
参考資料１

分科会で使用した各独立行政法人の中期目標の概要資料



独立行政法人農林水産消費安全技術センターの次期中期目標案（概要）

平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間

中期目標の期間

業務運営の効率化に関する事項業務運営の効率化に関する事項

○効率的な組織体制の確保と適正な要員配置
農業生産資材の安全に関して 専門技術力を有する人材を育成し 適正な要員を配置

○保有資産の見直し
堺ほ場を廃止し 廃止に伴い生じた不要資産を平成２４年度

効率的な組織体制と業務の重点化 資産の見直しとコスト削減

・ 農業生産資材の安全に関して、専門技術力を有する人材を育成し、適正な要員を配置
・ 平成２４年度に、門司事務所の福岡センターへの移転・統合に必要な経費とその確保を検討
し、統合による業務の効率化を図る方向で検討

・ 札幌センターの管理部門について、統合の利点を生かし、より効果的・効率的に業務を運営

○相談業務の重点化

・ 堺ほ場を廃止し、廃止に伴い生じた不要資産を平成２４年度
に国庫へ返納

○人件費の削減等
・ 業務運営コストの縮減
・ 人件費の削減

○自己収入の確保・ 相談窓口について、センターの専門性を生かして企業等からの技術的な相談のみに対応し、
相談業務を縮減

・ センターが主催する講習会等について、検査等業務を通じて蓄積された技術的知見を事業者
等へ提供するものに特化

○自己収入の確保
・ 受益者負担の適正化を図ること等により、自己収入を確保

○契約の点検・見直し
・ 透明性が高く効果的な契約の在り方を追求、一層の透明性の確保を追求し、情報提供の在り方を検討

○事業の重点化及び透明性の確保
・ 評価結果を事業の選定・実施に適切に反映させることにより 事業の重点化及び透明性を確保

・ センターの技術的・専門的優位性を踏まえた効果的な連携体
制を構築
・ 国民生活センターとの連携については、センターのみが分析

透明性の確保 関係機関との連携

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

・ 評価結果を事業の選定・実施に適切に反映させることにより、事業の重点化及び透明性を確保

○内部統制の充実・強化
・ 理事長のリーダーシップの下、内部統制の更なる充実・強化

可能な項目を対象に、具体的な項目についてあらかじめ協議す
る仕組みを定めた両者間の協定に基づき、適切に対応

○食品の安全と消費者の信頼の確保のための的確・迅速な対応
・ 緊急に対応すべき課題が生じた場合に備えて、検査等業務に関する知見やノウハウを結集した対応体制を整備
・ 分析機関に求められる国際標準である「ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づく品質保証体制を構築

○調査研究の充実

民

・ 調査研究課題の選定、結果の評価等は、農林水産省関係部局の要望を踏まえ、外部有識者を含めた委員会において行い、その実施に当たっては、必要に応じて
大学又は研究機関との共同試験等により充実

○情報セキュリティの強化
・ センターのＩＴ事情に応じた情報セキュリティ対策を実施



Ⅰ．業務運営の効率化に関する事項

独立行政法人種苗管理センター 第３期中期目標案（概要）

１．農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 ３．ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布
等

○新たな農林水産省知的財産戦略に即した栽培試験結果の相互使
用の推進等 ○原原種生産の効率化

・審査の国際標準化、迅速化に資するため、栽培試験方法や評価手法に
ついて他国の方法等との調和を図り、栽培試験結果の相互使用を推進す
る。

・栽培試験の報告期限の短縮を図る。
（栽培試験終了後 平均して現在3か月で農林水産省に報告されていると

・新たな「食料・農業・農村基本計画」に即し、品質・生産力の向上、省力化及びコス
トの低減を図り、効率的な原原種の生産を行う。

・民間におけるマイクロチューバー等の器内増殖技術を用いた原原種生産の定着
状況等を踏まえつつ、民間等への部分的な移行を引き続き行う。

（栽培試験終了後、平均して現在3か月で農林水産省に報告されていると
ころを、今後2.7か月以内に報告する）

・栽培試験に係る民間委託の拡大を図るため、公募案件数の拡大に努め
る。

○効率的な育成者権の侵害対策及び活用促進

・原原種の配布価格については、関係都道府県や生産団体と協議しつつ、一般栽
培農家の経営に大きな影響を与えることなくその価格を引き上げ、自己収入の拡

○ばれいしょ原原種配布価格の見直しと余剰種苗等の販売量の増加

○効率的な育成者権の侵害対策及び活用促進
・登録品種の育成者権侵害等に対する機動的な対応を行うため、品種保護
Ｇメンの柔軟な配置等による効率的な運営体制を確立する。

・品種保護Ｇメンの海外への派遣については、制度未整備国における啓発
に十分効果が見込まれる対象に限定するとともに、十分効果が発揮できる
方法により行う

大を図る。

・余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗の一般種いも等としての販売量の増加に
ついて、引き続き関係機関と協議し、自己収入の拡大を図る。

２．農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗
の集取、立入検査等

４． １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

・期待される業務の改善に係る具体的な成果目標を明確にする。

方法により行う。

５． 業務運営一般の効率化

・効率化目標の設定、役職員の給与水準の適正化、契約の点検・見直し、保有資
産の見直し及び内部統制の充実・強化を行い 業務運営 般の効率化を図る

・実験室における品質検査をすべて本所へ集約化するとともに、北海道
中央農場及び西日本農場については、配置人員の適正化を図る。

○種苗検査の集約化

○検査手数料の見直し 産の見直し及び内部統制の充実・強化を行い、業務運営一般の効率化を図る。○検査手数料の見直し

・種苗業者等からの依頼に基づく種苗検査については、管理費も含めて検
査コストに見合った料金を徴収するように手数料を見直す。



Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１．農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 ３．ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

○新たな農林水産省知的財産戦略に即した栽培試験の実施体制の ○需要に即した原原種の安定供給

・栽培試験を効率的に実施するための実施体制を強化する。

・栽培試験のリファレンスコレクションについては、対照品種として迅速に供
試するために品種の整理を行いながら保存体制を整備し、新たに1,500点を
拡大する

新 な農林水産省 財産戦略 即 栽培試験 実施体制
強化等

需要 即 原原種 安定供給

・新たな食料・農業・農村基本計画に即し、需要量に対応した原原種の供給量を安
定的に確保する。

・ばれいしょ原原種の培養系母本を基にした急速増殖技術を活用した生産体系に
おいて、培養変異のチェックを強化し品種の純粋性の維持を図る。

拡大する。

○育成者権の侵害対策及び活用促進と水際取締制度の強化に向け
た連携

・植物に関する知的財産権制度が未整備の国に関する情報については、
関係行政機関で共有するとともに、特に水際対策を実施する税関に対し、
定期的 情報提供を行うなど 積極的な協力体制を構築する

・ばれいしょにおける生食、加工食品用、でん粉原料等の用途に応じた原料ばれい
しょの安定供給体制の構築や加工食品用途への供給拡大に対応するため、急速
増殖によるミニチューバーを用いた原原種生産体系の拡大による新品種等の原原
種の供給期間の短縮を図る。

４．１～３の業務に係る技術に関する調査及び研究
定期的に情報提供を行うなど、積極的な協力体制を構築する。
・６次産業化の促進に向け、地域資源を活かした新たな産業の創出等を支
援するため、品種の保護活用に関するアドバイスを行う。

・育成者による権利行使を支援するため、ＤＮＡ分析による品種類似性試
験の対象作物の拡大を図る。

・育成者権の保護強化を図り、海外での権利侵害の事実の確認や適切かつ迅速
な水際取締を可能とするため、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象作物の拡
大のための技術開発等を行う。大のための技術開発等を行う。

・農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の実用化を行う。

・種子伝染性病害に対するニーズを踏まえ、重要な種子伝染性病害の検査法を確
立する。

○東アジア植物品種保護フォーラムの推進に向けた支援

・東アジア植物品種保護フォーラムの活動強化を支援するため、参加
国等に対する栽培試験技術の付与や品種保護関係の人材育成に向け、
積極的な協力を行う。

５．種苗に係る情報の収集、整理及び提供並びに技術指導

○海外採種の拡大に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査
等の充実

・農山漁村の６次産業化を推進する観点から、センターが保有するリファレンスコレク
ション等について、必要な情報の提供を行う。

２．農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗
の集取、立入検査等

６．農作物に関する技術上の試験及び研究の素材となる植物の保存及び
増殖

等の充実
・指定種苗の表示検査及び集取を計画的かつ的確に実施する。
・海外採種の増加にかんがみ、病害検査の実施点数を増加させる。
・カルタヘナ法に基づく立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する。

○種子流通の国際化に対応した依頼検査の実施

種 流通 際化 種苗業者 お る ク管 必 性 高ま 等

・ジーンバンク事業についてはサブバンクとしての業務を適確に実施する。

生物多様性条約第10回締結国会議において議決された名古屋議定書の内容の円・種子流通の国際化、種苗業者におけるリスク管理の必要性の高まり等に
対応するため、依頼検査における検査項目の拡大を図る。

・ＥＵ向け輸出野菜種子の検査及びＯＥＣＤ品種証明制度に基づくてんさい
種子の検査を着実に実施する。

・生物多様性条約第10回締結国会議において議決された名古屋議定書の内容の円
滑な推進に向け、センターが有する遺伝資源植物の保存・増殖技術や品種特性分
析手法について、その活用を図ることとし、遺伝資源へのアクセス等に関する会議等
に職員を派遣する。



機密性○情報 ○○限り家畜改良センターの本中期目標期間（H18～H22）の業務

○ 家畜改良センターは、家畜改良・増殖業務と飼料作物種苗の増殖業務及び牛トレーサビリティ

家畜の改良増殖及び飼養管理の改善 牛トレーサビリティ法に基づく業務

法に基づく業務をはじめとし、その業務は大きく８つに区分されます。

○ 家畜の改良増殖（乳用牛・肉用牛・豚・鶏・馬など）
・種畜の生産・供給
・遺伝的能力評価

家畜の改良増殖及び飼養管理の改善

○ 牛個体識別台帳の管理（牛の出生からと畜まで
の個体情報の記録・保存・公表等の事務）

牛トレ サビリティ法に基づく業務

○ 家畜の遺伝資源の保存
○ 飼養管理技術の改善

○ 育種改良関係技術
・生産性に関する遺伝子の解析と改良への応用

調査研究

・食味に関する評価手法の開発と改良への応用
○ 繁殖関連技術
・受精卵等の生産技術や凍結保存技術の改善
○ 飼養管理関連技術

○ 繁殖用の雄畜に対する、伝染性疾患や遺伝性疾患
の検査並びに血統、能力、体型による格付検査

種畜検査

○ 調査研究・業務成果等の普及のための情報提供

講習及び指導
○ 飼料作物種苗の生産・供給

飼料作物の増殖に必要な種苗の生産・供給

・家畜の管理、粗飼料生産・利用等の調査

飼料作物種苗の検査

○ 生産現場においてニーズの高い技術の研修
○ 海外技術協力に係る専門家の研修

○ 地域適応性等の検定試験の実施と結果の提供

センタ の資源を活用した外部支援
○ ＯＥＣＤ種子品種証明制度に基づく各種検定
○ 飼料作物種苗の表示に関する検査 ○外部機関が行う技術開発・調査への協力

センターの資源を活用した外部支援



機密性○情報 ○○限り

次期中期目標での主な対応

●飼料用穀物価格の高騰畜産をめぐる

家畜改良センターの本中期目標期間（H18～H22）をめぐる情勢

○家畜改良増殖

●多様な経営の育成 確保

●飼料用穀物価格の高騰
●消費者の畜産物に対するニーズの多様化

畜産を ぐる
情勢の変化 ○家畜改良増殖

・種畜の多様性に配慮した改良
・都道府県・民間との役割分担の明確化
・種畜配布価格の見直し等による自己収入拡大

○種畜検査●多様な経営の育成・確保
●消費者ニーズに応えた畜産物の生産
●輸入飼料への依存体質からの脱却

○種畜検査
・国から都道府県への移管について必要な協
力を実施

○飼料作物種苗の増殖
内育成 種 普

酪肉近代化基本方針

（平成22年７月）

（平成22年７月）

・国内育成品種の普及
・飼料用稲の普及
・種苗配布価格の見直し等による自己収入拡大家畜及び鶏の

改良増殖目標

●乳用牛：生涯生産性等に着目した改良
●肉用牛：増体・飼料利用性等に着目した改良
●豚：繁殖性等に着目した改良
●鶏：在来種等との交配に適した種鶏の改良

○飼料作物種苗の検査
OECD種子品種証明制度に基づく検査の実施

事業仕分け

（平成22年７月）

○トレーサビリティ
・牛個体識別業務の着実な実施
・豚 鶏のトレ サビリティの技術的検討●家畜改良業務 事業規模縮減

●鶏 在来種等 交配 適した種鶏 改良
●馬・めん山羊：多様な利活用の推進

・OECD種子品種証明制度に基づく検査の実施
・飼料作物種苗の表示に関する検査

事業仕分け

勧告の方向性 ●調査研究業務の事業規模縮減
●自己収入の拡大

（平成22年4月）
・豚、鶏のトレーサビリティの技術的検討

○調査研究
・家畜の改良や飼養管理等に応用できる技術
の調査研究に重点化

●家畜改良業務の事業規模縮減
●種畜検査業務の都道府県への移管

○講習 指導

見直しの基本方針

●自己収入の拡大
●契約の点検・見直し
●保有資産の見直し
●組織体制の見直し（平成22年12月）

（平成22年11月）

○外部支援の強化
・家畜伝染性疾病の防疫への協力
（緊急支援体制等の整備）

○講習・指導
・研修指導内容の重点化

○その他
・保有資産（土地等）貸付の見直し
・組織体制の見直し

●口蹄疫防疫作業員の派遣
●鳥インフルエンザ防疫作業員の派遣

家畜伝染性疾病の発生
（平成22年4月・11月）

（緊急支援体制等の整備）



機密性○情報 ○○限り家畜の改良増殖及び飼養管理の改善に関する業務

○全国的な改良の推進

今期（18～22年度）
○全国的な改良の推進

次期（23～27年度）
○全国的な改良の推進
・全国的な改良の推進。

・産子の成績から種畜の能力を推定
する後代検定の推進 （乳用牛・肉用牛）

○全国的な改良の推進
・引き続き全国的な改良の推進。

・産子の成績から種畜の能力を推定する
後代検定の推進 （乳用牛・肉用牛）

ホルスタイン種
黒毛和種

「酪肉近代化基本方針」
「家畜改良増殖目標」
「鶏の改良増殖目標」
の達成

○遺伝的能力評価の実施
・統計学を用いた遺伝的能力評価の

する後代検定の推進。（乳用牛 肉用牛）

○遺伝的能力評価の実施
・統計学を用いた遺伝的能力評価の実施。
（乳用牛 肉用牛 豚）

後代検定の推進。（乳用牛 肉用牛）
（乳用牛については、遺伝子解析技術を活用。）

の達成実施。（乳用牛・肉用牛・豚）

・能力評価結果を改良情報として提供。
（乳用牛・肉用牛・豚）

（乳用牛・肉用牛・豚）
（乳用牛については、遺伝子情報を加味した評価を実施。）

・引き続き能力評価結果を改良情報として提供。
（乳用牛・肉用牛・豚）

デ ク種

○種畜等の生産・供給
・生産能力の向上を図り、種畜等を
生産・供給。

○種畜等の生産・供給
・既存の生産能力向上に併せ、消費者や生産
者の新たなニーズにも対応した種畜等を
生産・供給

デュロック種

生産 供給。

・遺伝的に多様な育種素材の収集等。

生産・供給。
（乳用牛と豚については、遺伝子解析技術を活用。）

・遺伝的多様性確保に配慮した種畜等の生産・
供給。（肉用牛）

行政刷新会議の事業
仕分け結果を踏まえた

白色プリマスロック種

○技術普及
・飼養管理・繁殖技術の向上と、
技術普及。

○技術普及
・引き続き飼養管理・繁殖技術の向上と、技術普及。

・日本在来種の保存に加え、保存地域への

対応白色プリマスロック種

日本ザ ネン種

・民間の育種改良の支援。

・日本在来種の保存。

技術的支援。（馬）
・民間の育種改良の支援に加え、技術的支援・
育種改良素材の提供。（めん羊・山羊）ブルトン種 与那国馬

日本ザーネン種

サフォーク種



機密性○情報 ○○限り

○候補種雄牛の生産供給
・泌乳能力の向上と
併せて 泌乳持続性

○世界的な穀物需給の
ひっ迫
○飼料利用性の向上

○疾病・繁殖障害の低減へ
の対応

次期（23～27年度）今期（18～22年度）

乳用牛
併せて、泌乳持続性
や体型など、生涯生
産性の向上を推進。
・遺伝子解析技術等
を活用した改良手法

○候補種雄牛の生産・供給
・泌乳能力の向上。

○６次産業化をはじめとす

○遺伝的能力評価の実施
・泌乳情報を集計し、改良情報として提供。

づ ジ

を活用した改良手法
の導入。

○遺伝的能力評価の実施
・ホルスタイン種については

ホルスタイン種

○６次産業化をはじめとす

る特色ある家畜による多様
な畜産経営の支援

○世界的な穀物需給の
ひっ迫
○飼料利用性の向上

○疾病 繁殖障害の低減・統計学に基づき、ホルスタイン種、ジャー
ジー種について実施。

・ホルスタイン種については、
統計学に遺伝子情報を加味し、
評価精度を向上。
・ブラウンスイス種では評価を試行。

ブラウンスイス種

ホルスタイン種

○疾病・繁殖障害の低減へ
の対応

ジャ ジ 種ホルスタイン種 ジャージー種

肉用牛
○遺伝的能力評価の実施

○遺伝的能力評価の実施
・枝肉情報を集計し、改良情報として提供。
（褐毛和種・日本短角種についても本格実施）

○家畜の生産性向上
○飼料用穀物価格高騰

○多様化した消費者ニー
ズ
○多様な畜産経営支援○遺伝的能力評価の実施

・枝肉情報を集計し、改良情報として提供。
・産肉性（肉質・肉量）の評価。

（褐毛和種日本短角種に いても本格実施）

・産肉性（肉質・肉量）の評価に加え、飼料利用性・
早熟性・繁殖性の評価手法を検討。

霜降肉だけでなく赤身肉など、
消費者の嗜好が多様化

○多様な畜産経営支援
への対応

○候補種雄牛の生産・供給
・肉質重視の候補種雄牛生産。 ○候補種雄牛の生産・供給

・飼料利用性、早熟性などに
関する検定手法の開発

○遺伝的多様性の確保
○飼料用穀物価格高騰
○多様化した消費者
ニーズ

○多様な畜産経営支援
への対応 関する検定手法の開発。

・褐毛和種及び日本短角種の
牛群維持、育種素材の提供。

の対応

黒毛和種
褐毛和種 日本短角種



機密性○情報 ○○限り

○世界的な穀物需給のひっ迫
○飼料利用性の向上
○多様化した消費者ﾆｰｽﾞ
対応

次期（23～27年度）今期（18～22年度）

○ 優良種豚などの生産・供給

○優良種豚などの生産・供給

・遺伝子解析技術を活用し増体性や飼料利用
性に加え 繁殖性に優れる雌系品種の種豚を

豚
への対応○ 優良種豚などの生産・供給

・系統豚（雄系）の造成・種豚の生産。
性に加え、繁殖性に優れる雌系品種の種豚を
生産。
・肉質に優れる雄系品種の種豚を生産。

多産等の能力を有する種豚の改良

鶏

母豚１頭が１年間に
産み育てる子豚の頭数
日本：20.0頭

デンマーク：26.4頭
系統豚「ユメサクラ」

○世界的な穀物需給の
ひっ迫
○飼料利用性の向上

○６次産業化をはじめとす

鶏
○優良種鶏などの生産・供給

・卵用鶏の産卵性、肉用鶏の産肉性
を重視 た改良

○優良種鶏などの生産・供給

・飼料利用性の改良に留意しつつ卵用鶏の産
卵性、肉用鶏の増体性について改良。

産 す
る特色ある家畜による多
様な畜産経営の支援への
対応

を重視した改良。
卵性、肉用鶏の増体性 て改良。

・県等が保有する在来種との交配に適した種
鶏の開発に重点化。

在来種 産 鶏在来種 センター産種鶏

比内種 シャモ 白色プリマスロック種 ロードアイランドレッド種

地鶏・銘柄鶏

特色ある鶏生産のために、県などが保有する在
来種などに産卵性や増体性などが優れたセンター
産種鶏を交配して地鶏などを生産。



機密性○情報 ○○限り

○多様な畜産経営支援
○家畜の生産性向上
○多様な家畜遺伝資源
の確保

馬

今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○種馬の生産供給
・農用馬純粋種などの生産・供給。
・発育や繁殖性の向上。

○種馬の生産供給
・農用馬純粋種などの生産・供給。

・発育や繁殖性に加え、新たな能力評価方法
（体型 けん引力等）を開発

の確保
への対応

（体型・けん引力等）を開発。

ブルトン種 ペルシュロン種 ○家畜の生産性向上
○多様な家畜遺伝資源
の確保

○技術普及

・飼養管理・繁殖技術の向上と、技術の民間へ
の普及。

・日本在来馬の保存に加え 保存地域への繁殖

○技術普及

・飼養管理・繁殖技術の向上と、技術の
民間への普及。
・日本在来馬の保存。

の確保
への対応

・日本在来馬の保存に加え、保存地域への繁殖
技術の支援。

本在来馬 保存。

与那国馬 対州馬与那国馬 対州馬

○技術普及

飼養管理 繁殖技術の向上と 技術の

○家畜の生産性向上
○６次産業化をはじめと
する特色ある家畜によ

めん羊・山羊

○技術普及

・飼養管理・繁殖技術の向上と、技術の民間へ
の普及。

民間における育種改良体制の強化のための指

・飼養管理・繁殖技術の向上と、技術の
民間への普及。

・民間を中心とした種畜供給体制構築の
支援。

する特色ある家畜によ
る多様な畜産経営の
支援
への対応

・民間における育種改良体制の強化のための指
導、技術的支援・育種改良素材の提供。

サフォーク種 日本ザーネン種



機密性○情報 ○○限り種畜検査に関する業務

今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○種畜検査
・適切な種畜の利用により家畜の
改良増殖を推進するため

○種畜検査
・種畜検査を的確に実施するとともに、種畜

検査の都道府県への移管について 国と

種畜検査の都道府県へ
の移管への対応

今期（ 年度） 次期（ 年度）

改良増殖を推進するため、
種畜検査を的確に実施。

検査の都道府県への移管について、国と
都道府県との意見交換の円滑化に協力す
る。また、移管が決定されれば、都道府県
への技術移転等の必要な支援を実施。

飼料作物種苗の検査に関する業務
今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○飼料作物種苗の検査
・OECD種子品種証明制度に基づく
検査及び種苗法に基づく表示

○飼料作物種苗の検査
・OECD種子品種証明制度に基づく検査
及び種苗法に基づく表示検査を

検査を的確に実施。 引き続き的確に実施。

ほ場検定 発芽率検査 ＯＥＣＤラベル（国際証明書）異種子検査



機密性○情報 ○○限り飼料作物種苗に関する業務

今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○飼料作物種苗の生産・供給
・我が国の気候風土に適応した
優良品種の種苗の生産 供給

○飼料作物種苗の生産・供給

・我が国の気候風土に適応した優良品
種

輸入飼料への過度の依存
体質からの脱却、資源循
環型の酪農及び肉用牛生

今期（ 年度）

優良品種の種苗の生産・供給。
の種苗の生産に加え、飼料用稲種子
の安定供給を推進。

環型の酪農及び肉用牛生
産への転換

○優良品種の普及支援 ○優良品種の普及支援○優良品種の普及支援

・新品種候補について、既存品種
との比較等により栽培予定地域
における有用性の評価を行う地
域適応性 試験を実施 情報

○優良品種の普及支援
・引き続き、地域適応性の試験を実施し、
情報提供等を行う。

域適応性の試験を実施し、情報
提供等を行う。

○飼料作物の遺伝資源の保存
引き続き 飼料作物の遺伝資源に

○ 飼料作物の遺伝資源の保存

飼料作物の遺伝資源について栄

地域適応性試験

・引き続き、飼料作物の遺伝資源に
ついて栄養体保存等を実施。

・飼料作物の遺伝資源について栄
養体保存等を実施。



機密性○情報 ○○限り牛トレーサビリティ等に関する業務

今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○牛個体識別台帳の管理
牛トレサ法に基づく業務の

○牛個体識別台帳の管理など
・牛トレサ法に基づく業務を的確に実施
するとともに 利便性を 層高めるため

食に対する信頼性確保
への関心の高まり

今期（ 年度） 次期（ 年度）

・牛トレサ法に基づく業務の
的確な実施。

するとともに、利便性を一層高めるため
のシステムの開発・改修・普及を図る。

・新たに、豚・鶏など牛以外の家畜での
生産段階 ト サビリ 実施に生産段階のトレーサビリティ実施に
資する取組を実施。

＜牛トレーサビリティ制度の概要＞

出生・輸入 異動（育成～肥育） と畜
牛肉流通段階

個体識別番号耳標装着

＜牛トレ サビリティ制度の概要＞

届 届 届

牛個体識別台帳

利用者

照
会

届
出

届
出

届
出

インターネット公開

○利用者（生産者・消費者など）の利
便性等を更 高めるため 組

○豚、鶏のトレーサビリティの生産
現場のシステム実施を支援

便性等を更に高めるための取組



機密性○情報 ○○限り

調査研究に関する業務
今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○育種改良関連技術

・生産性に関する形質（乳房炎等）及び
生産物の品質に関する形質（脂肪交
雑等）に影響する遺伝子を究明すると

○育種改良関連技術

・遺伝子情報を活用した育種手法について
は、技術の実証を行いつつ、実際に育種集
団における選抜に利用可能な水準まで高

家畜の改良や
飼養管理等に
応用できる技術
開発に重点化雑等）に影響する遺伝子を究明すると

ともに、選抜への利用についての検討
と試行を実施。

食味に関する評価手法の開発と選抜

団における選抜に利用可能な水準まで高
める。

・食味に関連した評価指標の更なる検討と
家畜の選抜への利用についての検証等

開発に重点化

・食味に関する評価手法の開発と選抜
への応用。

家畜の選抜への利用についての検証等
を実施。
（食味に関する新たな理化学分析項目の開発については他の研究開発
機関に委ねる。）家畜の改良や

○繁殖関連技術
・引き続き、受胎率向上等に資する技術の
改善等を実施

○繁殖関連技術

・家畜の生産率向上のため、受胎率の
向上等に資する技術の改善等を実施。

飼養管理等に
応用できる技術
開発に重点化

改善等を実施。
（体細胞クローン牛の調査については、他の研究開発機関に委ねる。）

向上等に資する技術の改善等を実施。

○飼養管理関連技術○飼養管理関連技術 家畜の改良や
・引き続き、飼養管理関連技術の改善を図る。
（窒素成分堆肥を用いた飼料作物栽培に関する調査につい
ては他の研究開発機関に委ねる。）

飼料用米や ドなど 効果的な利用

○飼養管理関連技術
・家畜の管理、粗飼料生産・利用、
放牧等の飼養管理関連技術に
ついて調査を実施。

家畜の改良や
飼養管理等に
応用できる技術
開発に重点化

・飼料用米やエコフィードなどの効果的な利用
方法に関する飼養管理の改善に向けた取
組を実施。



機密性○情報 ○○限り講習・指導に関する業務
今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○成果等の情報提供
・調査研究及び業務成果等の
畜産技術に関する情報を提供

○成果等の情報提供
・調査研究及び業務成果等の畜産技術

畜産技術に関する情報を提供。 に関する情報を提供。

○技術の普及指導

現場での ズが高い畜産新技

○技術の普及指導

・酪農ヘルパーや畜産環境のための研修

畜産技術の普及のため
引き続き情報提供を実施

・現場でのニーズが高い畜産新技
術について、技術研修会等を開
催

・酪農ヘルパーや畜産環境のための研修
を新たに追加する一方、ニーズの低い
研修会については見直しを検討。

酪農ヘルパー研修 環境アドバイザー研修山羊の人工授精研修
飼料自給率向上のため
の技術研修



機密性○情報 ○○限りセンターの資源を活用した外部支援に関する業務
今期（18～22年度） 次期（23～27年度）

○外部支援
・畜産に関する新たな社会・行政

○外部支援
・引き続き、外部機関等から技術開発・
調査の依頼があ た場合は 業務に

○口蹄疫等の家畜伝染性
疾病への早急な対応

ニーズが発生した場合又は
外部機関から技術開発・調査
の依頼があった場合は、業務
に支障のない範囲で積極的に

調査の依頼があった場合は、業務に
支障のない範囲で積極的に支援する。

・家畜伝染性疾病発生時の外部支援
など 位置付けを明確化

疾病への早急な対応
○家畜遺伝資源の消失リスク
への対応

に支障のない範囲で積極的に
支援。

などの位置付けを明確化。

・国からの要請に応じ、４０名の
派遣体制を整備

家畜伝染性

家畜改良センター
緊急支援

＜リスク分散（備え）＞
・県有種畜などの受託管理
家畜 乾牧草などの支援

家畜伝染性
疾病発生

自然災害発生

家畜改良センタ ・家畜、乾牧草などの支援



(独)農畜産業振興機構第２期中期目標(変更)のポイント

独立行政法人の事務・事
業の見直しの基本方針
（平成22年12月7日閣議決定）

● 畜産関係業務
プール資金の在り方を見

直し、緊急性のある事業以
外は国直轄で実施すること
も含め、事業を整理・縮減

● 野菜関係業務
契約野菜安定供給制度

について事業の廃止を含め
た抜本的な制度の見直し

● 砂糖関係業務
砂糖勘定の累積欠損の

低減

● 情報収集提供業務
事業規模の縮減

背景 効率化に関する事項／サービス・業務の質の向上に関する事項

① 「独法見直し方針」の反映
● 畜産関係業務
・ 畜産業振興事業のうち経営安定対策の補完対策については、事
業を縮減 ［※資源循環型酪農推進事業等は国直轄で実施、生乳
需要創出緊急対策支援事業は廃止］
・ 保有資金及び公益法人に造成している基金については、真に必
要な限度まで縮減

● 野菜関係業務
・ 野菜の契約取引の実態を踏まえ、リレー出荷への支援や価格・
数量変動に対応したモデル事業を実施 ［※モデル事業の制度化の
際には、現行事業の実施取り止め］

● 砂糖関係業務
・ 砂糖勘定の収支改善の取組を踏まえ、調整金の徴収や交付金の
交付等の業務を適切に実施

● 情報収集提供業務
・ 海外事務所の廃止に伴い、事業に係る総コストが増加しないよう
事業規模を縮減

② 業務に関する記述の構成を品目別（畜産、野菜、砂糖等）

から対策別（経営安定対策、需給調整・価格安定対策、緊
急対策）へ変更



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 畜産関係業務

プール資金の在り方を見直
し、緊急性のある事業以外は
国直轄で実施することも含
め、事業を整理・縮減

23年度から実施

　経営安定及び需給・価格安定事業のうち、緊急性が必ずしも高くない資源循環型酪
農推進事業及び鶏卵需給安定緊急支援事業については国直轄で実施するとともに、生
乳需要創出緊急対策支援事業は廃止し、その他畜産業振興事業については更に事業を
縮減する。また、本法人の保有資金及び公益法人に造成している基金を真に必要な限
度まで縮減する（財団法人畜産環境整備機構のリース基金の段階的な廃止・引上げ
等）。

指定野菜価格安定対策事業、
特定野菜等供給産地育成価格
差補給事業について事業規模
の縮減、制度設計の見直し

23年度から実施
　指定野菜価格安定対策事業及び特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の国費全体
分における資金の保有率を50％から30％に低減するなどプール資金の在り方を見直す
ことにより、事業規模を縮減する。

契約野菜安定供給制度につい
て事業の廃止を含めた抜本的
な制度の見直し

23年度から実施
　契約取引の実態を踏まえ、リレー出荷による周年供給に取り組む生産者への支援
や、野菜の価格・数量変動への対応などを踏まえた契約野菜関係についての新しい支
援政策を制度化し、利用実績が著しく低い現行事業の実施は取りやめる。

03 砂糖関係業務 砂糖勘定の累積欠損の低減 23年度から実施
　砂糖勘定の累積欠損を低減するため、負担者からの調整金収入及び生産者等への交
付金支出を適正化するとともに、生産者等による経営努力のインセンティブをより高
める枠組みとなるよう見直しを行う。

04 情報収集提供業務 事業規模の縮減 23年度から実施
　海外事務所を廃止することに伴い、事業に係る総コストが増加しないよう事業規模
を縮減する。

実施時期 具体的内容

05 不要資産の国庫返納 野菜関係業務の未活用資金 22年度から実施
　野菜関係業務の縮減に対応し不要となる資金の国庫納付については、事業仕分け結
果を踏まえ、年内に結論を得て、措置する。

06 海外事務所の廃止 22年度中に実施 　海外事務所を廃止する。

07 本部事務所経費の縮減 23年度から実施
　本部事務所（麻布台）について、業務内容を考慮しつつ、より効率化する形で事務
所経費を縮減する。

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日　閣議決定）（抜粋）

各独立行政法人について講ずべき措置

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

農畜産業振興機構農林水産省

【事務・事業の見直し】

02 野菜関係業務



（独）農林漁業信用基金第２期中期目標（変更）のポイント

背景 効率化に関する事項

「独法見直し方針」におい
て以下の指摘（すべて平成

① 「独法見直し方針」に基づき、

農業・漁業の低利預託原資貸付業務を廃
23年度中に実施）。

農業・漁業の低利預託原
資貸付業務を廃止し 政

農業 漁業 低利預託原資貸付業務を廃
止し、政府出資金全額（農業125億円、漁業
60億円）を平成23年度中に国庫納付
林業の低利預託原資貸付業務を再設計し、

資貸付業務を廃止し、政
府出資金全額を国庫納付

林業の低利預託原資貸
付業務を再設計し 活用

政府出資金171億円のうち活用見込のない
73億円を平成23年度中に国庫納付
農業災害補償関係業務の資金規模を縮減
利益剰余金 億 び政府出

付業務を再設計し、活用
見込みのない政府出資金
を国庫納付

農業災害補償関係業務

し、利益剰余金19億7千6百万円及び政府出
資金20億円を平成23年度中に国庫納付

② 農業災害補償関係業務と漁業災害補償関
農業災害補償関係業務
の資金規模を縮減し、政
府出資金等を国庫納付

② 農業災害補償関係業務と漁業災害補償関
係業務の２つの部署を統合の上効率化



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

0
1
農業信用保険業務
(農業信用保険勘定)

低利預託原資貸付業務（農
業）の廃止

23年度中
に実施

　本法人の事業としては廃止する。

0
2
林業信用保証業務
(林業信用保証勘定)

低利預託原資貸付業務（林
業）の再設計

23年度か
ら実施

　ニーズに応じた規模に縮減し、林業者がより使いや
すい運転資金制度に再設計するとともに、制度の見直
しの検討を進める。

0
3
漁業信用保険業務
(漁業信用保険勘定)

低利預託原資貸付業務（漁
業）の廃止

23年度中
に実施

　本法人の事業としては廃止する。

0
4
農業災害補償関係業務
(農業災害補償関係勘定)

0 漁業災害補償関係業務

農林水産省

【事務・事業の見直し】

事業の見直し
23年度以
降実施

「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）＜抜粋＞

　中期の融資に対応するために必要な資金規模まで縮
減する。

事務・事業

農林漁業信用基金

0
5
漁業災害補償関係業務
(漁業災害補償関係勘定)

実施時期 具体的内容

農業信用保険勘定の低利預
託用出資金

23年度中
に実施

　低利預託関連事業を廃止し、政府出資金全額（125
億円）を国庫納付する。

林業信用保証勘定の低利預
託用出資金

23年度中
に実施

　低利預託関連事業を再設計し、政府出資金全額
（171億円）のうち、新しい運転資金制度において活
用する見込みのない金額（73億円）を国庫納付する。

漁業信用保険勘定の低利預
託用出資金

23年度中
に実施

　低利預託関連事業を廃止し、政府出資金全額（60億
円）を国庫納付する。

農業災害補償関係勘定の利
益剰余金及び政府出資金

23年度中
に実施

　事業の見直しに伴い当該勘定の利益剰余金及び政府
出資金のうち40億円を国庫納付する。

降実施 減する。

0
6
不要資産の国庫返納

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】



独立行政法人の中期目標について（案）

農林水産技術会議事務局

１ 中期目標の策定について

農業関係の研究開発を行う４独立行政法人（農業・食

品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環

境技術研究所、国際農林水産業研究センター）について

は、平成22年度末で現行中期目標期間が終了することか

ら、次期中期目標期間について、独立行政法人通則法に

基づき、中期目標を策定。

２ 基本的考え方

次期中期目標の策定に当たっては、

① 総務省からの「独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する勧告の方向性」（平成22年11月26日政

策評価・独立行政法人評価委員会）

② 行政刷新会議からの「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）

③ 食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議

決定）に基づき策定された「農林水産研究基本計画」

（平成22年３月30日農林水産技術会議決定）

の指摘や推進方向等を適切に反映。



３ 主な策定のポイント

① 研究開発の相乗効果の発現や管理部門の一層の効率

化を図るため、中期目標期間中に組織の在り方や業務

の実施方法を見直し。

② 政策上の課題に適時適切に対応するため、行政部局

との連携を強化（行政の意見を研究開発等に反映）。

③ 農研機構が実施している教授業務、基礎的研究業務、

民間研究促進業務について、勧告の方向性等の指摘に

沿って、それぞれ見直し。

４ 今後のスケジュール

３月１日まで 中期目標の農林水産大臣決定

３月中 各独法が中期計画を策定

中期計画について農林水産大臣認可

４月１日 中期目標期間開始



農業関係試験研究独立行政法人第３期中期目標（案）のポイント

【４法人共通】

第３期中期目標（案） 「勧告の方向性」等の指摘 対処方針

第１ 中期目標の期間

第２ 業務運営の効率化に関する事項

○研究資源の効率的利用及び充実・高

度化

・中期目標の達成に向けて、研究成果 ・「農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資 ・４法人の連携による相乗効果を発現させる観点

を効率的に創出するため、研究資金、 源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産 から、組織の在り方を見直すことを明記。

人材、施設等の研究資源を有効に活 業研究センターについては、それぞれの法人が実

用し得るよう、他の農業関係研究開 施している試験及び研究業務が相互に密接に関連

発独立行政法人との連携による相乗 していることを踏まえ、研究課題の成果の一層の

効果を発現させる観点から、組織の 向上等のシナジー効果（相乗効果）を発現させる

在り方を見直す。 ため、また、管理部門の一層の効率化を推進する

ために、今後、事務及び事業の一体的実施を含め

○研究支援部門の効率化及び充実・高 て、組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見

度化 直す」

・研究支援業務のうち、他の農業関係 ・４法人で共通する業務の一体的実施による研究

研究開発独立行政法人と共通性の高 支援部門の合理化を明記（具体的には、共同発

い業務を一体的に実施することなど 注の導入、研修や採用試験等の共同実施等を想

により、研究支援部門の合理化を図 定）。

る。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

○試験及び研究並びに調査

・「食料・農業・農村基本計画」に対 ・「農業政策上の重要課題に真に対応した試験及び ・「農林水産研究基本計画」に即して、研究課題

応し、今後10年程度を見通した研究 研究に重点化」 を設定。なお、課題設定に当たっては、必要性

開発の重点目標等を示した「農林水 等を厳格に検証し、その結果を反映。

産研究基本計画」に即し、食料安定

供給のための研究、地球規模の課題

に対応するための研究、新需要創出

のための研究、地域資源活用のため

の研究を重点的に実施する。



・他の農業関係研究開発独立行政法人 ・「農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資 ・他の農業関係研究開発独立行政法人との連携を

との連携を一層強化し、各法人の有 源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産 一層強化し、各法人の有する研究資源を活用し

する研究資源を活用した共同研究等 業研究センターについては、それぞれの法人が実 た共同研究等を効率的に推進することを明記。

を効率的に推進する。 施している試験及び研究業務が相互に密接に関連

していることを踏まえ、研究課題の成果の一層の

向上等のシナジー効果（相乗効果）を発現させる

ため、今後、事務及び事業の一体的実施を含めて、

組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見直す」

・期間中に生じる行政ニーズに機動的 ・「農業政策上の課題を適時適切に研究課題に反映」・期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、

に対応し、必要な研究開発を着実に 必要な研究開発を着実に実施することを明記。

実施する。

○行政との連携

・研究の設計から成果の普及・実用化 ・「試験及び研究業務の実施に当たっては、マネジ ・研究の設計から成果の普及・実用化に至るまで

に至るまでの各段階において、農林 メント機能の強化を図ることが必要であることか の各段階において農林水産省の行政部局と密接

水産省の行政部局と密接に連携し、 ら、既存の研究評価制度の充実はもとより、農林 に連携し、行政部局の意見を研究内容や普及方

行政部局の意見を研究内容や普及方 水産省が研究内容の評価を行う体制を整備し、農 策等に的確に反映させること、行政部局との連

策等に的確に反映させるとともに、 業政策上の課題を適時適切に研究課題に反映させ 携状況については毎年度点検を実施することを

行政部局との連携状況を毎年度点検 る仕組みを構築する」 明記。

する。

第４ 財務内容の改善に関する事項

○自己収入の確保

・受益者負担の適正化、特許使用料の ・「受益者負担の適正化、寄附金等による自己収入 ・自己収入の確保に向けて、施設利用費の徴収な

拡大等により自己収入の確保に努め の確保に努める」 ど、受益者負担の適正化に努めることを明記。

る。

第５ その他業務運営に関する重要事項

注：「第３期中期目標（案）」は農業・食品産業技術総合研究機構の案から抜粋。



【農業・食品産業技術総合研究機構】

第３期中期目標（案） 「勧告の方向性」等の指摘 対処方針

第２ 業務運営の効率化に関する事項

○研究資源の効率的利用及び充実・高

度化

・主要な研究拠点とは別に運営してい ・「小規模研究拠点６か所については、次期中期目 ・前中期目標期間中における検討において組織を

る小規模な研究拠点のうち、前中期 標期間中に、近接する研究拠点との一元化等を図 見直すこととした拠点の再編・統合を行うこ

目標期間における検討において組織 り、統廃合 」 と、その他の施設についても見直しを行うこと

を見直すこととした拠点について ・「その他の拠点についても、研究資源の効率的か を明記。

は、計画に基づき、地元の理解を得 つ効果的な利用の促進及び適切な業務実施体制の

つつ再編・統合を行うとともに、そ 構築の観点から、地元の理解を得つつ必要性のな

の他の拠点についても、研究資源の い研究拠点については廃止」

効率的かつ効果的な利用の促進及び

適切な業務実施体制の構築の観点か

ら、組織の在り方を見直す。

・生物系特定産業技術研究支援センタ ・「生物系特定産業技術研究支援センター東京事務 ・生物系特定産業技術研究支援センター東京事務

ー東京事務所及び産学官連携センタ 所については、（中略）東京23区外への移転を検 所及び産学官連携センター東京リエゾンオフィ

ー東京リエゾンオフィスについて 討した上で、平成23年度中に移転を実施」 スについては、平成23年度中に東京23区外への

は、平成23年度中に東京23区外へ移 ・「現行の産学官連携推進本部東京リエゾンオフィ 移転を実施することを明記。

転する。 スについては、（中略）東京23区外への移転を検

討した上で、平成23年度中に移転を実施」

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

○近代的な農業経営に関する学理及び ・「23年度入学者の新規募集を停止しているところ ・平成20年度に開始した農業者大学校の教育は在

技術の教授 であり、今後、在学者に配慮しつつ、平成22年中 学者が卒業する23年度末をもって終了すること

にその在り方を抜本的に見直す」 を記載。

○生物系特定産業技術に関する基礎的

研究の推進

・平成23年度の新規採択から、基礎的 ・「農業・食品産業技術総合研究機構自体も資金配 ・平成23年度の新規採択から農研機構自体への基

研究業務に係る研究資金の本機構へ 分を受けることが可能となっていることから、公 礎的研究業務の資金配分を行わないことを明

の配分は行わない。 平性、公正性の観点から国民の疑念を招かないよ 記。

うにするため、抜本的な見直しを行う」

○生物系特定産業技術に関する民間研 ・「23年度から新規案件の募集・採択を停止し、次 ・新規案件の募集・採択は停止することとし、既

究の支援 期中期目標期間中にあっては、既存採択案件につ 存採択案件について、確実な売上納付を促進す

いて確実な売上納付を促進すること等を検討」 ることを明記。



 

独立行政法人土木研究所の中期目標（案）について 

 

 

１ 中期目標の策定について 

独立行政法人土木研究所については、平成 22 年度末

で現行中期目標期間が終了することから、独立行政法人

通則法に基づき、次期中期目標を策定する必要あり。 

 

２ 次期中期目標策定にあたっての基本的考え方 

① 総務省からの『独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する勧告の方向性』（平成 22 年 11 月 26

日政策評価・独立行政法人評価委員会） 

② 行政刷新会議からの『独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針』（平成 22 年 12 月７日閣議決定） 

③『新成長戦略』（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）や『「科

学技術に関する基本政策について」に対する答申』（平

成 22 年 12 月 24 日総合科学技術会議）、国土交通省

技術基本計画（平成 20 年 4 月 14 日国土交通省）、北

海道総合開発計画（平成 20 年 7 月 4 日閣議決定）、

食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月 30 日閣議

決定）等 

の指摘や推進方向等を反映。 

 

 

 

 



 

３ 農林水産省と共管となる業務について 

国土交通省設置法 （平成十一年法律第百号）第三十

三条第二項 に規定する事務に関連する土木技術に係

るものに関する事項については、国土交通大臣及び農

林水産大臣が主務大臣。 

 

４ 次期中期目標策定のポイント（農林水産省共管部分） 

① 国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策

定等に反映するための研究に重点化。 

② 総合的な北海道開発を推進するため、積雪寒冷に適

応した社会資本や食料基盤の整備に必要な研究開発

についても、重点的研究開発として重点的かつ集中的

に実施。 

 

５ 今後のスケジュール 

  ２月中 国土交通大臣・農林水産大臣が中期目標を決

定 

    ３月中 独立行政法人土木研究所が中期計画を作成 

中期計画について国土交通大臣・農林水産大

臣が認可 

４月１日 次期中期目標期間の開始 

 

 



 

 

独立行政法人土木研究所第３期中期目標（案）のポイント【農林水産省共管部分】 

 
第３期中期目標（案） 「勧告の方向性」等の指摘 対処方針 

前文 
 独立行政法人の設立の趣旨を踏まえ、本中期目標に従い、研究成果の

社会への還元等を通じて、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開

発の推進に貢献し、国土交通政策及び北海道開発行政に関する農水産業

振興に係るその任務を的確に遂行するものとする。 
 

  

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事項 
 ○研究開発の基本方針 

独立行政法人土木研究所法（平成 11年法律第 205号）第 3条に定め
られた目的を達成するため、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計

画等の科学技術に関する計画及び北海道総合開発計画を踏まえるととも

に、土木技術に対する社会的要請、国民のニーズ及び国際的なニーズを

的確に受けとめ、民間等ではできない研究開発（国の政策と密接に関係

する道路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連する研究開発）に特

化し、優れた成果の創出により社会への還元を果たすこと。 
なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る研究開発において

は、食料・農業・農村基本法（平成 11年法律第 106号）、水産基本法（平
成 13年法律第 89号）及びその実行計画である食料・農業・農村基本計
画、水産基本計画並びに農林水産研究基本計画を踏まえ実施すること。

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 ○社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 
 現下の社会的要請に的確に応えるため、研究所の行う研究開発のうち、

以下の各項に示す目標について、国が実施する関連行政施策の立案や技

術基準の策定等に反映しうる成果を早期に得ることを目指す研究開発を

重点的研究開発として位置付け、重点的かつ集中的に実施すること。 
また、重点的研究開発の実施に際しては、北海道総合開発計画及び食

料・農業・農村基本計画等を踏まえ、総合的な北海道開発を推進するた

め、積雪寒冷に適応した社会資本や食料基盤の整備に必要な研究開発に

ついても、重点的かつ集中的に実施すること。 
 その際、本中期目標期間中の研究所の総研究費（外部資金等を除く。）

の概ね 75％を充当することを目途とする等、当該研究開発が的確に推進
しうる環境を整え、明確な成果を上げること。 

・「国が実施する関連行政施策の立案や

技術基準の策定等に反映するための

研究に重点化するものとする。」 
 

・国が実施する関連行政施策の立案や技

術基準の策定等に反映しうる成果を

早期に得ることを目指す研究開発を

重点的研究開発として位置付け、重点

的かつ集中的に実施する旨明記。 
・重点的研究開発に本中期目標期間中の

研究所の総研究費（外部資金等を除

く。）の概ね75％を充当する旨明記。 
 

 ア）安全・安心な社会の実現 
地震・津波・噴火・風水害・土砂災害・雪氷災害等による被害の防止・

軽減・早期回復を図るために必要な研究開発を行うこと。 
イ）グリーンイノベーションによる持続可能な社会の実現 
 バイオマス等の再生可能なエネルギーの活用や資源の循環利用等、低

炭素・低環境負荷型社会を実現するために必要な研究開発を行うこと。

 また、自然環境の保全・再生や健全な水循環の維持、食の供給力強化

のための北海道の生産基盤づくり等、人と自然が共生する持続可能な社

会を実現するために必要な研究開発を行うこと。 
ウ）社会資本の戦略的な維持管理・長寿命化 
社会インフラの老朽化、厳しい財政状況等を踏まえ、社会インフラの

効率的な維持管理に必要な研究開発を行うこと。 
 また、材料技術等の進展を踏まえ、社会資本の本来の機能を増進する

とともに、社会的最適化、長寿命化を推進するために必要な研究開発を

行うこと。 
エ）土木技術による国際貢献 
アジアそして世界への技術普及など、国際展開・途上国支援・国際貢

献を推進するために必要な研究開発を行うこと。 

  

 



森林総合研究所の次期中期目標（案）について

勧告の方向性を踏まえた見直し内容

【事務及び事業の見直し】

次期中期目標（案）

【事務及び事業の見直し】

○ 森林・ 林業分野の試験及び研究業務の重点化等

○ 「森林・ 林業再生プラン」等を踏まえた研究課題に重点化
・ 重点課題として、森林・林業の再生に向けた森林管理技
術・作業体系、木材・木材資源の利用促進技術の開発など

○ 受益者負担の適正化による自己収入の確保
○ 林木原種（種苗）の配布収入の拡大
○ 特許収入の拡大

○ 水源林造成事業の見直し

○ 受益者負担の適正化による自己収入の確保
○ 保有コストの低減・技術移転活動の活性化による特許収入の
拡大

○ 事業の収支バランスに係る試算を不断に見直し○ 水源林造成事業の見直し

○ 特定中山間保全整備事業の廃止
○ 農用地総合整備事業の廃止

【組織等の見直し】

○ コストの削減に向けた取組を徹底

○ 特定中山間保全整備事業の廃止
○ 農用地総合整備事業の廃止

【組織等の見直し】

○ 試験林の設置の見直し ○ 研究課題の変更等に併せて試験林の設置箇所の見直し

○ センター本部及び関東整備局の本所との統合を含めた移転・
共用化の検討、実施

○ 地方事務所 統合 集約化 よる縮減 支所等 施設と 共○ 森林農地整備センターの組織等の見直し

○ 水源林造成事業の実施主体の検討

○ 地方事務所の統合・集約化による縮減、支所等の施設との共
用化の検討、 センター現場組織の特定中山間保全整備事業
等の事業完了に併せた縮減・廃止

（中期目標には記載せず、当省の課題として検討）

【保有資産の見直し】
○ 実験林の見直し

森林農 整備 宿舎等 直

○ 実験林のうち、別の試験地の確保等、所要の措置を講じたも
のは、国への返納措置又は売却を検討・実施

○ 国への返納措置又は売却を実施（成宗分室、職員共同住宅）
○ 森林農地整備センター関係の宿舎等の見直し ○ 国への返納措置又は売却を検討

（奈良水源林整備事務所、いずみ倉庫）



研究開発における重点分野の新旧対照表

《現行中期目標》 《次期中期目標（案）》

(1) 森林・林業の再生に向けた森林管
理技術・作業体系と林業経営シス

研究開発の推進

（1） 研究の推進方向

研究の推進
研究課題
の重点化

理技術・作業体系と林業経営シス
テムの開発

(2)   林業の再生に対応した木材及び
木質資源の利用促進技術の開発

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と
新たな展開に向けた開発研究
(ｱ) 地球温暖化対策に向けた研究
(ｲ) 森林と木材による安全・安心・快適な

生活環境の創出に向けた研究
森林・林業
再生プラン 木質資源の利用促進技術の開発

(3)   地球温暖化の防止、水源のかん
養、国土の保全、生物多様性の保

生活環境の創出に向けた研究
(ｳ) 社会情勢変化に対応した新たな林業・

木材利用に関する研究

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明
に向けた基礎研究

再生プラン

等を踏まえた
重点化

全等の森林の機能発揮に向けた
研究

(4) 林木の新品種の開発と森林の生

に向けた基礎研究
(ｱ) 新素材開発に向けた森林生物資源の

機能解明
(ｲ) 森林生態系の構造と機能の解明
収

基礎研究のみの
項目取りやめ

(4)   林木の新品種の開発と森林の生
物機能の高度利用に向けた研究

(5)   研究基盤となる情報の収集・整
備・活用の推進

（2） 研究の基盤となる情報の集と整備の推進
（3） きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

備・活用の推進

(6)   林木等の遺伝資源の収集、保存
及び配布並びに種苗の生産及び
配布

（1） 林木の新品種の開発
（2） 林木遺伝資源の収集・保存
（3） 種苗の生産及び配布

林木育種事業の推進

研究と育種の
配布（3） 種苗の生産及び配布

（4） 林木の新品種開発等に関連する調査及び研究
（5） 森林バイオ分野における連携の推進

更なる一体的
実施



水源林造成事業等の新旧対照表

《現行中期目標》 《次期中期目標（案）》

【事業】
○ 水源林造成事業
・新規契約は施業方法を抜本的に

【事業】
○ 水源林造成事業
・前期に見直した契約・施業内容を継続新規契約 施業方法を抜本

見直したもの（長伐期・針広混交林
化等）に限定、既契約も施業を見直
し

○ 特定中山間保全整備事業等

期 見直 契約 容 続
・事業の収支バランスに係る試算を不断に見直
し
・施業コスト削減に向けた取組を徹底

○ 特定中山間保全整備事業等○ 特定中山間保全整備事業等
・計画に基づき着実に事業を実施
・現在実施中の区域の事業完了を
もって廃止

○ 特定中山間保全整備事業等
・やむを得ない理由がない限り平成25年度中に
現在実施中の区域の事業完了をもって廃止

勧告の方向
性を踏まえ
た見直しの
反映

【組織等】
○ 事業終了時の地方事務所の廃止

【組織等】 （注参照）
○ 事業終了時の地方事務所の廃止、水源林整
備事務所の縮減等

反映

備事務所の縮減等
○ 森林農地整備センター本部等の移転・共用化
・同本部（川崎市）及び関東整備局（港区）につ
いて、森林総合研究所本所（つくば）との統合

（注）

を含め、移転・共用化を検討し、実施

（注）
・「勧告の方向性」において、「水源林造成事業については、将来の実施主体の検討を早急に進め、結論を出すもの
とする」とされた件については、当省において検討することとし、法人への指示たる中期目標には記載しない。



森林総合研究所の中期目標新旧対照表
《現行中期目標》 《次期中期目標（案）》

第２ 業務運営の効率化に関する事項 第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
る事項１ 経費の抑制

第１ 中期目標の期間第１ 中期目標の期間

２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

３ 資源の効率的利用及び充実・高度化
(1) 資金 (2) 施設・設備 (3) 組織等 (4) 職員の資質向上

１ 経費の抑制
(1) 試験・研究及び林木育種事業 (2) 水源林造成事業等

２ 水源林造成事業等の推進

３ 行政機関、他の研究機関等との連携及び産学官連携・協力の
強化

１ 研究開発の推進

４ 管理業務の効率化

５ 産学官連携・協力の促進・強化 勧
告
の
方

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
事項

１ 研究の推進

４ 成果の公表及び普及の促進
(1)成果の公表及び広報 (2)成果の利活用の促進

５ 専門分野を生かしたその他の社会貢献
(1 )分析及び鑑定 (2)講習及び指導 (3)国際機関、学会等への
協力

２ 林木育種事業の推進

３ 水源林造成事業等の推進

４ 行政機関等との連携

５ 成果の公表及び普及の促進

方
向
性
を
踏
ま

１ 研究の推進
第３ 業務運営の効率化に関する事項

１ 効率化目標の設定等
(1) 研究開発 (2) 水源林造成事業等

２ 資源の効率的利用及び充実・高度化
(1) 組織等 (2) 保有資産５ 成果の公表及び普及の促進

(1) 情報発信の強化 (2) 成果の公表及び広報 (3) 成果の利活用
の促進 (4) 知的所有権の取得及び利活用の促進

６ 専門分野を生かしたその他の社会貢献

(1) 分析及び鑑定 (2) 講習及び指導 (3) 標本の生産及び配布
(4) 国際機関、学会等への協力

ま
え
た
見
直
し

(1) 組織等 (2) 保有資産
(3) 職員の資質向上

３ 契約の点検・見直し

４ 内部統制の充実・強化

５ 効率的・効果的な評価の実施及び活用
(4) 国際機関、学会等への協力

第４ 財務内容の改善に関する事項

２ 水源林造成事業等

し
内
容
を
反
映

１ 試験・研究及び林木育種事業

(1) 収支の均衡 (2) 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び
遵守

１ 研究開発

(1) 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営
(2) 自己収入の拡大に向けた取組

第４ 財務内容の改善に関する事項

２ 水源林造成事業等
２ 水源林造成事業等
(1) 長期借入金等の着実な償還
(2) 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

第５ その他業務運営に関する重要事項

１ 施設及び設備に関する事項

映 ２ 水源林造成事業等
(1) 長期借入金等の着実な償還
(2) 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営

第５ その他業務運営に関する重要事項

１ 施設及び設備に関する事項

２ 人事に関する計画
２ 人事に関する計画

(1) 人員計画 (2) 人材の確保

３ 環境対策・安全管理の推進

４ 情報の公開と保護

２ 人事に関する計画

(1) 人員計画 (2) 人材の確保

３ 環境対策・安全管理の推進

４ 情報の公開と保護



（独）水産大学校第３期

効率

● 水産大学校の役割

背景・役割

水産業

更なる効
率的運

●水産基本法の基本理念である「水産物
の安定供給」と「水産業の発展」の実現
に向け、漁業生産、加工、流通、資機材
供給などの多様な産業が有機的に支え

田名臨
図る。

●

供給などの多様な産業が有機的に支え
ている水産業に、創造性豊かで水産現
場での問題解決能力を備え、水産業及
びその関連分野で指導的役割を担う人
材育成を実施。

サ● 背景

「独立行政法人の事務及び事業の改廃
に関する勧告の方向性

水産業及●

水産現場●

・専攻科定員配分の見直しによる水産系海
技士養成の重点化。
・国立大学法人との連携強化による教育効
果の向上。

に関する勧告の方向性」

（専攻科
験の合格

●

専攻科定
●

「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針」

果 向 。

・上記の他、田名臨海実験実習場を廃止し
国庫納付することなどを検討

との連携
の効果的

国庫納付することなどを検討。

期中期目標のポイント

率化に関する事項

業を担う人材育成を実施するにあたり、 トップマネージメントの下、業務の

効率化に向け、実習の一元管理、統一マニュアルの整備、練習船の効
運用など、所用の改善を図る。

臨海実習場を廃止し国庫納付することなどを検討し、事業規模の縮減を

サービス・業務の質の向上に関する事項

及びその関連分野への就職割合が７５％以上確保されるよう努める。

場で不可欠である広範な知識と技術を有する水産系海技士の育成
のほぼすべての学生が三級海技士に合格、二級海技士免許筆記試
格率 ８０％を目指す）。

定員配分の見直しによる水産系海技士養成の重点化、国立大学法人
携強化による教育効果の向上を図るなど、水産業を担う人材育成教育
的・効率的な在り方について検討。



（独）水産総合研究センター

背景・役割 効率

● 海洋
（約２● 水産総合研究センターの役割

栽培
所数

●

（約２
成23

水産総合研究センタ の役割

水産分野の試験及び研究、調査並びに技術開発
について基礎から応用実証までを行う我が国唯
一の水産に関する総合的研究機関。水産基本法
に掲げられている「水産物の安定供給の確保」と

具
事
み

調査●●

「水産業の健全な発展」の基本理念に基づき、行
政機関と連携して水産業が抱える課題解決のた
めに、総合的調査・研究を推進する。

背景

サ

調査
効果

●●

「独立行政法人の事務及び事業の改廃に関
する勧告の方向性」

・漁獲収入逓減リスク分散のための政府出資金約21億
円のうち約10億円を残し国庫納付。

背景

①我

水産業
率的に
べく、研

円のうち約10億円を残し国庫納付。
・各研究所と栽培漁業センターの事務及び事業の一体
的実施、研究所とさけます事業所の組織の一元化。技
術普及・モニタリングのみを行っているさけます事業所
の統合。 等

●

①我
技

②沿
用

③持

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」

・漁獲収入逓減リスク分散のための政府出資金約21
億円のうち約11億円を国庫納付。
・栽培漁業センター、さけますセンター及び水産研究

の
④水
究

⑤①

栽培漁業センタ 、さけますセンタ 及び水産研究
所の組織の一元化による事業所数の更なる縮減。技
術普及・モニタリングのみを行っているさけます事業所
の統合。 等

ー第３期中期目標のポイント

率化に関する事項

洋資源開発業務において、漁獲収入低減リスクの分散のための政府出資金
２１億円）のうち 真に保有する必要のある緩衝財源（約10億円）を除き 平

培漁業センター、さけますセンター及び研究所の組織の一元化により事業
数の更なる縮減を図る。

２１億円）のうち、真に保有する必要のある緩衝財源（約10億円）を除き、平
3年度中に国庫納付する。

具体的には、９研究所と１０栽培漁業センターの組織の一元化、研究所とさけます
事業所の組織の一元化。また、さけます事業所において技術普及・モニタリングの
みを行っている事業所を近隣の事業所に統合する。

査船については 必要な調査能力の拡充を行いつつ 調査船の効率的かつ

サービス・業務の質の向上に関する事項

査船については、必要な調査能力の拡充を行いつつ、調査船の効率的かつ
果的な運用を推進するための見直しを行う。

我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理

業を取り巻く課題及び水産行政上の喫緊の課題に 的確かつ効
に対応するため、また、限られた研究資源を合理的に活用する
研究開発の重点化を次により行う。

我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理
技術の開発
沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的な造成と合理的利
用並びに漁場環境の保全技術の開発
持続的養殖業の発展に向けた生産性向上技術と環境対策技術
の開発
水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業の発展のための研
究開発
①～④の基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発



水研センター次期中期目標に

水産業が抱える課題 必要な研究開

国際的な資源管理の
国周辺資源の回復、
生態系保全

マグロ類､カツオ等の国際水産資源
の管理強化が必要

の生態系保全

資源管理、種苗放流

我が国周辺の水産資源の多くが低
位水準。資源回復による漁業経営
安定化が必要 資源管理、種苗放流

藻場・干潟の保全、
策等の沿岸域の総
用技術の開発

海水温上昇等の環境変化や人為
的開発による藻場・干潟の減少

天然資源や漁場環境
与えない養殖技術の
防除技術の開発 生

大型クラゲや赤潮などの有害生
物の発生による漁業被害が多発

防除技術の開発、生
よる経営の安定化

養殖漁場環境の悪化、養殖種苗が
天然資源に与える悪影響、養殖漁
業経営の悪化

国民の安全な水産物へのニーズ
の高まり

業経営の悪化
水産物や加工品の
有害物質の検出、省
トや漁船の安全性確
発

従事者の高齢化、漁船事故等への
対策、漁船の省エネ・省コスト化

発

における重点的研究開発事項

発の方向 研究課題の重点事項

の強化、我が
、混獲回避等

１．我が国周辺及び国際水産資
源の持続可能な利用のため
の管理技術の開発

流、漁場整備、

の管理技術の開発

２ 沿岸漁業の振興のための水流、漁場整備、
、有害生物対
総合的管理・利

２．沿岸漁業の振興のための水
産資源の積極的な造成と合
理的利用並びに漁場環境の
保全技術の開発

境に悪影響を
の開発、病害
生産性向上に

３．持続的養殖業の発展に向けた
産性向 技 境 策技生産性向上に 生産性向上技術と環境対策技
術の開発

４．水産物の安全・消費者の信頼
確保と水産業の発展のための
研究開発

の偽装表示や
省エネ・省コス
確保技術の開

５．上記１～４の基盤となるモニタリング及び
基礎的・先導的研究開発
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