
府省名

事務及び事業名 具体的措置（又は見直しの方向性）

中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表（案）

２．組織の見直しに係る具体的措置
（又は見直しの方向性）

【法人形態の見直し】
　独立行政法人農業環境技術研究所及び独立
行政法人種苗管理センターとの統合へ向けて、
各法人の理事長、理事で構成する３法人統合準
備委員会を設置し、その下に実務的検討を行う
３法人統合検討打合せ会議を設置して、業務、
財務、労務等の各問題について検討を進めてい
る。法案については平成22年通常国会提出に向
け準備中である。
［先端研究分野で共通する農業生物資源研究所
と農業環境技術研究所を統合するとともに、これ
らの先端研究と種苗に関する知的財産の保護・
活用とを結び付けるため、これらの研究所と種
苗管理センターとを一体化し統合する（平成23年

農林水産省

１．事務及び事業の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性）

【統合】
　独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決
定）において決定された、農業環境技術研究所及び種苗管
理センターとの統合をスムースに行い、統合効果が発揮され
るよう、生命科学と環境科学の横断連携研究、融合研究の
推進による新たな展開と革新的な技術開発を目指した研究
課題の設定を検討する。
　ジーンバンク事業について、農業環境技術研究所と種苗管
理センターがサブバンクとして担ってきた部分をセンターバン
クに統合した事業推進体制にし、新法人において一元的に
活動する。

[先端研究分野で共通する農業生物資源研究所と農業環境
技術研究所を統合するとともに、これらの先端研究と種苗に

法人名
３．運営の効率化及び自律化の見直しに
　　係る具体的措置（又は見直しの方向性）

【保有資産の見直し】
　松本研究拠点、岡谷研究拠点の事務・事業を
つくばに再編統合に伴い、平成20年度に廃止済
の松本地区の庁舎等敷地は一部を同年度中に
売却、残りを平成21年度に売却予定。岡谷地区
については、平成22年度に廃止後、借地返還予
定。
［松本研究拠点、岡谷研究拠点の事務・事業を
つくばに再編統合するとともに、松本地区は平成
20年度末、岡谷地区は平成22年度末に廃止す
る。］
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苗管理センタ とを 体化し統合する（平成23年
４月）。］

【支部・事業所等の見直し】
　総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の
「勧告の方向性」（平成16年12月）を受け、松本・
岡谷拠点（生活資材開発ユニット）における事
務・事業をつくばに再編統合し、両拠点を廃止す
る。平成20年度廃止済の松本地区の庁舎等敷
地は一部を同年度中に売却、残りを平成21年度
に売却予定。岡谷地区については、平成22年度
に廃止後、借地返還予定。

【組織体制の整備】
　法人形態の見直しに伴い、効率的な組織体制
について検討を進めている。
［先端研究分野で共通する農業生物資源研究所
と農業環境技術研究所を統合するとともに、これ
らの先端研究と種苗に関する知的財産の保護・
活用とを結び付けるため、これらの研究所と種
苗管理センターとを一体化し統合する（平成23年
４月）。］

生物資源の農業上の
開発・利用に関する
技術上の基礎的な調
査・研究

技術研究所を統合するとともに、これらの先端研究と種苗に
関する知的財産の保護・活用とを結び付けるため、これらの
研究所と種苗管理センターとを一体化し統合する（平成23年
４月）。]

独立行政法人
農業生物資源
研究所

資料 ３－６
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名  独立行政法人農業生物資源研究所 府省名 農林水産省 

沿 革 

大正３年  農商務省蚕業試験場 

大正 14 年 農林省蚕業試験場 

昭和 20 年 農林省蚕糸試験場 

昭和 53 年 農林水産省蚕糸試験場 

昭和 63 年 農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所 

 

昭和 25 年 農林省農業技術研究所 

昭和 53 年 農林水産省農業技術研究所 

昭和 58 年 農林水産省農業生物資源研究所 

平成 13 年     特定独立行政法人農業生物資源研究所 

平成 18 年     非特定独立行政法人農業生物資源研究所 

平成 23 年（予定） （独）農業環境技術研究所、（独）種苗管理センターと統合予定                   

中期目標期間 第１期：平成 13 年 4 月～18 年３月  第２期：平成 18 年４月～23 年３月 

役員数及び職員数 

（平成21年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 

３８７ 人 
５人（２人） ４人（１人） １人（１人）

年  度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成22年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 11,370 10.963 11,433 11,178 11,075  

特別会計 0 0 0 0 0  

計 11,370 10,963 11,433 11,178 11,075  

 うち運営費交付金 7,629 7,467 7,526 7,209 7,210  

 うち施設整備費等補助金 104 370 217 279 175  

 うちその他の補助金等 3,637 3,126 3,690 3,690 3,690  

支出予算額の推移  （単位：百万円） 11,823 11,623 11,447 12,025 12,331  

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 1,621 392 375 452  

（単位：百万円） 発生要因 ①平成 17 年度においては、独法会計基準第 80 の３及び第 94 に基づき、平成 17 年度までの第１期中期目標期間中の積立

金及び平成 17 年度の未処分利益を計上。 

②平成 18 年度においては、個別法に基づき承認された第１期中期目標期間中に自己収入により取得した資産の期末簿価

額、たな卸資産及び前渡金等の前中期目標期間繰越積立金を計上。残余については国庫に納付。 

③平成 19 年度以降においては、通則法第 44 条第１項に基づく積立金及び当期未処分利益を計上。 

見直し案 適切な会計処理である。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 0 481 707 716  
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行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 

9,190 9,379 8,788 12,682

(見込み) (見込み)  

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

事務・事業のより一層の効率化により行政サービス実施コストの削減に努めている。 

平成 20 年度は、平成 19 年の法人税法改正に伴い、有形固定資産の減価償却方法を改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更したことから減価償却額が大幅に増加したこと及び松本地区移転に伴う現物出資資産の減損を認識したこと 

から行政サービス実施コストが増加した。 

中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 20 年度実績) 

・平成 18、19 年度の「業務運営の効率化」についての毎年度評価は「Ａ」であり、効率化は順調に進められている。 

・平成 20 年度の一般管理費は前年度比 3％削減、業務経費は前年度比１％の削減を達成。 

・人件費の中期目標期間中の 5％削減については 20 年度末に前期比で 4.8%削減となっている。採用計画を策定して適正

に管理しており、期末に達成できる見込み。 

・給与の見直しは国家公務員の給与構造改革を踏まえて適正に改正を行ってきており、給与水準は国家公務員を下回って

いる。 

・組織の効率化では、松本地区のつくばへの統合を平成 20 年度に完了し、それに伴って庶務室甲信庶務チームを廃止し

た。岡谷地区については平成 22 年度末のつくば地区への統合に向けて作業を進めている。 

 



- 3 - 
 

Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農業生物資源研究所 府省名 農林水産省 

事務及び事業名 生物資源の農業上の開発・利用に関する技術上の基礎的な調査・研究 

事務及び事業の概要 

・遺伝資源とゲノム情報を組み合わせたアグリバイオリソースの高度化と活用 

・農林水産生物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明 

・遺伝子組換えなど新たな生物産業の創出に向けた生物機能利用技術の開発 

・ジーンバンク事業におけるセンターバンク 

【主な研究課題】 

アグリバイオリソースの高度化と活用研究、ゲノム情報と生態情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発、バ

イオテクノロジーを活用した新たな生物産業の創出を目指した研究開発 

事務及び事業に係る 22 年度予算要求額 
国からの財政支出額 

(対 21 年度当初予算増減額) 

円 

（ 円）

支出予算額 

(対 21 年度当初予算増減額) 

円  

（ 円） 

事務及び事業に係る職員数（平成21年１月１日現在）
 

３８７ 人 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

 

※[ ]内は整理合理化計画の該当箇所の記述 

独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）において決定された、農業環境技術研究所及び

種苗管理センターとの統合をスムースに行い、統合効果が発揮されるよう、生命科学と環境科学の横断連携研究、

融合研究の推進による新たな展開と革新的な技術開発を目指した研究課題の設定を検討する。 

ジーンバンク事業について、農業環境技術研究所と種苗管理センターがサブバンクとして担ってきた部分をセ

ンターバンクに統合した事業推進体制にし、新法人において一元的に活動する。 

[先端研究分野で共通する農業生物資源研究所と農業環境技術研究所を統合するとともに、これらの先端研究と

種苗に関する知的財産の保護・活用とを結び付けるため、これらの研究所と種苗管理センターとを一体化し統合

する（平成 23 年４月）。] 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

なし 

上記措置を講ずる理由 

農業生物資源研究所の行う事務・事業は、新たな機能をもった農作物の開発等我が国農業の生産性の飛躍的向

上や、生物機能の利用による新産業の創出等の技術革新を通して、国民生活及び社会経済の安定等に寄与するな

ど、農林水産行政における政策課題の解決に資するための基礎研究であり、国民にとって必要性が極めて高く、

かつリスクが高く収益性が低い事業であることから、今後とも独立行政法人として実施することが不可欠である。 
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Ⅲ．組織の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農業生物資源研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 法人形態の見直し 支部・事業所等の見直し 組織体制の整備 非公務員化 

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

 

※[ ]内は整理合理化計画の該当箇所の記述 

独立行政法人農業環境技術

研究所及び独立行政法人種

苗管理センターとの統合に

向けて、各法人の理事長、

理事で構成する３法人統合

準備委員会を設置し、その

下に実務的検討を行う３法

人統合検討打合せ会議を設

置して、業務、財務、労務等

の各問題について検討を進

めている。法案については

平成 22 年通常国会提出に

向け準備中である。 

 

 

 

[先端研究分野で共通する

農業生物資源研究所と農業

環境技術研究所を統合する

とともに、これらの先端研究

と種苗に関する知的財産の

保護・活用とを結び付けるた

め、これらの研究所と種苗

管理センターとを一体化し統

合する（平成 23 年４月）。] 

総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会の「勧告の

方向性」（平成 16 年 12 月）

を受け、松本・岡谷拠点（生

活資材開発ユニット）におけ

る事務・事業をつくばに再編

統合し、両拠点を廃止する。

松本拠点については、平成

21 年 3 月末をもって移転を

完了し、岡谷拠点について

は、平成22年度末の移転に

向け準備を進めている。 

法人形態の見直しに伴い、

効率的な組織体制について

検討を進めている。 

 

 

 

 

 

[先端研究分野で共通する

農業生物資源研究所と農業

環境技術研究所を統合する

とともに、これらの先端研究

と種苗に関する知的財産の

保護・活用とを結び付けるた

め、これらの研究所と種苗

管理センターとを一体化し統

合する（平成 23 年４月）。] 

平成 18 年に措置済み。 
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上記措置を講ずる理由 

先端研究分野で共通する農

業環境技術研究所と統合す

る。また、これら先端研究と

種苗に関する知的財産の保

護・活用を結びつけるため、

種苗管理センターと一体化

し統合する。 

 

松本・岡谷両拠点をつくば地

区に再編統合することによっ

て、絹タンパクの高機能化に

よる医療用素材等の開発を

通じた新作業創出に関する

研究を効率的かつ確実に実

施する。 

新法人は研究開発力の強

化、イノベーション創出につ

ながる斬新で柔軟な組織運

営が求められる一方、統合

当初から遅滞なきスムース

な業務運営が求められてい

る。 

このため、新たな法人の組

織と業務の内容について、

具体的な内容を議論すると

同時に、情報の共有化を強

力に進める等により、効果

的・効率的な組織運営を検

討する必要がある。 
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Ⅳ．運営の効率化及び自律化の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農業生物資源研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 業務運営体制の整備 随意契約の見直し 給与水準の適正化 保有資産の見直し 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

 

※[ ]内は整理合理化計画の該当箇所の記述 

法令遵守の徹底を図るため

の、コンプライアンス委員

会を平成 20 年 10 月に設置

した。 

 

 

[コンプライアンス委員会

を設置する。] 

随意契約見直し計画（平成

19 年 12 月）に基づき、従

来の随意契約により行って

いた契約を一般競争入札に

移行するなど、見直し計画

の達成に向け取組んでい

る。 

給与水準については、独立

行政法人通則法第63条第3

項に基づき、一般職の職員

の給与に関する法律の適用

を受ける国家公務員の給

与、その他の事情を考慮し

決定しており、今後とも給

与水準の適正化に努める。

松本研究拠点、岡谷研究拠

点の事務・事業のつくばへ

の再編統合に伴い、松本地

区は平成 20 年度末に廃止

済。庁舎敷地等については、

庁舎等敷地は一部を平成

20 年度に売却し、残りを平

成 21 年度に売却予定。岡谷

地区については、平成２２

年度に廃止後、借地返還予

定。 

［松本研究拠点、岡谷研究

拠点の事務・事業をつくば

に再編統合するとともに、

松本地区は平成 20 年度末、

岡谷地区は平成 22 年度末

に廃止する。］ 

上記措置を講ずる理由 

   松本地区については、平成

２０年度末に閉鎖し、岡谷

地区については、平成 22

年度末に移転が決定してい

るため、松本地区について

は、売却し、岡谷地区につ

いては、借地を返却する。 
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法人名 独立行政法人農業生物資源研究所 府省名 農林水産省 

見直し項目 自己収入の増大 官民競争入札等の導入   

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

 

※[ ]内は整理合理化計画の該当箇所の記述 

知的財産に結びつく共同研

究を促進するため、各種展

示会及び講演会等で研究成

果を紹介し、民間企業等と

の積極的な共同研究の実施

を図っている。特許権等につ

いては、21 年度より育成品

種の新規の利用料の見直し

を実施し、ジーンバンク事業

については、事業の利用拡

大を図るため、遺伝資源配

布価格等に係る関係規程・

規則を改正した。 

 

［民間との共同研究による知

的財産権の取得を促進する

とともに、特許権等の譲渡・

許諾料率の見直し、ジーン

バンク事業の配布価格の見

直しを実施する。］ 

   

上記措置を講ずる理由 
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