダーの香気成分、いちごのアスコルビン酸含有量、ごまのセサミン、セサモリン含量の品種間差 Ｂ BBABA

の生理生態的特性 の生理生態的特性 の調査手法の開発 異等について調査手法の検討を行い、その結果を特殊検定マニュアルの作成に活用した。

の調査手法を開発 の調査手法の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

する。 ガスクロマトグ に優れた成果が得られた ・ラベンダーの香気成分について、その構成成分の中で2成分間の含有比が品種により固有であり、採取

ラフィー等を用い Ａ：順調に進んでいる 時期が異なっても品種間の相対的関係が変化しないことを明らかにした。

て、花の香り、野 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・いちごのビタミンC含量について、簡易的手法を開発し、その手法によりいちごのビタミンC含量には品

菜の栄養成分等を Ｃ：不十分又は問題あり 種間差があり、異なる年度間・サンプリング時期でも品種間の相対的位置関係が変化しないことを確認し

効率的に抽出し、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ た。

その品種間差を分 、その要因は法人の不適切な運 ・しょうがのジンゲロール類含量調査について、収穫時期間差、根茎間差を調査した上で、品種間差を明

析する手法を開発 営にあった らかにした。

する。 ・ゴマのセサミンとセサモリン（共にリグナン）の含量について、開花後の日数による含量の変化の品種

間差を明らかにし、開花30日後での調査では含量で3倍近い品種間差を生じることを明らかにした。

・トマトのリコペン含量について、果実のホモジナイズによりリコペンが急激に減少することを確認した

ことから、リコペン含量に影響を与えない抽出方法として溶媒と共に抽出する手法を確立した。その手法

を用いて栽培時期、採取方法を変えて調査し、リコペン含量の品種間差を調査する手法を確立した。

(ｲ)DNA分析技術を (ｲ)DNA分析技術を ◇DNA分析技術を用いた品種識別 ○ Ａ AAAAAナシのSSRマーカーの開発に成功し、ナシの品種識別を可能としたほか、ナシSSRマーカーの開発手法を

用いてバラ、カーネーション等の花きのSSRクローンを単離後、SSRマーカーの開発に成功し、バラの品種用いた品種識別手 用いた品種識別手 手法の開発

・系統識別が可能となった。法を開発する。 法の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

AFLP又はSSR等D に優れた成果が得られた

NA分析技術を用い Ａ：順調に進んでいる

たイネ、ナシ等の Ｂ：概ね順調に進んでいる

品種識別技術を開 Ｃ：不十分又は問題あり

発する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった
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イ 種苗検査関係 イ 種苗検査関係

(ｱ)種苗伝染性病 (ｱ)種苗伝染性病 ◇種苗伝染性病害の簡易な検定手 ○ニンジン黒斑病、インゲンマメ炭疽病、トマトかいよう病、ウリ類つる枯病、トマト・トウガラシモザ Ａ ABAAA

害の簡易な検定手 害の簡易な検定手 法の開発 イク病、レタスモザイク病等について検討を行い、それぞれ検定手法を作成し、6病害において標準的検

法を開発する。 法の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 査手法として農作物の病害検査（依頼検査）に導入した。

種子伝染性病害 に優れた成果が得られた

の病原体による種 Ａ：順調に進んでいる

子汚染について、 Ｂ：概ね順調に進んでいる

正確かつ再現性の Ｃ：不十分又は問題あり

ある簡易検定手法 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

をニンジン等につ 、その要因は法人の不適切な運

いて開発する。 営にあった

(ｲ)DNA分析技術等 (ｲ)DNA分析技術を ◇DNA分析技術等を用いたGMO種苗 ○GMカーネーションに関し、プライマー開発から導入遺伝子検出までセンター単独で実施することを可能 Ｂ BABBB

を用いたGMO種苗 用いたGMO種苗の の検査手法の開発 とした。

の検査手法を開発 検査手法の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ・カーネーション4系統から導入遺伝子を検出するための4プライマーセットを開発し、導入遺伝子の一部

する。 品種登録出願さ に優れた成果が得られた 領域をPCRで増幅することにより、DNAマーカーレベルで遺伝子組み換え体と非組換え体間の識別が可能と

れた遺伝子組換え Ａ：順調に進んでいる なったことから、これらの検査手法についてマニュアル化を行った。

種苗について、そ Ｂ：概ね順調に進んでいる ・ダイズ、トウモロコシ、バレイショの３作物で、購入したプライマーセットおよびポジティブコントロ

の導入遺伝子を検 Ｃ：不十分又は問題あり ールDNAを鋳型としてPCRを行った結果、それぞれ対応する遺伝子の一部領域が検出可能だった。この結果

出する特異的プラ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ を活用し、トウモロコシで市販流通種子から遺伝子組換え体検出を試みたが、組換え体は検出されなかっ

イマー等を開発す 、その要因は法人の不適切な運 た。

る。 営にあった

ウ 原原種等の生 ウ 原原種等の生

産及び配布関係 産及び配布関係

(ｱ)PCR法を用いた (ｱ)PCR法を用いた ◇PCR法を用いたばれいしょ原原 ○ウイルス病等についてPCR法により検出が可能となった。 Ｂ AAABB

ばれいしょ原原種 ばれいしょ原原種 種検定技術の開発 ・サンプリング手法として4種ウイルス病では、塊茎ストロン基部と頂部からの試料採取により 大20塊

検定技術を開発す 検定技術の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 茎1集団の多検体検定が、また、採取器具としてビスを使用すると、720塊茎/日(10塊茎1集団)の全核酸抽

る。 PCR法によるば に優れた成果が得られた 出作業が可能となり、休眠塊茎から短時間で高精度にウイルスを検出することが可能となった。

れいしょ主要ウイ Ａ：順調に進んでいる ・黒あし病( )ではストロン基部から試料を採取し、Meneley and Stanghelliniの増菌法とELISA及びPEchr
ルス等の検定方法 Ｂ：概ね順調に進んでいる CR法とを組み合わせることにより微量の菌を検知することが可能となった。

を確立するととも Ｃ：不十分又は問題あり

に、検定システム Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

を開発する。 、その要因は法人の不適切な運

営にあった

(ｲ)高品質ばれい (ｲ)高品質ばれい ◇高品質ばれいしょ原原種生産管 ○ばれいしょ黒目症状の要因及び粉状そうか病の検知方法について調査研究を行ったが、それぞれ 終的 Ｂ BBBBB

しょ原原種生産管 しょ原原種生産管 理技術体系の確立 な解明には至らなかった。

理技術体系を確立 理技術体系の確立 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ・ばれいしょ黒目症状塊茎発生率低減要因調査に関し、症状別黒目発生率に影響を及ぼしていると思われ
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する。 高品質のばれい に優れた成果が得られた る要因を直交表（L16）に割り付け、試験を行った結果、先端枯死及び粗皮症状については、軽減対策が

しょ原原種に対す Ａ：順調に進んでいる 選定可能であった。また、品種によって軽減要因に違いが認められ、さらに、症状別に発生原因があると

る需要にこたえる Ｂ：概ね順調に進んでいる 推察された。初期培土による軽減効果は生育遅延効果と塊茎着生位置の変動によるものと推察された。

ため、発芽力の高 Ｃ：不十分又は問題あり ・粉状そうか病の抽出は、スキムミルクを添加することにより土壌のリン酸吸着を阻害できたが、その後

い塊茎の充実度検 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ の精製によって核酸が得難くさらに検討が必要となった。

査方法及び原原種 、その要因は法人の不適切な運

品質検査システム 営にあった

を確立する。

(ｳ)組織培養技術 (ｳ)組織培養技術 ◇組織培養技術等を利用した原原 ○マイクロチューバーを利用したばれいしょ原原種生産技術体系の確立 Ｂ BBBBB

等を利用した原原 等を利用した原原 種生産技術体系の確立 ばれいしょについてマイクロチューバー（MT）を用いたスモールチューバー（ST）生産方法の実証試験

種生産技術体系を 種生産技術体系の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 を行い、原原種生産への実用化の見通しを得た。

確立する。 確立 に優れた成果が得られた ・MT増殖容器にポリエチレン袋を使用することにより作業効率を２～３倍に高めるとともに、苗条育成培

マイクロチュー Ａ：順調に進んでいる 地及びMT形成培地に既成の肥料を用いることにより培地調整の簡略化、低コスト化を可能とした。

バーを利用したば Ｂ：概ね順調に進んでいる ・水耕栽培で母本を育成し、挿し木増殖を行うことで、１塊茎から644個のSTを得る技術を開発した。

れいしょ原原種生 Ｃ：不十分又は問題あり ・MTあるいは培養苗の養液栽培によりSTを高い増殖率（40～100倍）で生産するとともに、STをほ場栽培

産技術体系を確立 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ することにより原原種並の種いもを得る技術を開発した。

するとともに、さ 、その要因は法人の不適切な運

とうきび組織培養 営にあった ○さとうきび側枝苗培養技術の確立

苗の効率的な生産 上記７項目については、開発 側枝苗を用いた原原種栽培方法の確立、側枝苗病害検定体系の確立、側枝苗移植用プランターの開発に

技術体系及び側枝 、確立すべき課題の調査、研 より、原原種生産への実用化の見通しを得た。さらに、新品種導入時と基本種増殖時に側枝苗母木法を用

苗によるペーパー 究の進捗状況を勘案して、達 いることで増殖段階の１年短縮を可能とした。

ポット育苗・機械 成度の評価を行うものとする

移植技術体系を確 。なお、Ｓ評価及びＤ評価を ○さとうきび組織培養苗の培養技術体系の確立

立する。 した場合には、その理由を明 さとうきびについて組織培養を用いた増殖方法について検討を行ったが、培養変異株の出現頻度が高く

記するものとする。 、培養変異を検出するプライマーの汎用性が低いと考えられることなどから、現段階での導入は困難と判

断した。

(2)調査及び研究 (2)試験研究機関 ◇試験研究機関等との情報交換、 ○農林水産省からの委託による研究課題に参画し、独立行政法人農業環境技術研究所や、独立行政法人農 Ａ AAAAA

を進めるに当たっ 等との連携 共同研究の実施等による密接な連 業・生物系特定産業技術研究機構等と共同研究を実施した。

ては、試験研究機 試験研究機関等 携の推進

関等と情報交換、 の持つ情報を収集 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 【受託研究実績】

共同研究を行う等 整理するとともに に優れた成果が得られた 年度 共同研究場所 共同研究課題名

、密接な連携を図 、センターの持つ Ａ：順調に進んでいる １３ (独)農業環境技術研究所 不測時の食料安全保障確立のための調査研究（いも類（バレイシ

る。 情報を積極的に提 Ｂ：概ね順調に進んでいる ョ）種苗の緊急増殖技術の確立）H12-14

供する。また、セ Ｃ：不十分又は問題あり １４ (独)農業環境技術研究所 「遺伝子組換え植物の産業利用における安全性確保総合研究(ト

ンターが実施する Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ウモロコシ､ナタネの花粉飛散・交雑に関する調査研究)」H14-17

調査及び研究につ 、その要因は法人の不適切な運 (独)農業・生物系特定産業技術 「野菜・茶及びウメの原産地表示判別技術の開発（ＤＮＡ多型に

いて、試験研究機 営にあった 研究機構野菜茶業研究所 よるエダマメ品種識別技術の開発）H14-16

関等と協力して実 本項目については、各年度の １５ －
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施できる場合にあ 年度計画において定められて １６ －

っては、共同研究 いる具体的目標等に照らし、 １７ (独)農業・生物系特定産業技術 食品の安全性及び機能性に関する総合研究（果実加工品における

を行う等緊密な連 達成度の評価を行うものとす 研究機構果樹研究所 品種識別判定のマニュアル化と実証）H17-18

携を図る。 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価 (独)農業・生物系特定産業技術 高生産性地域輪作システム確立のための技術開発（品種ごとに適

をした場合には、その理由を 研究機構北海道農業研究センタ した種いもの予措技術の開発）H17-19

明記するものとする。 ー

(独)農業生物資源研究所 ｢栄養繁殖性遺伝資源の効率的保存体制確立のための基礎的試験

及び実用化事業｣（ばれいしょ培養茎頂のビーズガラス化法によ

る超低温保存法の実用化）H17-19

５ １～４の業務 ５ １～４の業務 ○附帯業務の質の向上 Ａ AAAAA

に附帯する業務 に附帯する業務 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：１１点以上

Ｂ：０点～１０点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

※ 評価対象外の小項目がある場

合は、これを差し引いて算定した

加算点数とする

(1)種苗に係る情 (1)種苗に係る情

報の収集及び整理 報の収集、整理及

を行い、出願者に び提供並びに技術

対する情報提供や 指導
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適正な種苗流通を ア 出願者に対す ◇出願者に対する情報提供の充実 ○ホームページにおいて、品種登録制度の概要及びセンターにおける栽培試験の状況を掲載し順次データ Ｂ BBBAB

推進するための情 る情報提供の充実 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 の更新を行った。また、種苗課のホームページとのリンクを通じ、出願手続き等各種情報を提供した。

報提供等を行うと 品種登録出願者 に優れた成果が得られた

ともに、増殖特性 等にパンフレット Ａ：順調に進んでいる

等新品種の普及に 、ホームページ（ Ｂ：概ね順調に進んでいる

資するための情報 HP）等を通じて、 Ｃ：不十分又は問題あり

提供等の充実を図 標準品種及び既存 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

る。また、調査研 品種の特性情報、 、その要因は法人の不適切な運

究成果の専門誌、 特性検定のための 営にあった

ホームページ（HP 栽培及び調査方法

）等における情報 、出願手続等につ

提供の充実を図る いての情報提供を

。さらに、必要に 行う。

応じて職員を種苗

業者の技術講習会 イ 適正な種苗流 ◇適正な種苗流通を推進するため ○日本種苗協会等が開催する会合等において種苗検査に関する 新情報を提供したほか、種苗業者を対象 Ａ AAAAA

に派遣する等によ 通を推進するため の情報提供及び指導の充実 とした「種苗検査技術講習会」を本所及び北海道において開催し、芽生評価法や種子伝染性病害検査法に

り種苗に係る技術 の情報提供及び指 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ついて講義と実習を行った。このほか、農林水産省が実施した指定種苗制度に関する説明会等に参加し種

指導を行う。 導の充実 に優れた成果が得られた 苗検査について説明を行った。

種苗業者に技術 Ａ：順調に進んでいる

講習会、パンフレ Ｂ：概ね順調に進んでいる 【情報提供及び指導実績】

ット、HP等を通じ Ｃ：不十分又は問題あり 年度 講習等 情報提供等の内容

て、発芽検査方法 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３ 技術講習会(北海道中央農場) 種子伝染性病害検査の技術等

等の種苗検査に係 、その要因は法人の不適切な運 そ菜種子生産研究会(本所) 種苗検査業務について

る情報を提供する 営にあった 資料配付 依頼検査細則の付属資料として国際種子検査規程に

とともに、種苗検 基づく規程

査制度が適切に理 １４ 技術講習会(北海道中央農場) 種子伝染性病害検査の技術等

解されるよう指導 業者への個別研修(8回) 種子伝染性病害検査の技術

を行い、適正な種 １５ (社)日本種苗協会広島県支部講習会(広島市) 発芽検査実施方法、芽生評価法等

苗流通の推進を図 技術講習会(北海道中央農場) 種子伝染性病害検査の技術等

る。 業者への個別研修(5回) 種子伝染性病害検査の技術

(社)日本種苗協会との共催による講習(本所) 芽生評価法、ニンジン黒斑病検査法等

そ菜種子生産研究会会員視察(本所) 種子伝染性病害検査法の 新情勢等

１６ そ菜種子生産研究会の研修会(西日本農場) ISTA及び病害検査に関する 新情報等

技術講習会(北海道中央農場) 発芽試験法、農薬取締法及び種苗法施行令の改正等

(社)日本種苗協会関東ブロック会総会(つく 種苗検査の現状と種苗法施行令の改正について

ば市)

種苗検査技術講習会(本所) 芽生評価法、種子伝染性病害検査法

業者からの個別相談 芽生評価技術、種子伝染性病害検査技術等

１７ 種苗法施行規則(指定種苗制度)の改正に関す 種苗検査について

るブロック別説明会(全国8か所）
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依頼による講演(16団体) 種苗法施行規則改正等

種苗検査技術講習会(本所) 芽生評価法、種子伝染性病害検査法

技術講習会(北見市) 発芽検査法等

ウ 新品種等の普 ◇新品種等の普及に資するための ○ホームページに種苗生産業務概要の他、種苗に関する情報として以下の事項を掲載した。 Ｂ BBAAB

及に資するための 情報提供等の充実 ①新品種の紹介パンフレット

情報提供等の充実 ②ばれいしょ品種の形態及びウイルスの病徴

センターが生産 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ③種苗生産配布技術指針

及び配布する原原 に優れた成果が得られた ④さとうきび優良種苗普及のためのパンフレット

種等（特に新品種 Ａ：順調に進んでいる

）について、その Ｂ：概ね順調に進んでいる

増殖特性等の情報 Ｃ：不十分又は問題あり

をパンフレット、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

HP等により種苗生 、その要因は法人の不適切な運

産農協等に提供す 営にあった

るとともに、調査

用種苗の配布を行

い、新品種等の普

及の推進に資する

。

エ 調査研究成果 ◇調査研究成果の情報提供 ○調査研究成果等について、ホームページの他、一般農業専門誌で公表を行ったほか、日本育種学会、園 Ａ AAAAA

の情報提供 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 芸学会、日本DNA多型学会での発表、外国雑誌への論文の投稿を行った。調査研究成果発表等の内容につ

センターが行っ に優れた成果が得られた いては、別添１のとおり。

た調査研究結果に Ａ：順調に進んでいる

ついて、関連する Ｂ：概ね順調に進んでいる 【調査研究成果発表等の実績】

専門誌や一般誌等 Ｃ：不十分又は問題あり 学会等への発表 シンポジウム 一般農業雑誌

への掲載を行うと Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 論文投稿 口頭発表 等への発表 等への投稿

ともに、学会、HP 、その要因は法人の不適切な運 １３年度 3 5 2 6

等を通じて情報提 営にあった １４年度 7 6 5 11

供を行う。 １５年度 7 9 0 12

１６年度 2 6 1 1

１７年度 2 9 1 1

(2)植物新品種保 (2)国際会議への ◇国際機関が開催する会議への参 ○農林水産省の要請に基づき、UPOVの各種作業部会、ISTAの総会及びシンポジウム、OECD種子スキームの Ａ AAAAA

護国際同盟（UPOV 職員の出席 加 年次総会、ISHI（国際健全種子推進機構）技術調整グループの年次総会及び技術部会等国際機関が開催す

）、国際種子検査 植物新品種保護 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 る会議のほか、日中農業科学技術交流、日韓農林水産技術委員会等の二国間取決めに基づく国際会議等に

協会（ISTA）等の 国際同盟（UPOV） に優れた成果が得られた 職員を派遣した。

国際機関が開催す 、国際種子検査協 Ａ：順調に進んでいる

る会議に職員を派 会（ISTA）等セン Ｂ：概ね順調に進んでいる 【国際会議等への職員派遣実績】
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遣する。 ター業務に関連す Ｃ：不十分又は問題あり 国名 会議名 派遣人数

る国際機関が開催 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３年度 日本 UPOV鑑賞植物及び林木技術作業部会（TWO） 15

する会議について 、その要因は法人の不適切な運 ドイツ UPOV生化学及び分子技術作業部会（BMT） 1

、農林水産省から 営にあった フランス ISTA総会等 1

の職員の派遣の要 フランス OECD種子スキーム年次総会 1

請に基づき、職員 アメリカ 国際植物動物ゲノム会議 1

を派遣する等積極 １４年度 日本 UPOV野菜技術作業部会（TWV）、生化学及び分子技術作業部会（BMT 28

的な参加を図る。 ）等の技術作業部会

メキシコ UPOVコンピュータ及び自動化に関する技術作業部会（TWC） 1

オランダ ISTAシンポジウム並びにISHI技術調整グループ年次総会及び技術部 1

会

ボリビア OECD種子スキーム年次総会 1

１５年度 日本 UPOV生化学及び分子技術作業部会（BMT）及び農作物技術作業部会（ 26

TWA）

デンマーク UPOVコンピュータ及び自動化に関する技術作業部会（TWC） 1

日本 ISHI技術調整グループ年次総会及び技術部会 2

フランス OECD種子スキーム年次総会 1

１６年度 日本 UPOVコンピュータ及び自動化に関する技術作業部会（TWC） 19

ハンガリー ISTA総会等 1

オーストラリ OECD種子スキーム年次総会等 1

ア及びハンガ

リー

韓国 日韓農林水産技術委員会の合意に基づく審査協力に関する協議 1

１７年度 アメリカ UPOV生化学及び分子技術作業部会（BMT） 1

日本 UPOV果樹技術作業部会（TWF） 2

中国 日中農業科学技術交流グループ会議に基づく訪中考察団 1

韓国 日韓植物新品種審査協力のためのリングテスト結果検討会 1

(3)外国からの専 (3)諸外国への職 ◇諸外国への職員の派遣による技 ○インドネシア国、シリア国及びペルー国からの要請案件に応じて、(独)国際協力機構（JICA）を通じて Ａ AAABA

門家派遣要請に基 員の派遣による技 術指導の実施 職員を専門家として当該国へ派遣し、技術指導を行った。職員をJICA専門家として派遣したこれらの案件

づき、職員を当該 術指導 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 のうち、インドネシア国「優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」については、「目標どおりの成果があ

国へ派遣し、技術 センターが持つ に優れた成果が得られた げられた」という高い評価を得て、１５年９月に終了した。

指導を行う。 技術等を開発途上 Ａ：順調に進んでいる

国等に移転するた Ｂ：概ね順調に進んでいる 【技術指導のための職員派遣実績】

め、プロジェクト Ｃ：不十分又は問題あり 国名 プロジェクト名 派遣人数等

協力等へ積極的に Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３年度 インドネシア国 優良種馬鈴しょ増殖システム整 短期専門家4名

参画するとともに 、その要因は法人の不適切な運 備計画 長期専門家1名（農林水産省出向職員の身

、外国から専門家 営にあった 分）

派遣要請があった （要請・必要性がない場合は、本 １４年度 インドネシア国 優良種馬鈴しょ増殖システム整 短期専門家5名（うち2名は前年度継続）

場合、要請の内容 項目の評価は行わない。） 備計画 長期専門家1名 （農林水産省出向職員の身
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に即した適切な職 分）（前年度継続）

員を当該国へ派遣 １５年度 インドネシア国 優良種馬鈴しょ増殖システム整 短期専門家1名

する。 備計画 長期専門家1名（農林水産省出向職員の身

分）（前年度継続）

１６年度 シリア国 ばれいしょウイルス抗血清作製 短期専門家1名

技術の指導

１７年度 ペルー国 種子の証明・品質管理の指導 短期専門家1名

(4)海外研修員の (4)海外研修員の ◇海外研修員の受入れ及び研修の ○ＪＩＣＡが実施する各種プロジェクト及び各種個別案件のカウンターパートに係る研修員のほか、各種 Ａ AAAAA

受入れ及び研修を 受入れ 実施 集団研修コース等に係る研修員を受け入れ、開発途上国からの要請内容に即した研修を実施した。

実施する。 センターが持つ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

技術等を開発途上 に優れた成果が得られた 【海外研修員の受入実績】

国等の専門家に移 Ａ：順調に進んでいる 研修名 受入人数

転するため、農林 Ｂ：概ね順調に進んでいる １３年度 インドネシア国「優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」カウンターパート 6

水産省及び国際協 Ｃ：不十分又は問題あり 馬鈴しょを主とする畑作物種苗生産に関する集団研修コース研修員 6

力機構（JICA）と Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 植物育成者権保護に関する集団研修コース研修員 10

協力しながら、外 、その要因は法人の不適切な運 その他ＪＩＣＡ等からの依頼による研修員 103

国人を対象とする 営にあった １４年度 インドネシア国「優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」カウンターパート 4

研修を実施する。 （要請・必要性がない場合は、本 シリア国派遣ＪＩＣＡ専門家（種ばれいしょ培養工程管理）カウンターパート 1

項目の評価は行わない。） 植物育成者権保護に関する集団研修コース研修員 10

上記７項目については、実施 その他ＪＩＣＡ等からの依頼による研修員 90

状況等に照らし、達成度の評 １５年度 インドネシア国「優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」カウンターパート 4

価を行う。なお、Ｓ評価及び シリア国派遣ＪＩＣＡ専門家（種ばれいしょ培養工程管理）カウンターパート 1

Ｄ評価をした場合には、その （前年度継続）

理由を明記するものとする。 植物育成者権保護に関する集団研修コース研修員 10

その他ＪＩＣＡ等からの依頼による研修員 152

１６年度 シリア国派遣ＪＩＣＡ専門家（種ばれいしょ培養工程管理）カウンターパート 1

植物育成者権保護に関する集団研修コース研修員 10

その他ＪＩＣＡ等からの依頼による研修員 106

１７年度 植物品種保護に関する集団研修コース研修員 7

その他ＪＩＣＡ等からの依頼による研修員等 62

(5)災害対策用種 (5)災害対策用種 ◇災害時の代作用種子としての、 ○災害時の代作用種子として年度計画に基づき種子の増殖及び予備貯蔵を行い、都道府県の要請に応じて Ａ AAAAA

子の増殖及び保存 子の増殖及び保存 そばの予備貯蔵の実施 配布した。

のため、作付面積 災害時の代作用 指標＝当該年度におけるそばの予

の多い品種を主体 種子として、そば 備貯蔵量 【災害対策用種子の増殖及び保存、配布実績】 （単位：kg）

に、そば及び大豆 及び大豆の生産及 Ｓ：25トン以上であり、かつ、特 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

の生産及び予備貯 び予備貯蔵（予備 に優れた成果が認められた 増殖実績 43,960 46,235 36,707 32,778 39,905

蔵（予備貯蔵量 貯蔵量そば28トン Ａ：25トン以上 そば 予備貯蔵 30,691 37,715 35,031 29,362 25,264

そば：28トン／年 ／年度、大豆５ト Ｂ：22トン以上25トン未満 配布実績 675 0 4,950 2,340 5,680
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度、大豆：５トン ン／年度）を実施 Ｃ：22トン未満 増殖実績 6,790 7,950 5,460 9,539 8,107

／年度）を行う。 し、必要に応じて Ｄ：22トン未満であり、かつ、そ 大豆 予備貯蔵 5,644 6,380 6,878 5,015 9,065

都道府県に配布す の要因は法人の不適切な運営に 配布実績 0 0 0 0 0

る。 あった

◇災害時の代作用種子としての、 ○上記【災害対策用種子の増殖及び保存、配布実績】参照。 Ａ AAAAA

大豆の予備貯蔵の実施

指標＝当該年度における大豆の予

備貯蔵量

Ｓ：4.5トン以上であり、かつ、

特に優れた成果が認められた

Ａ：4.5トン以上

Ｂ：4.0トン以上4.5トン未満

Ｃ：4.0トン未満

Ｄ：4.0トン未満であり、かつ、

その要因は法人の不適切な運営

にあった

◇災害対策用種子の都道府県への ○上記【災害対策用種子の増殖及び保存、配布実績】参照。 Ａ A-AAA

配布

Ｓ：要請に的確に対応し、かつ、

特に優れた成果が得られた

Ａ：要請に的確に対応した

Ｂ：要請に概ね的確に対応した

Ｃ：問題あり

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあった

（要請、必要性がない場合は本項

目の評価は行わない。）

(6)育成者権の侵 (6)育成者権の侵

害対策 害対策

ア 育成者権の侵 ア 育成者権の侵 ◇権利侵害に関する情報の収集及 ○育成者権侵害に関する情報を収集整理し、登録品種権利関係マニュアルをホームページに掲載し情報提 Ｂ ////B

害に関する情報の 害に関する情報の び整理 供を行った。また、国外の情報として「中国・韓国の品種登録制度の概要」、「中国・韓国の保護対象植

収集及び整理を行 収集、整理及び提 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 物の一覧」をホームページに掲載した。

い、育成者権者等 供 に優れた成果が得られた

に対して提供を行 国内外における Ａ：順調に進んでいる

う。 権利侵害に関する Ｂ：概ね順調に進んでいる

情報の収集及び整 Ｃ：不十分又は問題あり

理を行うとともに Ｄ：不十分又は問題があり、かつ
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、必要に応じて国 、その要因は法人の不適切な運

内産地等に赴き、 営にあった

権利侵害に関する

実態調査を行う。 ◇権利侵害に関する実態調査 ○海外に持ち出された種苗に関しての事実確認のため、現地調査を２件実施した(うち1件は海外)。 Ａ ////A

また、収集及び整 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

理した情報等をＨ に優れた成果が得られた 【現地調査等の実績】

Ｐ等により育成者 Ａ：順調に進んでいる １７年７月：山形県においておうとう「紅秀峰」に関する侵害状況調査を行った。

権者等に提供する Ｂ：概ね順調に進んでいる １８年１月：中華人民共和国においておうとう「紅秀峰」に関する種苗の流通状況調査を行った。

。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった

（要請、必要性がない場合は本項

目の評価は行わない。）

◇権利侵害に関する情報の提供 ○種苗法改正説明会の機会等を活用し品種保護Ｇメンの業務紹介等を行った。 Ａ ////A

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な運

営にあった

イ 育成者権者等 イ 育成者権の侵 ◇育成者権の侵害に関する相談窓 ○１７年４月に育成者権者からの権利侵害に関する相談などに応じる窓口として品種保護Ｇメン（品種保 Ａ ////A

から権利侵害に関 害に関する相談及 口の設置 護対策官）を配置し（本所２名、西日本農場2名）、情報提供や助言を行った。

する相談を受ける び助言 Ｓ：相談に的確に対応し、かつ、

とともに、対抗措 育成者権の侵害 特に優れた成果が得られた 【相談対応等実績】

置に関する助言を に関する相談窓口 Ａ：相談に的確に対応した １６年度 １７年度

行う。 を設置し、育成者 Ｂ：相談に概ね的確に対応した 育成者権侵害に関する対応実績 13件 36件

権者等から権利侵 Ｃ：問題あり 育成者権侵害に関する情報提供実績 - 7件

害に関する相談を Ｄ：問題があり、かつ、その要因 品種登録制度一般に関する問合せ - 13件

受けるとともに、 は法人の不適切な運営にあった

対抗措置に関する （相談がない場合は、本項目の 【１７年度の育成者権侵害に関する対応実績】

助言を行う。 評価は行わない。） 食用作物 工芸作物 野 菜 果 樹 草 花 類 鑑 賞 樹 きのこ類 合 計

2件 6件 6件 6件 10件 3件 3件 36件

【１７年度の育成者権侵害に関する情報提供実績】

野 菜 草 花 類 鑑 賞 樹 合 計



- 51 -

3件 2件 2件 7件

ウ 育成者権者等 ウ 品種類似性試 ◇品種類似性試験の実施 ○１５年７月から品種類似性試験を開始し、依頼に基づき、下表のとおり品種類似性試験（特性比較、比 Ａ //AAA

からの依頼に基づ 験の実施 Ｓ：依頼に的確に対応し、かつ、 較栽培、ＤＮＡ分析）を行った。

き品種類似性試験 育成者権者等か 特に優れた成果が得られた

を実施する。 らの依頼に基づき Ａ：依頼に的確に対応した 【品種類似性試験実績】

育成者権を侵害し Ｂ：依頼に概ね的確に対応した １５年度 １６年度 １７年度

た種苗等を判定す Ｃ：問題あり 特性比較 - - 9件

るための品種の類 Ｄ：問題があり、かつ、その要因 比較栽培 1件 1件 6件

似性に関する試験 は法人の不適切な業務運営にあ DNA分析 2件 - 1件

（以下「品種類似 った

性試験」という。 （依頼、必要性がない場合は、本 【１７年度品種類似性試験実績】

）を迅速に実施す 項目の評価は行わない。） 草 花 類 飼料作物 工芸作物 計

るとともに、その 特性比較 9件 - - 9件

試験を行うことが 比較栽培 5件 1件 - 6件

可能な植物の種類 DNA分析 - - 1件 1件

等の拡大を図る。 計 14件 1件 1件 16件

◇実施可能な種類の拡大 ○(独)農業・生物系特定産業技術研究機構野菜茶業研究所が行ったブラインド試験への参加、(独)食品総 Ａ //AAA

指標＝実施可能な種類の拡大や 合研究所との品種登録稲品種DNA品種識別共同研究等によりDNA分析技術の習得及び向上を図るとともに、

それに向けた技術習得の状況 DNA分析が実施可能な植物を３種類拡大した。

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に優れた成果が得られた 【DNA分析実施可能種類の拡大実績】

Ａ：順調に進んでいる 植物種類

Ｂ：概ね順調に進んでいる １５年度 いぐさ

Ｃ：不十分又は問題あり １６年度 いちご

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １７年度 おうとう

、その要因は法人の不適切な運 計 3種類

営にあった

上記６項目については、実施

状況等に照らし、達成度の評

価を行う。なお、Ｓ評価及び

Ｄ評価をした場合には、その

理由を明記するものとする。

６ 指定種苗の集 ６ 指定種苗の集 ○指定種苗の集取及び立入検査等 Ａ AAAAA

取及び立入検査等 取及び立入検査等 の業務の質の向上

指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。
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Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

(1)指定種苗の表 (1)指定種苗の表 ◇指定種苗の表示検査の実施 ○計画に基づき、各年度とも的確に指定種苗の表示検査を実施した。不完全表示については書面により回 Ａ AAAAA

示検査（18,000点 示に係る検査及び 指標＝指定種苗の表示検査の実施 答を求めた。

程度／年度）及び 集取の的確な実施 点数

集取（3,500点程 中期目標に示さ Ｓ：16,200点以上であり、かつ、 【指定種苗の表示検査点数】

度／年度）を計画 れた指定種苗の表 特に優れた成果が認められた 表示検査点数 不完全表示

的かつ的確に実施 示検査点数（18,0 Ａ：16,200点以上 １３年度 18,219 39（0.2％）

する。 00点程度／年度） Ｂ：14,400点以上16,200点未満 １４年度 19,497 39（0.1％）

及び集取点数（3, Ｃ：14,400点未満 １５年度 19,948 25（0.1％）

500点程度／年度 Ｄ：14,400未満であり、かつ、そ １６年度 18,947 13（0.1％）

）を確保するよう の要因は法人の不適切な運営に １７年度 18,555 5（0.03％）

、指定種苗の表示 あった

検査及び集取を計

画的かつ的確に実 ◇指定種苗の集取の実施状況 ○計画に基づき、各年度とも的確に指定種苗の集取を実施した。安全性が確認されていない遺伝子組換え Ａ AAAAA

施する。また、検 指標＝指定種苗の集取の実施点数 とうもろこし種子の混入検査を実施したが、混入は認められなかった。

査結果については Ｓ：3,150点以上であり、かつ、

速やかに農林水産 特に優れた成果が認められた 【指定種苗の集取点数】

大臣に報告を行う Ａ：3,150点以上 集取点数 GMOの混入検査点数

。 Ｂ：2,800点以上3,150点未満 １３年度 3,696 -

Ｃ：2,800点未満 １４年度 3,616 17

Ｄ：2,800点未満であり、かつ、 １５年度 3,764 17

その要因は法人の不適当な運営 １６年度 3,671 21
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にあった １７年度 3,641 31

◇検査結果の速やかな農林水産大 ○検査の結果については速やかに農林水産大臣に報告した。 Ａ AAAAA

臣への報告

Ｓ：速やかに行われており、かつ ○平成１６年１０月に判明したレタス種子の表示違反について、農林水産省の担当官と当該種子の生産業

、特に優れた成果が得られた 者及び販売業者を調査するとともに、集取した種子について、発芽率、品種純度等（品質確認）の検査を

Ａ：速やかに行われている 実施した。（農林水産省は、種苗法第50条第1項（表示）違反として関係業者を厳重注意）

Ｂ：概ね速やかに行われている

Ｃ：問題あり

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあった

(2)遺伝子組換え (2)立入検査等の ◇立入検査等の的確な実施 ○農林水産大臣からの立ち入り検査の指示はなかった。 Ａ //-AA

生物等の使用等の 的確な実施 指標＝農林水産大臣からの指示の

規制による生物の 中期目標に示さ 実施状況 ○（独）食品総合研究所との共同研究により遺伝子組換え体の検知技術の取得を行った。

多様性の確保に関 れた立入検査等を Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

する法律（平成15 的確に実施すると に優れた成果が得られた ○カルタヘナ法に基づく立ち入り検査の指示があった際に本法人が検査を実施することになっている国内

年法律第97号）第 ともに、検査結果 Ａ：順調に進んでいる 流通の種子を対象に、とうもろこし及び大豆の遺伝子組換え種子の混入についてモニタリングを行った。

32条に基づき、同 については速やか Ｂ：概ね順調に進んでいる

条第２項の農林水 に農林水産大臣に Ｃ：不十分又は問題あり 【遺伝子組み換え種子のモニタリング検査実績】

産大臣の指示に従 報告を行う。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 作物名 検査点数

い、立入り、質問 、その要因は法人の不適切な運 １６年度 とうもろこし 21

、検査及び収去を 営にあった １７年度 とうもろこし 31

的確に実施する。 （指示がない場合は、本項目の評 大豆 9

価は行わない。）

◇検査結果の速やかな農林水産大 ○農林水産大臣からの立ち入り検査の指示がなかったため報告は行わなかった。 － //---

臣への報告

Ｓ：速やかに行われており、かつ

、特に優れた成果が得られた

Ａ：速やかに行われている

Ｂ：概ね速やかに行われている

Ｃ：問題あり

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあった

７ 農作物に関す ７ 農作物に関す ○遺伝資源業務の質の向上 Ａ AAAAA

る技術上の試験及 る技術上の試験及 指標＝各小項目の評価点数の合計

び研究の素材とな び研究の素材とな 各小項目の評価点数の区分

る植物の保存及び る植物の保存及び は以下のとおりとする。
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増殖 増殖 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ:２点以上

Ｂ:０点～１点

Ｃ:０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

独立行政法人農 ○植物遺伝資源の ◇植物遺伝資源の効率的な保存及 ○農場の気象条件や植物ごとの栽培条件を考慮の上、１４年度に作物再配置計画を作成し、計画に沿って Ｂ BBAAB

業生物資源研究所 保存、再増殖及び び増殖が行える体制の確立 配置換えを実施した。

が実施するジーン 特性評価の実施 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

バンク事業の計画 独立行政法人農 に優れた成果が得られた （作物再配置については、第１－７－(1)参照）

に沿って、栄養体 業生物資源研究所 Ａ：順調に進んでいる

植物遺伝資源の保 からの委託に基づ Ｂ：概ね順調に進んでいる

存等を担当するサ き、植物遺伝資源 Ｃ：不十分又は問題あり

ブバンクとして植 の保存、増殖及び Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

物遺伝資源の保存 特性評価を行うこ 、その要因は法人の不適切な運

、再増殖及び特性 ととするが、植物 営にあった

評価を行う。 の種類ごとに気象

・土壌条件からみ ◇重要性の高い植物の保存体制の ○重要性の高い植物を滅失しないよう、施設等を利用した二重保存を行った。１７年度に開始した(独)農 Ａ AAAAA

て保存及び増殖に 強化 業生物資源研究所との共同研究「ばれいしょ培養茎頂のビーズガラス化法による超低温保存法の実用化」

適した農場への再 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 において、本法に適した茎頂の大きさ及び培地のショ糖濃度について検討した結果、良好な成果が得られ

配置を行い、効率 に優れた成果が得られた た。

的な保存及び増殖 Ａ：順調に進んでいる

が行える体制を確 Ｂ：概ね順調に進んでいる

立する。また、保 Ｃ：不十分又は問題あり

存の安全性を確保 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

するため、重要性 、その要因は法人の不適切な運

の高い植物につい 営にあった
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ては、ほ場におけ

る保存に加え、施 ◇栄養体植物遺伝資源の保存等を ○(独)農業生物資源研究所の委託に基づき、保存、増殖及び特性調査を行った。また、１６年度からセン Ａ AAAAA

設内においても保 担当するサブバンクとして植物遺 ターバンク保管種子の発芽率調査を開始した。

存するなど保存体 伝資源の保存、再増殖及び特性評

制の強化を図る。 価の適正な実施 【植物遺伝資源の保存、再増殖、特性評価の実施実績】

Ｓ：適正に行われており、かつ、 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

特に優れた成果が得られた 栄養体の保存数 点数 9,635 9,851 10,060 10,077 10,321

Ａ：適正に行われている 特性調査 系統数 1,907 2,437 3,034 2,821 2,719

Ｂ：概ね適正に行われている 項目数 22,405 23,935 25,324 24,484 26,335

Ｃ：不十分 種子の再増殖 点数 764 591 774 802 820

Ｄ：不十分であり、かつ、その要 種子の発芽率調査 点数 － － － 5,100 6,000

因は法人の不適切な運営にあっ

た

上記３項目については、実施

状況等に照らし、達成度の評

価を行う。なお、Ｓ評価及び

Ｄ評価をした場合には、その

理由を明記するものとする。

第４ 財務内容の 第３ 予算、収支 ◎予算、収支計画及び資金計画 Ａ AAAAA

改善に関する事項 計画及び資金計画 指標＝各中項目の評価点数の合計

適切な業務運営 各中項目の評価点数の区分

を行うことにより は以下のとおりとする。

、収支の均衡を図 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

る。 ､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各中項目

の達成状況及びその他の要因を分

析し、必要に応じＳ評価とするこ

とができる。また、Ｃ評価とした

場合には、要因を分析し必要に応

じＤ評価とすることができる。な

お、Ｓ及びＤ評価とした場合には
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､その理由を明記するものとする｡

１ 予算 ○経費（業務経費及び一般管理費 ○予算、収支計画及び資産計画については別添２のとおり。 Ａ AAAAA

平成13年度～平 ）節減に係る取組

成17年度予算 （支出の削減についての具体的 ○１３年度に取りまとめた「経費の削減の具体的方針」に沿って、毎年度主に次の事項について積極的に

（略） 方針及び実績等） 取組を進めてきた。

Ａ：取組は十分であった ・一般競争を基本として競争原理を発揮できる契約の推進

２ 収支計画 Ｂ：取組はやや不十分であった ・コスト削減に向けた適正な機器の選定手法及び更新計画の見直し策定

平成13年度～平 Ｃ：取組は不十分であった ・一括又はブロック購入の推進

成17年度収支計画 本指標の評価に当たっては、 ・電気、ガス水道に係る省エネに対する意識改革に向けた対応

（略） 中期計画に定める「業務運営 ・施設整備費補助金にかかる施設整備の自主施工の推進体制

の効率化による経費の抑制」

３ 資金計画 の評価結果に十分配慮するも 【一般競争入札実施状況】

平成13年度～平 のとする。ただし、Ａ評価と 区分 件数 契約金額（千円）

成17年度資金計画 した場合には、各小項目の達 １３年度 工事 1 64,575

（略） 成状況及びその他の要因を分 役務 1 133

析し、必要に応じＳ評価とす 物品 3 3,401

ることが できる。また、Ｃ １４年度 工事 10（全落札） 382,364

評価とした場合には、要因を 役務 1（不調） 0

分析し必要に応じＤ評価とす 物品 12（うち2件不落） 48,989

ることができる。なお、Ｓ及 １５年度 工事 24（うち1件不落） 584,223

びＤ評価とした場合には、そ 役務 4（全落札） 13,104

の理由を明記するものとする。 物品 20（うち1件不落） 66,792

１６年度 工事 19 258,985

役務 5（うち1件応札なし） 3,140

物品 12 61,345

１７年度 工事 13 208,316

役務 3 3,165

物品 13 49,686

【中古機器使用導入実績】

件数 契約金額（千円） 機器名

１３年度 0 -

１４年度 0 -

１５年度 0 -

１６年度 1 460 リバーシブルプラウ

１７年度 2 1,298 リバーシブルプラウ、石ダンプトレーラー

【レンタル実績】

件数 契約金額（千円） 機器名



- 57 -

１３年度 24 3,556 フォークリフト、パワーショベル等

１４年度 30 5,515 フォークリフト、ブルドーザー等

１５年度 35 6,113 ホイールローダー、ダンプトラック等

１６年度 39 6,517 フォークリフト、ダンプショベル等

１７年度 31 5,897 フォークリフト、バックホー等

（一括又はブロック購入及び施設整備の自主施工については、第１－８－(4)参照）

○法人運営における資金の配分状 ○資金配分については、従来の予算積算上の業務区分・業務量を重視した業務別配分から、本部が農場等 Ａ AAAAA

況 が要求する個々の経費の必要性を精査し、それらを積み上げるとともにセンター全体として調整し配分す

（人件費、業務経費、一般管理費 る方式に１３年度から改め実施した。特に、１７年度においては、品種保護Ｇメン（品種保護対策官）に

等法人全体の資金配分方針及び実 よる品種保護対策業務に必要な経費について、他業務の効率化により既定の運営費交付金の中から予算措

績、関連する業務の状況、予算決 置を行った。

定方式等）

Ａ：効果的な資金の配分は十分で

あった

Ｂ：効果的な資金の配分はやや不

十分であった

Ｃ：効果的な資金の配分は不十分

であった

第４ 短期借入金 ◎短期借入金の借入に至った理由 ○１３年度及び１５年度において、公務災害に係る療養補償費を特定独立行政法人災害補償互助会から借 Ａ A-A--

の限度額 等 入したが当該年度末には返済を完了した。

４億円 (当該年度に係る短期借入金に

（想定される理 ついて、借入に至った理由、使途 【短期借入金の実績】

由） 、金額、金利、手続、返済の状況 借入額(千円) 理由

運営費交付金の と見込み。借入がなかった場合は １３年度 614 公務災害療養補償経費として

受入れが遅延。 、本項目の評価は行わない.) １４年度 -

Ｓ：借入に至った理由等は適切で １５年度 2,390 公務災害（死亡）療養補償経費として

あり、かつ、特に優れた成果が １６年度 -

得られた １７年度 -

Ａ：借入に至った理由等は適切で

あった

Ｂ：借入に至った理由等はやや不

適切であった

Ｃ：借入に至った理由等は不適切

であった

Ｄ：借入に至った理由等は不適切

であり、かつ、その要因は法人

の不適切な運営にあった
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当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。なお、Ｓ

及びＤ評価とした場合には、その

理由を明記するものとする。

第５ 重要な財産 ◎重要な財産の処分等に関する計 ○関西農場（6,302㎡）の売却 Ａ AAAA-

の処分等に関する 画 １４年度において、関西農場の用地を一般競争入札により民間に売却し、その売却収入により岡山県笠

計画 指標＝関西農場の売却及び新農場 岡市に用地を取得するとともに、業務に必要な施設、機械等を整備し、１５年３月に関西農場の移転を完

関西農場(大阪 整備等の進捗 了した。１５年４月の西日本農場の開場後も土地売却益を活用し、増大する栽培試験に対応し温室等の整

市平野区、6,302 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 備を行うとともに、施設の整備状況を踏まえ、職員の増員を行い、栽培試験体制を強化した。

㎡)について、平 に優れた成果が得られた

成15年３月までに Ａ：順調に進んでいる ○売却収入で整備した施設については、別添３のとおり。

現農場を売却する Ｂ：概ね順調に進んでいる

。なお、センター Ｃ：不十分又は問題あり （売却事務及び移転の経緯については、第１－８－(2)参照）

業務を引き続き円 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

滑に実施するため 、その要因は法人の不適切な運 ○十勝農場資料展示館等（昭和２７年建築の旧庁舎）の譲渡

、売却収入により 営にあった 中札内村からの譲渡（十勝地方の畑作に関する資料展示用として使用：国の補助事業）の申し入れを受

新たな農場用地を 本項目については、各年度の け、１５年度に有償で譲渡することについて、「重要な財産の処分にかかる許可申請」の事務手続きを進

取得するとともに 年度計画において定められて め、申請の通り許可を受け、売却した。

、業務に必要な施 いる具体的目標等に照らし、

設、機械等を整備 達成度の評価を行うものと ○北海道中央農場敷地（3,673㎡）の譲渡

する。 する。なお、Ｓ及びＤ評価と 自転車専用道路としての譲渡について北広島市からの申し入れを受け、１６年度に有償で譲渡すること

した場合には、その理由を明 について、「重要な財産の処分にかかる許可申請」の事務手続きを進め、申請のとおり許可を受け、売却

記するものとする。 した。

（移転完了年度まで適用）

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。

第６ 剰余金の使 ◎剰余金による成果 ○各年度とも中期計画の剰余金の使途に充てることのできる残余（目的積立金）は生じなかった。 － -----

途 （当該年度に係る剰余金の使途に

業務の高度化・ ついて、中期計画に定めた使途に

効率化に必要な栽 充てた結果、当該事業年度に得ら

培試験用温室、原 れた成果）

原種用保護網室等 Ｓ：得られた成果は十分であり、

の施設、ばれいし かつ、優れた成果が得られた

ょ収穫機、選別機 Ａ：得られた成果は十分であった
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等の機械の更新等 Ｂ：得られた成果はやや不十分で

のための経費に充 あった

当する。 Ｃ：得られた成果は不十分であっ

た

Ｄ：得られた成果は不十分であり

、かつ、その要因は法人の不適

切な運営にあった

（中期計画に定めた剰余金の使途

に充てた年度のみ評価を行う。）

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。なお、Ｓ

及びＤ評価とした場合には、その

理由を明記するものとする。

第７ その他農林 ◎その他農林水産省令で定める業 Ａ AAAAA

水産省令で定める 務運営に関する事項

業務運営に関する 指標＝各中項目の評価点数の合計

事項 各中項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経緯、

中期目標や中期計画に記載されて

いる事項以外の業績等特筆すべき

事項を併せて記載する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各中項目

の達成状況及びその他の要因を分

析し、必要に応じＳ評価とするこ

とができる。また、Ｃ評価とした

場合には、要因を分析し必要に応

じＤ評価とすることができる。な

お、Ｓ及びＤ評価とした場合には

､その理由を明記するものとする｡
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１ 施設及び設備 ○施設及び設備に関する計画（中 ○中期計画に定められた施設及び設備について、毎年度、当該施設の必要性・緊急性等を考慮の上整備を Ａ AAAAA

に関する計画 期計画に定められている施設及び 行い、業務の高度化・効率化、職場環境の改善等を図った。

業務の適切かつ 設備についての当該事業年度にお

効率的な実施の確 ける改修・整備前後の業務運営の ○整備施設及び設備の実績については、別添３のとおり。

保のため、業務実 改善の成果）

施上の必要性及び Ｓ：改善の成果は十分であり、か

既存の施設・設備 つ、特に優れた成果が得られた

の老朽化等に伴う Ａ：改善の成果は十分であった

施設及び設備の整 Ｂ：改善の成果はやや不十分であ

備・改修等を計画 った

的に行う。 Ｃ：改善の成果は不十分であった

（表略） Ｄ：改善の成果は不十分であり、

かつ、その要因は法人の不適切

な運営にあった

２ 職員の人事に ○職員の人事に関する計画 Ａ AAAAA

関する計画 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分

は以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点

､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１

点､Ｄ評価:－２点

Ａ：２点以上

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

特殊事情、業績等の特筆すべ

き事項も考慮する。ただし、

Ａ評価とした場合には、各小

項目の達成状況及びその他の

要因を分析し、必要に応じＳ

評価とすることができる。ま

た、Ｃ評価とした場合には、

要因を分析し必要に応じＤ評

価とすることができる。なお

、Ｓ及びＤ評価とした場合に

は、その理由を明記するもの

とする。

(1)方針 ◇職員の人事に関する方針 ○中期計画においては、期中に7名の削減が計画されているが、可能な限り業務の民間委託を行い、スリ Ａ AAAAA

ア 既存業務の 指標＝人員の適正配置、必要な人 ム化を図ると同時に、サービスその他の業務の質の向上を図るため、業務量が増大する分野、新規業務が
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効率化を推進する 員の確保状況 拡大する分野等に7名を増員する必要があることから、既存の業務の効率化を強力に推進することにより

ことによる人員の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 、14名を減員し対応した。具体的には、会計システムの導入等農場事務の効率化により事務管理部門から

適正な配置を進め に優れた成果が得られた 5名、種苗生産業務の効率化により8名、品種保存業務との一体的な実施等による遺伝資源業務の効率化に

るとともに、栽培 Ａ：順調に進んでいる より1名の計14名の減員を実施し、業務量が増大する栽培試験業務に3名、種苗検査業務の充実のために2

試験等の業務量の Ｂ：概ね順調に進んでいる 名、品種保護対策業務の強化のために2名の計7名を増員し、7名について削減を行った。

増加、種苗検査項 Ｃ：不十分又は問題あり

目の拡大等、新た Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

な課題への対応に 、その要因は法人の不適切な運

必要な人員を確保 営にあった

する。 本項目については、各年度の

イ 品種類似性 年度計画において定められて ○１５年度７月にセンターの新たな業務となった、育成者権保護のための品種類似性試験及び「遺伝子組

試験を実施すると いる具体的目標等に照らし、 換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく遺伝子組換え種苗の検査の

ともに、遺伝子組 達成度の評価を行うものとす 実施に必要な人員として、6名の増員を行った。

換え種苗の検査体 る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

制の強化を図るた をした場合には、その理由を

めの必要な人員を 明記するものとする。

確保する。

(2)人員に関する ◇人員に関する指標 ○中期計画期間中において、計画どおり7名の削減を実施し、計画期間期初の常勤職員数334人に対し、期 Ａ AAAAA

指標 指標＝年度末の常勤職員数 末の常勤職員数333人となり、期末の職員数は期初の100％(１５年度における増員分を除外した場合にあ

期末の常勤職員 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 っては98％)となった。

数を期初の100％ に優れた成果が得られた

（（１）のイに係 Ａ：順調に進んでいる 【職員数の年度別増減】

る増員分を除外し Ｂ：概ね順調に進んでいる 期末職員数 増員数 削減数 備 考

た場合にあっては Ｃ：不十分又は問題あり （１２年度） （334人）

98％）とする。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １３年度 333人 0人 1人

、その要因は法人の不適切な運 １４年度 332人 0人 1人

（参考） 営にあった １５年度 336人 6人 2人 増員分を除いた場合330人

期初の常勤職員数 本項目については、各年度の １６年度 335人 0人 1人 増員分を除いた場合329人

３３４人 年度計画において定められて １７年度 333人 0人 2人 増員分を除いた場合327人

期末の常勤職員数 いる具体的目標等に照らし、 注：１５年度における増員は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

の見込み３３３人 達成度の評価を行うものとす 法律」に基づく遺伝子組換え種苗の検査の実施等に必要な人員として行ったものである。

（うち（１）のイ る。なお、Ｓ評価及びＤ評価

による平成15年度 をした場合には、その理由を

の増員は、６人） 明記するものとする。

人件費総額見込

み

１０，９３４百

万円
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(3)人材の確保・ ◇人材の確保・養成状況 ○必要な試験区分、員数について任用を行った。 Ａ AAAAA

養成 指標＝職員の任用、研修への職員

ア 職員の採用に の参加、国の機関等との人事交流 【採用者数、再任用者数等の実績】

ついては、センタ の実施状況 Ⅱ種農学 Ⅱ種行政 Ⅲ種農業 Ⅲ種行政 技術専門職 計 再任用

ー業務を遂行する Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 １３年度 3名 2名 1名 6名

上で必要となる技 に優れた成果が得られた １４年度 7名 2名 2名 1名 12名 1名

術等に対応した試 Ａ：順調に進んでいる １５年度 7名 3名 1名 11名 2名

験区分の国家公務 Ｂ：概ね順調に進んでいる １６年度 10名 1名 3名 1名 15名

員採用試験合格者 Ｃ：不十分又は問題あり １７年度 9名 1名 1名 11名 4名

を中心として行う Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 合 計 36名 2名 7名 7名 3名 55名 7名

。 、その要因は法人の不適切な運

営にあった

イ 種苗行政との ○農林水産本省及び他の出先機関、試験研究機関等他の独立行政法人と積極的に人事交流を行った。

連携並びに業務の

高度化及び専門化 【人事交流実績】

に対応するため、 他機関からの転入 他機関への転出

行政部局、他の独 １３年度 11名 13名

立行政法人等との １４年度 9名 10名

人事交流を計画的 １５年度 18名 13名

に実施する。 １６年度 7名 14名

１７年度 16名 18名

合 計 61名 68名

ウ 職員の技術水 ○１３年度に業務推進に効率的な職員研修を計画する上で必要な基本的指針として「種苗管理センター職

準及び事務処理能 員研修の考え方」を策定し、これに基づき毎年度の研修計画を作成の上、計画的に研修を実施した。特に

力の向上等を図る 農場等相互間で技術を教示し合う場所間研修の強化を図り技術の習得に努めた。また、センター業務実施

ための研修等の受 に必要な資格の取得、技能講習等については、年度計画に基づき着実に実施した。

講、必要な資格の

取得等を計画的に ○センターの使命、業務の特質、独立行政法人制度の趣旨等を職員が十分理解し、一丸となって効率的な

進め、人材の育成 業務が実施できるように、１３年度に「種苗管理センター業務推進指針」を作成するとともに、シンボル

を図る。 マークを設定し、職員の意識改革と統一を図った。

エ センター業務 ○センター業務の改善に有効な創意工夫を行った職員の意欲向上を図るため１６年３月に「業務改善努力

の効率化やサービ に対する賞状の授与の実施について」を制定し、優秀な創意工夫を行った者や学会賞を受賞した者に対し

スの向上、業務の 表彰を行った。

円滑な実施等に多

大な貢献を行った

職員に対しその功

績を表彰する。
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○１５年度から、事故等の事例を基に「事故及びヒヤッとした事例集」、月間安全情報の作成・配布を行

うとともに、１６年６月に「独立行政法人種苗管理センター労働安全点検等強化週間の実施について」を

発出し、安全週間の設定、ポスターの作成・掲示による啓発活動、構内等の巡回点検、安全講習・訓練の

実施等を行った。

評価当たっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 評価結果： 中期目標期間の業務については順調に行われた。（Ａ）

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績そ １．評価に至った理由

の他の特筆すべき事項等も総合的に勘案して、評価を行うも (1) 評価の手法

のとする。 あらかじめ定められた評価基準に準拠し、種苗管理センターから提出された自己評価シート、補足参考資料

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために に基づく業務実績の内容聴取及び現地調査（八岳農場）により行った。

講ずべき措置等も併せて記載するものとする。 (2) 評価実施の過程

評価の決定に当たっては、委員が協議の上、まず中期計画の 小項目を単位として５段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ

、Ｄ）の評価を行い、さらに必要なものについてはこれらの評価結果を積み上げて中項目及び大項目の評価を

決定した。

その結果、中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、次のとおりとなった。

① 小項目（１０９項目）Ｓ評価３項目、Ａ評価８４項目、Ｂ評価２０項目、

評価対象外２項目

② 中項目（ １９項目）Ａ評価１７項目、Ｂ評価２項目

③ 大項目（ ７項目）Ａ評価６項目、評価対象外１項目

評価実施の過程において、自己評価シート及び補足参考資料は十分に準備され、説明及び資料要求に対する

種苗管理センター側の対応は適切であった。

(3) 総合評価結果

中期目標期間の事業は、各業務とも円滑かつ適切に行われており、評価基準が高めに設定された数値目標を

ほぼクリアしていることは高く評価でき、中期計画が達成されたものと判断した。

２．業務運営に対する主な意見等

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

全体として計画どおり順調に実施されている。

① トップマネジメントに関して、理事長等は、各種自己評価と改善策への対応について緊張感を持続しつつ

遂行しており、組織運営においてもその機能を発揮している。

② 関西農場の移転により西日本農場を整備するとともに、栽培試験実施農場ごとの担当植物を集約化し、嬬

恋農場及び北海道中央農場の専任係を廃止したことは評価される。今後とも西日本農場の拠点化に向け、一

層の業務の効率化と職員の重点的な配置を進める必要がある。

③ 原原種等の生産コストについては、費用項目ごとや生産段階ごとのコスト比較が行われており、データの
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蓄積による経年比較等が行われたことは評価される。今後、より一層のコスト低減に努めることが必要。ま

た、需要の減少の大きい県向けばれいしょ原原種生産について、生産コストを踏まえた業務の集約化が期待

される。

〔２ 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目標を達成するためとるべき措置〕につい

て

全体として計画どおり順調に実施されている。

① 栽培試験に関しては、数値目標をクリアしているだけでなく、新規植物の種類別審査基準案の作成件数の

拡大や期間の短縮などは特筆に値するものである。これは、独法化以前に比べ格段に向上しており、国民の

ニーズに迅速に対応したものといえる。

今後とも栽培試験体制を一層強化するとともに、実施に要する期間短縮が望まれる。

② 種苗検査に関しては、種苗業者からの要請の強い種子伝染性病害の検査を開始し、対象病害を着実に拡大

していったことは評価できる。今後ともニーズを踏まえた種子伝染性病害検査の充実が望まれる。

③ 種苗生産業務については、加工ユーザー等からばれいしょの新品種の早期普及のため育種段階から加工適

性評価と種ばれいしょ増殖年数の短縮化が求められているなかで、有望系統等の無病化、調査用種苗の提供

、種苗緊急増殖法の各種実証等に取り組んでいることは高く評価できる。今後、更なる増殖年数の短縮化の

ために、器内増殖や水耕栽培等の緊急増殖技術を活用した新増殖体系の実用化・導入に努められたい。

④ 種苗生産業務については、病害虫や台風などに見舞われ、甚大な被害を受けやすいことから、自然災害等

を克服できるような体制の構築に向けて更なる工夫・努力を行い、申請数量と配布数量が大きく乖離するこ

とのないようにすべきである。

⑤ 調査研究業務は、ＳＳＲマーカーの開発や種子伝染性病害検定手法の開発が業務の質の向上につながって

いることは評価される。しかし、改善が見られなかった項目もあり、今後の調査研究課題の重点化と適宜評

価に基づく調査研究内容の見直しを行う必要がある。

⑥ 品種類似性試験に関して、育成者権者等からの依頼が増えつつある中で、積極的かつ的確に対応する姿勢

が伺われ、今後の品種保護に関する活動の充実が期待される。

⑦ 種苗に関する情報提供・公開を進める観点から、ホームページの一層の充実や、より積極的な活用に向け

ての対策を図る必要がある。

〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について

運営費交付金は効率的に使われており、経費節減に関する具体的な取組みは、前年度からの方針に沿って、一

般競争を原則とする契約の実施、一括又はブロック購入の活用、施設整備の自主施工等の取り組みの強化等が着

実に進められている。

資金配分については、センター全体として効果的に予算を執行するため、個々の経費の必要性を精査し、必要

な業務に必要な資金が配分されるよう努めている。

「費用対効果」に関しては、各農場等の特徴を考慮しつつ比較検討を継続的に実施し、適切な業務の遂行に当

たる必要がある。

〔４ 短期借入金の限度額〕について

公務災害補償費を特定独立行政法人災害補償互助会より無利子で借入し、借入年度内に返済を行った。借入に

至った理由は適切であり、また、適正に処理された。
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〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕について

関西農場の売却・移転については、土地の売却・購入等は適切に行われ、移転先である西日本農場における施

設の改修、整備等が適切に行われた。

また、十勝農場の資料展示館については、資料展示館として使用するため、北海道中札内村から譲渡の申し入

れを受け、有償で譲渡された。

さらに、北海道中央農場の敷地の一部（3,673㎡）については、自転車専用道路として使用するため、北海道北

広島市から用地買収の申し入れを受け、不動産評価に基づき有償で譲渡する等順調に進められた。

〔６ 剰余金の使途〕について

中期目標期間内に、剰余金の使途の実績がなかったため、評価を行わなかった。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕について

施設整備については計画どおり実施されており、業務等の改善が図られている。

職員の人事に関する計画については、人員の確保及び適正配置等が行われ、また、職員に対する研修が体系的

に実施されており人材の育成が図られている。

３．その他

リスクマネージメントの一環として、安全対策の強化を図るため、啓発活動を実施するなど取組が強化されて

いる。
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別添１

【調査研究成果発表等の内容】

年度 区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

１３ 学会等へ 論文投稿 SSR'S isolated from apple canidentify polymorphism and genet *T.Yamamoto, T.kimura and Theor Appl Genet（2001）102:865-870

の発表 ic diversity in pear Y.Ban

Distinctness and uniformity based on DNA markers in soybean M.Osono, T.Kimura and Y.Ba UPOV Document BMT/7/12 (2001.11)

varieties n

Development of SSRmarkers and identification of pears T.Kimura, M.Osono and Y.Ba UPOV Document BMT/7/11 (2001.11)

n

口頭発表 SSRマーカーを用いたナシの親子鑑定と親の推定 木村鉄也、*澤村 豊、小曽 日本多型学会（2001.11.29）

納雅則、*正田守幸、*斎藤寿 日本ＤＮＡ多型学会優秀研究賞（2001．1

広、*壽 和夫、*林 建樹、 1）

伴 義之、*山本俊哉

ダイズ品種における区別性及び均一性 小曽納雅則、木村鉄也、伴 日本育種学会 育種学研究３（別２）、

義之 ２００１、Ｐ311

ナシのマイクロサテライトマーカー Ⅴ.アジアのナシの品種分類 木村鉄也、*山本俊哉、伴 日本育種学会 育種学研究３（別１）、２

義之ら ００１、Ｐ188

ジャガイモに見られる変異株の生育と塊茎形成特性 石田光之、村井一弘 園芸学会 平成13年秋季大会

サトウキビと近縁遺伝資源との交配で作出した物質生産性の高い系 *杉本 明、前田秀樹 日本熱帯農業学会誌第45巻別２号：Ｐ57-

統 58

シンポジウム等へ SSRマーカーの開発とナシの品種識別 木村鉄也、*山本俊哉、伴 アジアのナシ国際シンポジューム(2001.8

の発表 義之ら .25-29)アブストラクトＰ39

Development and Mapping of SSR Markers in Peach and Pear T.Kimura, *T.Yamamoto and 第10回国際植物動物ゲノム会議

Y.Ban (米国サンディエゴ, 2002.1)

一般農業雑誌等へ DNA多型検出技術のハクサイ純度検査への応用 伴 義之、小曽納雅則、木村 農業および園芸

の投稿 鉄也

ジャガイモにおけるキュウリモザイクウイルスの発生とその塊茎伝 佐藤仁敏、*後藤忠則、*本 「北日本病虫研報」（Vol.52 34-37）

染 田要八郎

サトウキビ側枝苗におけるサトウキビ黒穂病の検出 杉澤 武、中里 工 九州病害虫研究会報

高糖性サトウキビ新品種「Ni14」 *氏原邦博、前田秀樹、下田 日本作物学会九州支部会報第67号：Ｐ47-

聡 49

早期収穫におけるサトウキビの安定多収栽培技術の確立 *杉本 明、前田秀樹、下田 日本作物学会九州支部会報第67号：Ｐ52-

－収穫時期の異なる株出しサトウキビが１年後に示す蔗茎収量およ 聡 54

び砂糖収量の差異－

早期高糖性サトウキビ品種「Ni12」および「Ni14」の早熟性、高糖 *杉本 明、前田秀樹、下田 日本作物学会九州支部会報第67号：Ｐ55-

性の特徴 聡 58
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年度 区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

１４ 学会等へ 論文投稿 T. Kimura, Y. Z. Shi*、M. Breed. Sci. 52: 115-121.Identification of Asian pear varieties by SSR analy

の発表 Shoda*、K. Kotobuki*、N. Msis.
atuta*、T. Hayashi*、Y. Ba

n and T. Yamamoto*

T. Kimura、Y. Sawamura*、M DNA polymorphism. 10: 48-51 (in JapanParentage analysis and estimation of parent cultiva

. Osono, M. Shoda*、T. Sai ese).rs in pear by using SSR markers.
to*, K. Kotobuki*、

T. Hayashi*、Y. Ban and

T. Yamamoto*

木村鉄也、山本俊哉*、伴 DNA polymorphism. 抄録集 71p.濃縮法による植物の マーカーの開発 (2002).SSR
義之、林 建樹*.

T. Kimura、T. Yamamoto*、K Plant, Animal and Microbe Genomes X.Development and mapping of SSR markers in peach and

. Mochida*、T. Imai*、N. M Abstracts 213p.pear.
atsuta*、Y. Ban and

T. Hayashi*.

T. Yamamoto*、T. Kimura、Y Euphytica 124: 129-137.Simple sequence repeats for genetic analysis in pea

. Sawamura*、T. Manabe*、Kr.

. Kotobuki*、T. Hayashi*、

Y. Ban and N. Matsuta*

T. Yamamoto*、T. Kimura、Y Mol. Ecol. Notes 2: 14-16.Development of microsatellite markers in Japanese p

. Ban, M. Shoda*、T. Hayasear ( Nakai).Pyrus pyrifolia
hi* and N. Matsuta*

山本俊哉*、木村鉄也、持田 DNA polymorphism. 抄録集 43-44p.モモのゲノム解析： マーカーの開発と品種識別 (2002SSR

耕平*、荻原 勲*、林 建樹).
*.

口頭発表 マーカーを利用したダイズ品種「緑翠」と「富貴」の識別 小曽納雅則、木村鉄也、伴 日本育種学会 育種学研究 第4巻 （別2DNA
義之 ）、2002、P411

T. Kimura、T. Yamamoto*、Y Acta Hortic. 587:237-241.The Japanese pear program I. Development SSR marker

.Z. Shi*、K. Kotobuki*、N.s and identifi cation of pears.
Matsuta*、T. Hayashi* and

Y. Ban

木村鉄也、 山本俊哉*、持田 園芸学雑誌 第71巻 別（1）63p.ナシとモモの マーカーの開発.SSR
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耕平*、今井 剛*、松田長生

*、荻原 勲*、伴 義之、

林 建樹*

木村鉄也、山本俊哉*、小曽 育種学研究 第4巻 別（1）81p.SSRマーカーによるナシの親子鑑定.
納雅則、澤村 豊*、齋藤寿

広*、正田守幸*、壽 和夫*

、

林 建樹*、松田長生*、伴

義之

上杉伸一・松尾和人*・川島 育種学研究 第５巻 別（12） 2003 272pトウモロコシ花粉の長距離飛 散と交雑に関する研究
茂人*・三浦義徳・伴義之・ .

岡三徳*

山本俊哉*、木村鉄也、正田 園芸学雑誌 第71巻 別（1）61p.ナシの連鎖地図 III. ニホンナシとセイヨウナシの連鎖

守幸*、今井 剛*、齋藤寿広地図の作成と部分的統合.
*、澤村 豊*、壽 和夫*

林 建樹*、 松田長生*

シンポジウム等へ 木村鉄也, 池谷祐幸*、壽 果樹バイテク・ゲノム研究会 講演要旨ナシ葉緑体DNAの解析I.6領域の塩基配列の決定.
の発表 和夫*、松田長生*、伴 義之 集 86p.

、林 建樹*、山本俊哉*

サトウキビ側枝苗におけるサトウキビ黒穂病菌の検出 H14.2.6 九州病害虫研究会、杉澤武

H14.10.16 サトウキビ試験研究発表会

杉澤武 15.2.6 九州病虫害研究会発表サトウキビ側枝苗におけるサトウキビ黒穂病検定方法の検討 H

山本俊哉*、木村鉄也、松田 果樹バイテク・ゲノム研究会. 講演要旨ナシの連鎖地図 V.ナシリンゴ由来の マーカーのマッSSR

成美*、今井 剛*、齋藤寿広 集 93p.ピングと連鎖地図の統合.
*、澤村 豊*、壽 和夫*、

林 建樹*、松田長生*

峯村万貴*、山本俊哉*、木村 果樹バイテク・ゲノム研究会. 講演要旨SSRマーカーのバラ科 果樹での適用性について.
鉄也、松田長生*、林 建樹* 集 77p.

一般農業雑誌等へ T. Yamamoto*、H. Iketani* Acta Hortic. 587:243-246.The Japanese pear program II. Genetic lincage map i

の投稿 、T. Kimura, Y. Sawamura*n pear.
、T. Imai*、T. Saito*、

M. Shoda*、K. Kotobuki*

、

PCR-マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるメロン黄 下村祥史*、佐藤仁敏、畑谷 九病虫研会報 48：28－32．

化えそウイルス（MYSV）の検出． 達児*、早野由里子*、眞岡哲

夫*

ジャガイモＳウイルスのアンデス系統と普通系統の分子性状比較と 畑谷達児*、上田浩司*、今井 日植病報 69：76．

分子識別． 杏子*、八木橋悠*、久保真一
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*、佐藤仁敏、大島一里*、上

田一郎*

T. Yamamoto*、T. Kimura、M Plant, Animal and Microbe Genomes X.Genetic linkage maps of European and Japanese pears

. Shoda*、T. Imai*、T. Sai Abstracts 214p..
to*、Y. Sawamura*

K. Kotobuki*、N. Matsuta

*、and T. Hayashi*

T. Hayashi*、K. Mochida*、 Plant, Animal and Microbe Genomes X.A genetic linkage map of peach based on SSR and STS

T. Kimura、T. Imai*、N. Ma Abstracts 213p.markers.
tsuta*、M. Yamaguchi* and

T. Yamamoto*

育成者権保護と先端技術の活用 伴 義之、小曽納雅則、木村 養賢堂「農業および園芸」（2002．8 p3

鉄也 -10）

ＤＮＡ多型検出技術のハクサイ純度検査への応用 伴 義之、小曽納雅則、木村 養賢堂「農業および園芸」（2002．9 p6

鉄也 7-73）

食料安全保障と種苗管理センターの役割 伴 義之、小曽納雅則 養賢堂「農業および園芸」

杉澤武 九州病虫害研究会発表予定(投稿中、平成サトウキビ側枝苗生産におけるサトウキビ黒穂病PCR検定の検討

15年発刊予定)

杉澤武、中里工 サトウキビ関係試験成績概要書（P290～2接種側枝苗からのサトウキビ黒穂病の検出

91）

サトウキビ白すじ病の薬剤防除試験 中里工、杉澤武 サトウキビ関係試験成績概要書（P292～2

93）

年度 区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

１５ 学会等へ 論文投稿 Kimura, T., *Y. Sawamura, J. Japan. Soc. Hort. Sci. 72:P.182－Parentage analysis characterized by SSR markers in pear culti
の発表 *K. Kotobuki,*N. Matsuta, 189 (2003)vars.

*T. Hayashi, Y. Ban and

*T. Yamamoto.

Kimura, T.,*H. Iketani, J. Hortic. Sci. Biotech. P.241-247. (Genetic characterization of pear varieties revealed by chloropl
*K. Kotobuki,*N.Matsuta, 2003)ast DNA sequences.
Y.Ban, *T. Hayashi and

*T. Yamamoto.

木村鉄也, *林 建樹, DNA polymorphism. 抄録集 P.55 (2003)ナシ葉緑体 遺伝子間領域の マーカーDNA SNPtrnL-trnF
伴 義之, *山本俊哉.

Kimura,T., *T. Yamamoto, Y DNA polymorphism. 11: P.48-51 (in JapSSR markers developed by enriched genomic libraries in plant
. Ban and, *T. Hayashi. anese) (2003)
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Yoshiyuki BAN, Tetsuya Kim UPOV BMT/8/24 (2003)Protection of Plant Breeder's Rights and Use of Advanced Techn
ura & Masanori Osonoology Identification of registered and infringing varieties
Osono.M, T. Kimura, UPOV BMT/8/23 (2003)Study on detection of specific color gene introduced into carn
N.Sasaki, Y. Banation
Tetsuya Kimura, UPOV BMT/8/22 (2003)Development of SSR Markers and Genetic Identification of Pe
*Toshiya Yamamoto,ar varieties
*Tateki Hayashi and Yoshiy

uki Ban

口頭発表 マーカーを利用したダイズ品種（エダマメ）および輸入加工品 小曽納雅則、木村鉄也、伴 育種学研究５(別２) 2003 P.230Satt
の品種識別 義之

ナシ葉緑体DNAの解析．Ⅱ 領域の塩基配列によるナシ品種 木村鉄也、*池谷祐幸、 育種学研究５(別１) 2003 P.256trnL-F
のタイピング *壽 和夫、*松田長生、

伴 義之、*林 建樹、

*山本俊哉

ラベンダーに含有する香気成分の品種間差 清野義人 園芸学雑誌 第72巻 別(2) P.478 (2003)

ラベンダー香気成分の開花期間中における組成変動の要因 ラベンダー香気成分の開花期 園芸学雑誌 第73巻 別(1) P.152 (2004)

間中における組成変動の要因

上杉伸一、*松尾和人、 育種学研究５(別２) 2003 P.272トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研究
*川島茂人、三浦義徳、

伴 義之、*岡 三徳

天野克紀、*松尾和人、 育種学研究６(別１) 2004 P.160トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研究（Ⅱ

*川島 茂人、三澤 孝、）
伴 義之、*岡 三徳

ナシ果実及び加工品の 分析Ⅲ． 分析による生果実、乾燥果 木村鉄也、小曽納雅則、伴 育種学研究６(別１) 2004 P.102DNA SSR
実、缶詰からの品種同定 義之、*林 建樹、

*山本俊哉

木村鉄也, *副島淳一, 園芸学雑誌 第72巻 別(1) P.147 (2003)ナシとリンゴ由来の マーカーによるマルメロの品種識SSR
*林 建樹, 伴 義之,別
*山本俊哉.

木村鉄也, 小曽納雅則, 園芸学雑誌 第72巻 別(2) P.252ナシ果実及び加工品の 分析I. 生果実乾燥果実, 缶DNA ,

*壽 和夫, *林 建樹, (2003)詰からの 抽出DNA
伴 義之, *山本俊哉.

一般農業雑誌等へ サトウキビ側枝苗生産におけるサトウキビ黒穂病 検定方法の検 杉澤 武、*奥田 充、 九州病害虫研究会報49：P.19-22PCR
の投稿 討 *花田 薫、*岩波 徹、 (2003)

中里 工

伴 義之、小曽納雅則 農業及び園芸 78(７) P.743-750食料安全保障と種苗管理センターの役割（Ⅰ）
(2003)

伴 義之、小曽納雅則、 農業及び園芸 78(６) P.641-645食料安全保障と種苗管理センターの役割（Ⅱ）
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(2003)

植物新品種の保護のための国際同盟（ ）の活動状況と課題 *田畑 真、*金澤浩司、伴 農業および園芸 79(１) P.111-116UPOV
義之 (2004)

海外の新品種審査機関の状況と国際支援等について *沼口憲治、*小出 純、伴 農業および園芸 79(１) P.117-123 (200

義之 4)

種苗管理センターにおける栽培試験の実際 堀口一成、小曽納雅則、伴 農業および園芸 79(１) P.124-130 (2004

義之 )

マーカーを利用したナシの品種識別と親子鑑定 木村 鉄也 農業および園芸 79(１) P.146-150SSR
(2004)

マーカー（ マーカー）を利用したダイズ品種（エダマメ） 小曽納雅則、伴 義之 農業および園芸 79(１) P.190-193DNA SSR
および輸入加工品の品種識別 (2004)

マイクロサテライトマーカーの開発と落葉果樹品種の識別 木村鉄也、*山本俊哉 農業技術 58(８) P.５-８ (2003)

不測時の食料安全保障のためのいも類種苗の緊急増殖技術及び衛星 *山川 理、伴 義之、 平成15年９月 農水省技会事務局研究開発

による情報収集技術マニュアル *斉藤元也 課

（国際種子検査協会）の種子病害標準検査法 佐藤仁敏 植物防疫 57(12) P.552-556(2003)ISTA
育成者権保護のためのイグサ 鑑定の実際と課題 伴 義之 農業および園芸DNA

年度 区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

１６ 学会等へ 論文投稿 木村鉄也、*林 建樹、伴 DNA polymorphism. 12:P.48-50ナシ葉緑体 遺伝子間領域の マーカーDNA SNPtrnL-trn F
の発表 義之、*山本俊哉 (2004）

カーネーション マーカーの開発 木村鉄也、*西谷千佳子、*林 DNA polymorphism.抄録集 P.52 (2004)SSR
建樹、伴 義之、

*山本俊哉

口頭発表 ラベンダー香気成分の開花期間中における組成変動の要因 清野義人、西川恒夫、 園芸学雑誌 第73巻 別(1) 2004

中谷明光 P.152

(Ⅱ) 天野克紀、*松尾和人、 育種学研究６(別１)2004、P.160トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研究
*川島茂人、三澤 孝、

伴義之、*岡 三徳

ジュースからの 木村鉄也、*林 建樹、 園芸学雑誌 第73巻 別(1) 2004ナシ果実及び加工品の 分析Ⅱ. 抽DNA DNA
伴 義之、 *山本俊哉 P.173出と品種の同定

ナシ果実及び加工品の 分析Ⅲ. 分析による生果実,乾燥果実 木村鉄也、小曽納雅則、伴 育種学研究６(別１) 2004 P.102DNA SSR
,缶詰からの品種同定 義之、*林 建樹、

*山本俊哉

バラ マーカーの開発 木村鉄也、*西谷千佳子、小 園芸学雑誌 第73巻 別(2) 2004SSR
曽納雅則、朝野尚樹、伴 義 P.247

之、*山本俊哉



- 72 -

組織培養及び挿し木によるジャガイモ種苗の急速増殖 石田光之、吉田 孝、 園芸学会雑誌 第73巻 別冊２

土屋 實 P.400

シンポジウム等へ マーカー( マーカー)を利用したダイズ品種(エダマメ用)お 小曽納雅則、伴 義之 第10回豆類利用研究会 講演要旨 2004.9DNA SSR
の発表 よび輸入加工品の品種識別

一般農業雑誌等へ 育成者権保護のためのイグサ 鑑定の実際と課題 伴 義之 農業及び園芸 79(4) P.444-456DNA
の投稿 (2004)

年度 区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称

１７ 学会等へ 論文投稿 Development of microsatellite markers in rose (Rosa hybrida Tetsuya Kimura, Chikako Ni Molecular Ecology Notes, 2005( In pre

の発表 L.) shitani*, Hiroyuki Iketan ss)

i*, Yoshiyuki BAN and Tosh

iya Yamamoto*

DNA profilimg on fresh and processed fruits in pear. Breedin Toshiya Yamamoto*, Tetsuya Breeding Science，2005 (In press)

g Science Kimura, Tateki Hayashi* a

nd Yoshiyuki Ban.

口頭発表 バラのSSRマーカーⅡ．SSRマーカーの特徴． 木村鉄也，西谷千佳子*，八 園芸学雑誌 第74巻 別(1)2005、 p183

木雅史*，小曽納雅則，朝野

尚樹，小野崎隆*，

伴 義之，山本俊哉*

オキシペタラムカエルレウムの挿し木発根に影響を及ぼす諸要因 井上由香里、前田秀樹 園芸学雑誌 第74巻 別(1)2005、 p348

ラベンダー香気成分の開花期間中における組成変動の要因(第２報) 清野義人 園芸学雑誌 第74巻 別(1) 2005、

p365

バラのSSRマーカーⅢ．SSRマーカーを用いた品種識別． 木村鉄也，西谷千佳子*，八 園芸学雑誌 第74巻 別(2)2005、

木雅史*，小曽納雅則，小野 p279

崎隆*，伴 義之，山本俊哉*

防風ネットによるトウモロコシの花粉飛散と交雑の抑制作用(第１ 天野克紀、芝池博幸*、杜明 育種学研究、2005、第７巻１・２号：p20

報) 遠*、川島茂人*、松尾和人* 2

、三澤孝、伴義之、岡三徳*

トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研究(第3報) 下田聡、芝池博幸*、川島茂 育種学研究、2005、第7巻（別1・2）：p2

人*、三澤孝、伴義之、岡三 01

徳*

オキシペタラムカエルレウムの挿し木発根に影響を及ぼす諸要因 井上由香里、前田秀樹 園芸学会雑誌 第74巻 別(2) 2005、p231

－挿し木温度の影響－

SSRマーカーによる国内産ばれいしょの品種識別 朝野尚樹、小曽納雅則、伴 園芸学会雑誌 第75巻 別(1) 2006、p327

義之

ラベンダーに含有するモノテルペン類香気成分生成の経時変化 清野義人 園芸学会雑誌 第74巻 別(2) 2005、p512

シンポジウム等へ 果実加工品に関するDNA鑑定（現状と展望）． 木村鉄也，大橋義孝*，西谷 果樹バイテク研究会．2005、抄録集p16

の発表 千佳子*，寺上伸吾*，伴 義
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之，山本俊哉*

一般農業雑誌等へ 国内外の種バレイショ生産の原状と施設内生産の可能性(Ⅰ)(Ⅱ)( 伴 義之、朝野尚樹、牧野 農業及び園芸、2005、80(8)、(9)、(10)

の投稿 Ⅲ) 華 、p894-903、p977-982、p1092-1100

注：氏名の*印は、種苗管理センター職員以外の者である。



別添２－１

【予算】
（単位：百万円）

13～17年度予算 13年度決算 14年度決算 15年度決算 16年度決算 17年度決算
金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額

収入
運営費交付金 15,525 3,177 3,198 2,987 3,130 3,142 15,634 100.70%
施設整備費補助金 1,611 208 302 350 234 242 1,336 82.93%
受託収入 294 65 65 59 74 76 339 115.31%
諸収入 730 332 156 151 183 145 967 132.47%

原原種売却収入 699 144 146 133 137 137 697 99.71%
その他の収入 31 188 10 18 46 8 270 870.97%

関西農場売払収入 1,088 26 554 477 0 0 1,057 97.15%
前年度からの繰越金 0 0 0 127 103 32 － －
計 19,248 3,808 4,275 4,151 3,724 3,637 19,333 100.44%

支出
業務経費 1,391 423 421 452 471 457 2,224 159.88%

うち 栽培試験業務関係経費 495 91 90 95 82 89 447 90.30%
種苗検査業務関係経費 221 43 47 75 66 55 286 129.41%
種苗生産業務関係経費 413 244 240 240 293 288 1,305 315.98%
調査研究業務関係経費 262 45 43 41 27 25 181 69.08%
（遺伝資源業務経費） 0 0 1 1 3 0 5 －

施設整備費 1,611 208 287 348 234 242 1,319 81.87%
受託経費 294 65 65 59 74 76 339 115.31%
一般管理費 2,008 196 244 221 243 250 1,154 57.47%
人件費 12,856 2,503 2,596 2,544 2,574 2,597 12,814 99.67%
西日本農場施設整備等経費 1,088 1 476 426 50 0 953 87.59%
（13・14年度は、関西農場移転経費）
計 19,248 3,396 4,089 4,050 3,646 3,623 18,804 97.69%

注 ・平成13年度決算の収入のうちその他の収入には、消費税還付額 178百万円を含む。
・種苗生産業務関係経費の予算については、予算額413百万円のほか、一般管理費の種苗生産関連管理費が928百万円計上されている。
・一般管理費の予算には、種苗生産関連管理費928百万円が含まれている。
・遺伝資源業務経費は、受託収入で不足した経費について運営費交付金により支出した分である。

決算額合計 対予算額比区　　　　　　　　　　　　　別



別添２－２

【収支計画】
（単位：百万円）

13～17年度計画 13年度決算 14年度決算 15年度決算 16年度決算 17年度決算
金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額

費用の部 17,646 3,389 3,455 3,430 3,369 3,390 17,033 96.53%
経常費用 16,558 3,389 3,401 3,336 3,365 3,390 16,881 101.95%

人件費 12,856 2,503 2,692 2,544 2,574 2,597 12,910 100.42%
業務費 1,560 596 409 497 480 477 2,459 157.63%
一般管理費 1,861 204 225 221 243 250 1,143 61.42%
減価償却費 281 86 75 74 68 66 369 131.32%

財務費用 0 0 0 0 0 0 0 －
臨時損失 1,088 0 54 94 4 0 152 13.97%

収益の部 17,646 3,568 3,456 3,340 3,375 3,488 17,227 97.63%
運営費交付金収益 15,253 2,845 3,098 3,039 2,987 3,130 15,099 98.99%
施設費収益 0 0 0 22 0 0 22 －
受託収入 294 65 66 59 74 76 340 115.65%
諸収入 730 153 156 145 146 143 743 101.78%

原原種売却収入 699 144 146 133 137 137 697 99.71%
その他の収入 31 9 10 12 9 6 46 148.39%

資産見返運営費交付金戻入 243 85 14 27 98 115 339 139.51%
資産見返物品受贈額戻入 38 2 61 46 32 20 161 423.68%
雑益 0 239 5 1 28 2 275 －
臨時利益 1,088 179 55 1 10 2 247 22.70%

純利益 0 179 1 △ 90 6 98 194 －
目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 －
総利益 0 179 1 △ 90 6 98 194 －

決算額合計 対計画額比区　　　　　　　　　　　　　別



別添２－３

【資金計画】
（単位：百万円）

13～17年度計画 13年度決算 14年度決算 15年度決算 16年度決算 17年度決算
金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額

資金支出 19,248 3,633 4,089 4,050 3,646 3,623 19,041 98.92%
業務活動による支出 16,306 2,972 3,326 3,276 3,306 3,324 16,204 99.37%
投資活動による支出 2,942 224 763 774 340 299 2,400 81.58%
財務活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 －
次年度への繰越金 0 437 0 0 0 0 437 －
次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 －

資金収入 19,248 3,633 4,275 4,151 3,724 3,637 19,158 99.53%
業務活動による収入 16,549 3,399 3,419 3,197 3,387 3,363 16,765 101.31%

運営費交付金による収入 15,525 3,177 3,198 2,987 3,130 3,142 15,634 100.70%
受託収入 294 65 65 59 74 76 339 115.31%
その他の収入 730 157 156 151 183 145 792 108.49%

投資活動による収入 2,699 234 856 827 234 242 2,393 88.66%
施設整備費補助金による収入 1,611 212 302 350 234 242 1,340 83.18%
その他の収入 1,088 22 554 477 0 0 1,053 96.78%

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 －
前年度からの繰越 0 0 0 127 103 32 － －

決算額合計 対計画額比区　　　　　　　　　　　　　別



別添３

施設・設備の内容 予定額（百万円） 施設・設備の内容 実績額（百万円）

庁舎便所水洗化等改修 庁舎便所水洗化等改修 71                             
病害検査温室新築 病害検査温室新築 113                           
保護網室建替 保護網室建替 75                             
種いも選別舎改修 種いも選別舎改修 15                             

１３年度計 280                           274                           
＜栽培試験＞ ＜栽培試験＞

栽培試験用温室 軽量鉄鋼加温ハウス新築、品種保存庫増築

軽量角パイプハウス 軽量角パイプハウス新築

育苗温室 育苗温室新築

用土・堆肥調製施設 栽培試験用土調製施設新築

鳥獣害対策用フェンス 害獣侵入防止柵設置

ほ場排水路　　　　　　等

＜種苗検査＞ ＜種苗検査＞

種苗検査用温室　　　　等 種苗貯蔵管理施設新築等

＜種苗生産＞ ＜種苗生産＞

堆肥舎 堆肥舎、堆肥熟成保管施設新築

蔗苗貯蔵庫 蔗苗貯蔵庫新築

種苗貯蔵管理施設 収納施設新築、貯蔵冷房設備新設

保護網室 保護網室改修、自動薬散設備設置

ほ場配水施設　　　　　等 ほ場排水路整備、車両洗浄設備新設

＜管理事務＞ ＜管理事務＞

庁舎給水設備等改修 ポンプ室設備工事

庁舎上水道設備改修 庁舎上水道設備改修

道路法面改修　　　　　等 道路改修、給油施設改修、庁舎屋根改修等

１４～１７年度計 1,331±δ １４～１７年度計 1,050              

施設・設備の内容 予定額（百万円） 施設・設備の内容 実績額（百万円）

栽培試験温室新築

育苗温室新築

実験棟新築

病害検定温室新築

受変電設備新設

フイルム温室細霧冷却ファン設置

事務所改修　等

１４～１６年度計 613                

　　第Ⅰ期中期計画期間　種苗管理センター　施設整備実施一覧表

１４
｜

１７

施設整備
費補助金

１３ 施設整備
費補助金

年度別
中　　期　　計　　画 中期計画期間中の実績

財源

１４
｜

１６

関西農場
売却収入

　関西農場の売却収入により行った西日本農場の施設整備実施一覧表

年度別
中　　期　　計　　画 中期計画期間中の実績

財源




