
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】
　独立行政法人農業生物資源研究所及び独立
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法人統合検討打ち合わせ会議を設置して、業
務、財務、労務等の各課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 れらの研究所と種

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）

農林水産省

法人名

【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、農業生物資源研究所及び種苗管
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。

[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
月） ]

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）

資料 ３－９

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）。］

【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）。］

４月）。]
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農業環境技術
研究所
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生物の生育環境に関
する技術上の基礎的
な調査研究
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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 独立行政法人農業環境技術研究所  府省名 農林水産省 

沿 革 

明治 26 年     農商務省農事試験場 

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     農林水産省農業環境技術研究所 

平成 13 年     特定独立行政法人農業環境技術研究所 

平成 18 年     非特定独立行政法人農業環境技術研究所 

平成 23 年（予定） （独）農業生物資源研究所、（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（16 年見直し） 第２期：平成 18 年度～22 年度 

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 

１８０人 
４人（２人） ３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 ４，２２７ ４，４００ ４，７１１ ４，８７２ ４，１６６  

特別会計 ０ ０ ０ ０ ０  

計 ４，２２７ ４，４００ ４，７１１ ４，８７２ ４，１６６  

 うち運営費交付金 ３，１０６ ３，２８０ ３，１４２ ３，３０６ ３，１５５  

 うち施設整備費等補助金 １１９ １０１ ９７ ４８ ８０  

 うちその他の補助金等 １，００２ １，０１９ １，４７２ １，５１８ ９３１  

支出予算額の推移  （単位：百万円） ４，４８７ ４，３６６ ４，１７６ ４，２９６ ４，１６９  

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 ８０４ ２０５ １７１ １４７  

（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） ０ １３６ ９２ ２３７  
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行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） ４，２５４ ４，１４０ ３，８６４ ４，４６４ (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 

共同研究での外部資金の受け入れや、土地、施設の利用期間外における民間研究機関等への財産の貸し付けによる自己

収入の増加など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、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 年度の一般管理費については対前年度比 114.6％と増加した。これは、受託費からの光熱水費への支出額の減

少と、電気料金等の金額の高騰が主な要因となっている。業務経費については対前年度比 96.8％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 年度末までに前期比で 5.4％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行ってきている。また、役職員の給与について必要な見直

しを行った。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人農業環境技術研究所 府省名 農林水産省 

事務及び事業名 農業生産の対象となる生物の生育環境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 

・カドミウム汚染土壌の修復など農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究開発 

・生物多様性研究など自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造と機能の解明 

・長期モニタリングなど農業環境生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

【主な研究課題】 

農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発、自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造と機能の解明及び

管理技術の開発、農業生態系の機能の解明を支える基礎的・基盤的研究を実施。 

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) 

百万円 

（ 百万円）

支出予算額 

(対 21 年度当初予算増減額) 

百万円  

（ 百万円） 

事務及び事業に係る職員数（平成21年１月１日現在） １８０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、農業生物資源研究所及び

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。 

 

[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 

農業環境技術研究所の行う事務・事業は、農業環境の保全及び改善についての研究を通して持続的な農業生産

を実現するという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を中心とした業務であり、国家

の安定した食料供給を支える、突発的な事故の際には農産物の汚染実態・影響調査等を迅速かつ確実に行うなど

国民にとって必要性が極めて高く、かつ収益性の低い事業であり、今後とも独立行政法人の形態で実施すること

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 独立行政法人農業環境技術研究所 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 

独立行政法人農業生物資源

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

等の各課題について検討を

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）。］ 

 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独

立行政法人農業生物資源研

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、独立行政

法人種苗管理センターと一

体化し統合する。 

 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 独立行政法人農業環境技術研究所 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 18 年４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。

 

上記措置を講ずる理由 
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法人名 独立行政法人農業環境技術研究所 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 

土地や建物の利用状況調

査と利用計画を精査し、利

用計画のない期間について

は外部への貸し付けを実施

する。 

 

[土地や建物の利用計画の

ない期間において、外部に

貸し付けることが可能となる

よう規程を整備し、財産貸付

収入の増加を図る。また、知

的財産権の積極的な利活用

を図るとともに、共同研究で

外部資金を受け入れること

ができるよう規程を改正す

る。] 

   

上記措置を講ずる理由 
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