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独立行政法人農林水産消費技術センター 平成１３年度業務実績評価シート
年度計画中 「★」は重複箇所あり （大項目◎、中項目○、小項目◇）、

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標 事業報告及び特記事項 評価

第２ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に 業務運営の効率化に関する ◎業務運営の効率化
関する事項 関する目標を達成する 目標を達成するためとるべ

ためとるべき措置 き措置 Ａ

中項目の総数 ：４
評価Ａの中項目数：４×２点＝８点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点

合 計 ８点
(８／８＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
① 法人からの自己評価をもとに、農林水産消
費技術センター評価基準に基づき評価を行っ
た結果、すべての中項目についてＡ評価とな

、 。ったことから 大項目の評価はＡ評価とする
② 「中期目標期間中に既存の品質表示基準製
品に係る検査分析時間を10％削減するため、
理化学分析法から生化学分析法や機器分析へ
の転換等を中心に既往の検査分析方法の改良
を行う 」の計画については、分析時間の短。
縮だけでなく、分析精度の向上についても引
き続き検討することが必要である。

１ 業務の重点化 １ 業務の重点化 ○業務の重点化

Ａ

小項目の総数 ：18
評価ａの小項目数：18×２点＝36点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 36点
(36／36＝100％)
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(1) 食品等の品質及び表示 (1) 食品等の品質及び表示
に関する調査及び分析並 に関する調査及び分析並
びに食品等に関する情報 びに食品等に関する情報
の収集、整理及び提供 の収集、整理及び提供

ア 農林水産物、飲食料品 ア 調査分析の重点化
（酒類を除く ）及び油 (ｱ) 調査分析の実施に当た ☆ 総体的な消費者動向の 消費者動向等把握のため、 【事業報告書の記述】。 ◇
脂（以下「食品等」とい っては、消費者ニーズ、 把握のため、全国的なア 全国的なアンケート調査を行 総体的な消費者ニーズを把握するため、消費
う ）の品質及び表示に 流通、消費の実態等の把 ンケート調査を実施する った。 者団体、地方公共団体等に対する以下の全国的 ａ。
関する調査分析について 握のため、消費者団体、 ものとする 〔Ⅰ-９〕 ａ：適切な調査対象・内容に なアンケート調査を実施した。食品等特性把握。
は、消費者等のニーズや 地方公共団体等へのアン より行った 調査に関しては食品の機能性成分、講習会に関
食品等の流通及び消費の ケート調査を行う。 ｂ：一部不十分な調査を行っ しては食品の表示、食品の安全性、遺伝子組換
実態等を踏まえ、必要性 た え食品に対する要望が多かった。
の高い課題を選定して重 ｃ：調査を行わなかった ・食品等特性把握調査に関するアンケート

（ ）点的に実施する。 配布数 1,022
・講習会に関するアンケート

（ ）配布数 1,053
・消費生活センター職員等中央研修及びブロッ

（ ）ク研修に関するアンケート 配布数 255

【その他特記事項】
小樽及び仙台センターにあっては、独自のア
ンケート調査を実施した。

(ｲ) 調査の要望の多い課題 ★ 本年度に実施する食品 ◇検討の結果を踏まえて、必 【事業報告書の記述】、
新たに開発された食品の 等特性把握調査分析の課 要性の高い課題を選定した。 外部の有識者による消費者対応業務推進委員
特性調査等の必要性の高 題は、別紙１のとおりと ａ：必要性の高い課題を選定 会を開催し、13年度の調査結果の評価を行うと ａ
い課題を選定するため、 する 〔Ⅰ-１〕 した ともに、各種アンケート調査等により得られた。
外部の有識者を含めて各 ・海洋深層水の品質特性調 ｃ：必要性の高い課題を選定 情報、消費者相談を踏まえて、14年度の調査課
事業年度において検討を 査 しなかった 題について検討し 「市販の包装切り餅の品質、
行う。 ・わかめ芽株等加工品の品 特性及び調理時の影響 「各種ネギ類の機能性」、

質特性調査 成分含有量に及ぼす調理法の影響」等の全9課
・ハスカップ加工品の品質 題を選定した。
特性調査

・乾燥梅菓子の品質特性調 ◇実施した課題の調査結果を 【事業報告書の記述】
査 広報誌、ホームページ及び講 ＢＳＥ検査開始後の「プリオン検査済み」等

・無洗米のビタミン類を中 習会等で消費者等に情報提供 の表示状況の実態調査を行い、農林水産省に情 ａ
心とした成分及びぬかの した。 報提供した。
除去度合いの調査 ａ：情報提供した 食品等特性把握調査の結果をホームページ、

・ひじきの戻し方及びミネ ｃ：情報提供しなかった 広報誌、講習会等を活用し、情報提供を行うと
ラル分等の溶出の調査 ともに、全国商品テスト連絡会議において発表

・ウーロン茶，ほうじ茶を した。
中心とした茶浸出液に含 〔ホームページ、広報誌掲載課題〕
まれる油状浮遊物の調査 ・フカヒレ加工食品の品質特性
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・胡麻使用菓子類の品質特 ・柑橘類中の主要な機能性成分
性調査 ・生チョコレートの品質特性 ほか

・唐辛子を含む加工食品の 〔全国商品テスト連絡会議発表課題〕
品質特性調査 ・食酢の品質特性調査

・フカヒレ加工食品の品質特性調査
・ＤＮＡを利用したサバ、マグロの種類判別

イ 残留農薬等の微量物質 イ 残留農薬調査分析の迅 ☆ 一斉分析法の共通部分 ◇農薬の精製分離工程等を中 【事業報告書の記述】
の調査分析の需要に的確 速化 である転溶工程を固相抽 心に既往の分析法を改良し、 検討の結果、精製分離工程における転溶工程
に対応するため、現在行 中期目標の期間中に既存 出法に変更することによ 平成11年度を基準として調査 を固相抽出法に変更することにより、残留農薬 ａ
っている残留農薬の調査 の残留農薬の調査分析に要 り効率化の検討を行うも 分析時間を２％（又は各事業 の分析に要する時間を平成11年度を基準として
分析の迅速化を図る。 する時間を１０％削減する のとする 〔Ⅰ-４-(2)〕 年度における累積した達成予 3.6％短縮した。。
○ 迅速化の目標：平成 ため、既往の残留農薬の分 定値）削減した。
１１年度を基準として調 析法のうち特に時間を要す ａ：計画値の達成度合は９０ 【その他特記事項】
査分析に要する時間を中 る農薬の精製分離工程等を ％以上であった 達成度合180％
期目標の期間中に概ね 中心に、既往の分析法の改 ｂ：計画値の達成度合は５０
１０％削減 良を行う。 ％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

ウ インターネット等の情 ウ 調査分析結果等の情報
報提供媒体の活用等を進 の迅速かつ効率的な提供
め、消費者等に対し、食 (ｱ) ホームページを開設し ★ 消費者・事業者等に対 ◇ホームページを開設すると 【事業報告書の記述】 ａ
品等の調査分析結果に係 常時情報提供を行うとと し、的確な情報の提供を ともに、定期的な見直しを行 インターネットの活用による効率的な情報提
る情報の迅速かつ効率的 もに、提供情報を更新し 行うため、ホームページ い、必要な改善を図った。 供のため、センターのホームページを開設・運
な提供を図る。 最新情報を迅速に提供す を開設し、運営するもの ａ：開設し、又は必要な改善 営した。

る。 とする 〔Ⅰ-６-(1)-ア〕 を行い、若しくは見直しの また、最新情報を提供するため、ホームペー。
★ 従来からの定期発行物 結果、改善の必要はなかっ ジを127回更新した。
を掲載するほか、消費者 た
相談事例、プレスリリー ｃ：開設せず、又は必要な改 ホームページのＵＲＬ
スなど最新情報を常時更 善を行わなかった http://www.cfqlcs.go.jp
新するものとする 〔Ⅰ-。
６-(1)-イ〕 ◇ホームページ上の消費者相

談事例等の最新情報を常時更
新した。 ａ
ａ：情報を常時（月に１回以
上）更新した

ｂ：情報の更新の頻度が低か
った

ｃ：情報を更新しなかった

◇プレスリリースを発表翌日 【その他特記事項】
中にホームページへ掲載し プレスリリースは、即日ホームページに掲載
た。 した。 ａ
ａ：達成度合は９０％以上で 達成度合100％
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あった
ｂ：達成度合は５０％以上
９０％未満であった

ｃ：達成度合は５０％未満で
あった

(ｲ) ホームページ上で、消 ◇各種情報の中から、利用者 【事業報告書の記述】
費者・企業からの相談事 が必要な情報を検索できるシ ホームページ掲載事項の中から効率的に必要
例 食生活に関する情報 ステムを設置するとともに、 な情報を抽出できるよう、ホームページ上に検 ａ、 、
食品等の調査分析結果及 定期的な見直しを行い、必要 索機能を付加した。
びＪＡＳ関係業務により な改善を図った。
蓄積された情報等の中か ａ：設置し、又は必要な改善
ら必要な情報を迅速かつ を行い、若しくは見直しの
効率的に検索し、利用で 結果、改善の必要性がなか
きるシステムを構築する った。

ｃ：設置せず、又は必要な改
善を行わなかった

(ｳ) 調査分析結果や行政の ★ 電子メール利用者のた ◇電子メール利用者のために 【事業報告書の記述】
動き等についての最新の めにホームページに受付 ホームページ上に受付窓口を 効率的な情報提供のため、ホームページに情
情報を迅速かつ効率的に 窓口を開設し、電子メー 設置し、希望者に情報を発信 報配信希望者のための登録窓口を開設し、電子 ａ
提供するため、電子メー ルによる情報を発信する した。 メールによる情報（メールマガジン）を平成14
ルを活用して希望者に情 ものとする。 ａ：受付窓口を設置し、情報 年3月から毎月15日に発信することとした。
報を発信するシステムを 〔Ⅰ-６-(1)-ウ〕 を発信した
構築する。 ｃ：受付窓口を設置せず、情

報の発信を行わなかった

(2) 農林物資の検査及び格 (2) 農林物資の検査及び格
付並びに技術上の調査及 付並びに技術上の調査及
び指導 び指導

ア 農林物資の検査につい ア 農林物資の検査の重点
ては、農林物資の規格化 化及び迅速化
及び品質表示の適正化に
関する法律の一部を改正
する法律（平成１１年法
律第１０８号。以下「改
正ＪＡＳ法」という ）。
により新たに表示が義務
付けられた生鮮食品、加
工食品、遺伝子組換え食
品、有機農産物等の検査
を重点的に実施するとと
もに、従来から農林物資
の品質に関する表示の基
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（ 「 」準 以下 品質表示基準
という ）が定められて。
いる加工食品の検査業務
の迅速化を図る。

○ 品質表示基準に係る加 (ｱ) 新たに品質表示が義務 ★ 本年度の計画件数は、 ◇不適合率が低い品目等の検 【事業報告書の記述】
工食品の検査件数のうち 付けられた加工食品に対 別紙４及び別紙５のとお 査件数を削減し、新たに表示 品質表示基準に係る加工食品買上検査におい
新たに表示が義務付けら する各事業年度の検査件 りとする 〔Ⅱ-１-(2)〕 が義務付けられた加工食品の て、新たに品質表示が義務付けられた加工食品 ａ。
れたものの検査件数の割 数の割合を５０％以上と １２年度計画 ２ ７７７ 検査件数の割合を５０％以上 の検査件数は2,863件となり、全検査件数4,939（ ， ）
合：各事業年度５０％以 するため、従来から品質 １３年度計画 ２ ００３ とした。 件に占める割合は58％となった。（ ， ）
上 表示基準が定められてい ａ：計画値の達成度合は100

る５５品目の加工食品 以 ％以上であった 【その他特記事項】（
下「既存の品質表示基準 ｂ：計画値の達成度合は７０ 達成度合116％
製品」という ）の検査に ％以上100％未満であった。
ついて、平成１３年度以 ｃ：計画値の達成度合は７
降、前年度の検査の結果 ０％未満であった
を踏まえ、品質表示基準
への不適合率が低い品目

。等の検査件数を削減する

○ 迅速化の目標：平成 (ｲ) 中期目標の期間中に既 ☆ 既存の品質表示基準製 ◇各事業年度の対象品目につ 【事業報告書の記述】
１１年度を基準として検 存の品質表示基準製品に 品に係る検査分析方法の いて、既存の検査分析方法を 品質表示基準に係る加工食品検査の迅速化を
査に要する時間を中期目 係る検査分析時間を１０ うち、以下の品目の検査 改良し、検査分析時間を平成 図るため、各品目ごとに検査分析時間の削減の ａ
標の期間中に概ね１０％ ％削減するため、理化学 分析方法について検討す １１年度を基準として１０％ 可能性を検証した結果、以下のとおり分析に要
削減 分析法から生化学的分析 るものとする。 程度削減した。 する時間が短縮可能であることが確認された。

法や機器分析への転換等 〔Ⅱ-１-(4) 〕 ａ：計画値の達成度合は９０ 〔平成11年度を基準とした削減割合〕
を中心に、既往の検査分 品目：即席めん類、ベーコ ％以上であった 即席めん類 22％
析方法の改良を行う。 ン類、乾めん類、マカ ｂ：計画値の達成度合は５０ ベーコン類 19％

ロニ類、食料缶瓶詰 ％以上９０％未満であった 乾めん類 13％
ｃ：計画値の達成度合は５０ マカロニ類 24％
％未満であった 食料缶瓶詰(ｺﾝﾋﾞｰﾌ) 59％

【その他特記事項】
達成度合280％

イ 日本農林規格 以下 Ｊ イ 農林物資の格付の効率 ◇平成１４年度をもって廃止（ 「
ＡＳ規格」という ）に 化 した。。
よる農林物資の格付につ (ｱ) 外国林産物の格付業務 ａ：廃止した
いては、ＪＡＳ規格の見 については平成14年度を ｃ：廃止しなかった
直しや格付件数の動向等 もって廃止する。 （平成１４年度限りの評価指
を踏まえ、新たに品質表 標）
示基準が定められる農林
物資、有機農産物等の検 (ｲ) 生糸の格付業務につい ★ 研修 ◇消費者対応業務、ＪＡＳ関 【事業報告書の記述】
査に関する業務等に適切 ては、業務体制の見直し 別紙９により実施するも 係業務等に関する研修計画を 表示点検業務等への活用を図るため、生糸格
に対応することが可能と を進めつつ、業務量と要 のとする 〔Ⅸ〕 作成し、研修を行った。 付業務担当職員に対して表示点検業務に関する ａ。
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なるよう、業務運営の効 員の適正化を図るため、 ａ：研修計画を作成し、研修 研修を実施した。
率化を進める。 生糸格付業務担当職員に を行った

ついて、品質表示基準製 ｂ：研修計画を作成したが、 【その他特記事項】
品や有機農産物の検査業 研修を行わなかった 技術能力向上研修の一環として、生糸検査部
務等他業務への活用等を ｃ：研修計画を作成しなかっ 門に所属する職員を対象とした研修計画を作成
図ることとし、これらの た した。
職員を対象に、消費者対
応業務、ＪＡＳ関係業務 ◇生糸格付業務担当職員を品 生糸格付業務担当職員を品質表示基準のモニ

、 。等に関する研修を計画的 質表示基準製品や有機農産物 タリング調査 消費生活展等の業務に活用した
に実施する。 の検査業務等他業務へ活用し ａ

た。
ａ：他業務へ活用した
ｃ：他業務へ活用しなかった

(3) 農林物資の検査技術に (3) 農林物資の検査技術に
関する調査及び研究 関する調査及び研究
農林物資の検査技術に ア 調査及び研究について

関する調査及び研究につ (ｱ) 食品等の検査技術に関 ☆ 調査研究、企業相談、 ◇消費者、食品等製造業者の 【事業報告書の記述】
いては、必要性の高い課 する消費者、食品等の製 消費者相談等センター業 ニーズや技術開発の動向につ 食品等の検査技術に関するニーズ、技術開発 ａ
題を選定して重点的に実 造業者及び行政部局等の 務と試験研究機関との有 いて情報収集を行った。 の動向等を把握するため、農業試験研究推進会

、 。 、施するとともに、その効 ニーズ、技術開発の動向 機的な連携を図るため、 ａ：情報収集を行った 議等に計20回参画し 情報収集を行った また
率的な実施を図る。 等を的確に把握するため 農業試験研究推進会議等 ｃ：情報収集を行わなかった 各種講習会及び講師派遣等におけるアンケート、

情報収集を行う。 に積極的に参画するもの 調査等による情報収集を行った。
とする 〔Ⅵ-４-(2)〕。

◇行政部局のニーズを把握す 【事業報告書の記述】
るため総合食料局局議等へ常 なし。
時参加した ａ
ａ：局議等へ参加した 【その他特記事項】
ｃ：局議等へ参加しなかった 総合食料局局議及び業務関連課の会議に参加

した。

(ｲ) 技術的な可能性等につ ◇検討の結果を踏まえて、必 【事業報告書の記述】
いて検討した上で必要性 要性の高い課題を選定した。 外部の有識者を含めた調査研究総合評価委員
の高い課題を選定するた ａ：必要性の高い課題を選定 会を開催し、13年度の調査研究成果を点検・評 ａ
め、外部の有識者を含め した 価するとともに、情報収集の結果を踏まえて14
て各事業年度において検 ｃ：必要性の高い課題を選定 年度の調査課題について検討し 「遺伝子組換、
討を行う。 しなかった え農産物加工食品中の組換え体混入率の定量化

技術 「青果物の産地判別のための誘導結合プ」、
ラズマ発光分析法及び誘導結合プラズマ質量分
析法による多元素定量分析」など23課題を選定
した。

イ 調査研究に関する内部 ★ 本年度は、別紙８の課 ◇調査研究に関する内部の委 【事業報告書の記述】
の委員会を設置し、中長 題を実施するものとする 員会を設置し、中長期の展望 調査研究推進委員会を設置し、調査研究の進。
期の展望に立った適切な なお、年度内において に立った適切な調査研究計画 行管理を行った。また、調査研究5カ年計画を ａ
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調査研究計画の作成、調 緊急な調査研究がある場 を作成するとともに、定期的 作成するとともに、緊急性のある重要課題を実
査研究の進捗状況等に応 合には、必要に応じて課 な見直しを行い、必要な改正 施するための課題の調整を行い、2課題につい
じた適正な進行管理及び 題を調整するものとする を行った。 て中止し、4課題について追加して実施した。。
内部評価に基づく計画変 〔Ⅵ-１〕 ａ：調査研究計画を作成し、
更の指示等を効率的に行 又は必要な改正を行い、若
う。 しくは見直しの結果、改正

の必要性がなかった
ｃ：調査研究計画を作成しな
かった

◇内部の委員会を設置し、進
捗状況等に応じた進行管理及
び内部評価を行うとともに、 ａ
内部評価の結果に基づき必要
に応じて調査研究計画の変更
の指示等を行った。
ａ：内部の評価の結果、調査
研究計画の変更の指示等を
行い、又は調査研究計画の
変更の必要性がなかった

ｃ：内部の評価を行わなかっ
た

２ 組織体制の整備 ２ 組織体制の整備 〔組織規程〕 ○組織体制の整備
社会情勢の変化と科学

技術の進歩に的確に対応 Ａ
しつつ、中期計画に即し
て機動的かつ効率的に業
務を推進できるよう、責
任と役割分担を明確化し 小項目の総数 ：６
た機能的で柔軟な組織体 評価ａの小項目数：６×２点＝12点
制を整備する。 評価ｂの小項目数：０×１点＝０点

評価ｃの小項目数：０×０点＝０点
合 計 12点

(12／12＝100％)

(1) 役員と職員の責任と役 ◇理事長の指示を徹底し、効 【事業報告書の記述】
割を明確化するとともに 率的な組織運営を行うため、 毎週の幹部会議及び毎月の部課長会議を開催、
理事長の指導の下、効率 原則として毎週、理事長及び し、効率的な組織運営に努めた。 ａ
的な組織運営を行う。 理事、本部の部長による幹部

会議を開催した。
ａ：開催した
ｃ：開催しなかった

◇理事長の指示を徹底し、効
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率的な組織運営を行うため、
原則として毎月、理事長及び ａ
理事、本部の部課長、専門官
による部課長会議を開催し
た。
ａ：開催した
ｃ：開催しなかった

(2) 本部の総務部門及び企 ◇業務を効率的に実施するた 【事業報告書の記述】
画調整部門並びに本部及 め、企画調整部においてセン 業務実施部門の責任と役割分担及び指示系統
び地域の業務実施部門の ター全体の業務の進行管理を を明確にするため、各部課の業務ごとの業務分 ａ
責任と役割分担及び指示 行った。 担等を明文化し、職員へ周知した。
系統を明確にし、効率的 ａ：進行管理を行った
な業務運営を行う。 ｃ：進行管理を行わなかった 【その他特記事項】

四半期毎に進捗状況報告を作成し、業務の進
捗状況を管理した。

◇業務を効率的に実施するた 四半期毎に予算の執行状況を把握し、業務計
め、総務部において業務の進 画の達成及び突発的な業務に対する予算の執行
行状況に対応した予算の執行 管理をした。 ａ
管理を行った。
ａ：予算の執行管理を行った
ｃ：予算の執行管理を行わな
かった

(3) 機動的に業務を推進す ◇主任調査官を業務実施部門 【事業報告書の記述】
るため、スタッフ制等柔 及び地域センタースタッフ職 スタッフ制を導入し、年度計画に基づく業務
軟な業務運営ができる体 員として配置し、業務量の増 量に応じて主任調査官を配置した。 ａ
制を整備する。 減に対応して主任調査官の担

当業務の変更を行った。 【その他特記事項】
ａ：業務の変更を行い、又は 年度計画に大きな変更がなかったことから、
変更の必要はなかった 主任調査官の担当業務の変更の必要はなかっ

ｃ：変更の必要性はあったが た。
変更しなかった

◇商品調査課、技術研究課及 商品調査課及び技術研究課では、担当者の業
び微量物質検査課をスタッフ 務内容を一部変更した。
制とし、業務量の増減に対応 ａ
して担当者の業務内容の変更
を行った。
ａ：業務内容の変更を行い、
又は変更の必要はなかった

ｃ：変更の必要性はあったが
変更しなかった
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３ 業務運営能力の向上 ３ 業務運営能力の向上 ○業務運営能力の向上

Ａ

小項目の総数 ：９
評価ａの小項目数：９×２点＝18点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 18点
(18／18＝100％)

(1) 職員の技術的水準の向 (1) 職員の技術水準の向上 ★ 研修 ◇職員技術研修中期計画を作 【事業報告書の記述】
上を図るための研修及び 及び資格の取得を計画的 別紙９により実施するも 成するとともに、定期的な見 職員の技術水準の向上及び資格の取得を計画
資格の取得を計画的に実 に実施するため、職員技 のとする 〔Ⅸ〕 直しを行い、必要に応じて計 的に実施するため、職員技術研修中期計画を作 ａ。
施するとともに、調査分 術研修中期計画を作成す 画の変更を行った。 成し、以下のとおり有資格者を確保した

（ ）析技術への先進的な技 るとともに、ＩＳＯ９０ ａ：職員技術研修中期計画を ・ＩＳＯ9000審査員補の有資格者2名 総数8名
術、知識等の導入に努め ００の審査員補、労働安 作成し、又は必要な変更を ・作業環境測定士3名（総数3名）
る。 全衛生法に定められた作 行い、若しくは見直しの結 ・放射線取扱主任者1名（総数40名）

業環境測定士等の有資格 果、変更の必要はなかった
者を確保する。 ｃ：職員技術研修中期計画を

作成せず、又は必要な変更
を行わなかった

・ＩＳＯ９０００審査員補 ◇年度計画に基づいてＩＳＯ
取得研修 ９０００の審査員補の有資格

者を確保した。 ａ
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった

・技術資格取得研修 ◇年度計画に基づいて作業環
境測定士の有資格者を確保し
た。 ａ
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった

◇年度計画に基づいて放射線 【その他特記事項】
取扱主任者の有資格者を全セ 放射線取扱主任者は、全センターで有資格者
ンターに確保した。 を複数名確保している。 ａ
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった

(2) 先進的な検査分析技術 ・分析技術研修 ◇外部機関への職員の派遣研 【事業報告書の記述】
等の導入を図るため、独 ・機器操作技能研修 修を実施し、研修の結果、高 先進的な検査分析技術等の導入を図るため、
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立行政法人食品総合研究 ・センター内専門技術研修 度な分析技術を習得した職員 分析技術研修として、独立行政法人食品総合研 ａ
所等の外部機関への職員 ・技術能力向上研修 が増加した。 究所（2名18日間）及び独立行政法人水産総合
の派遣を行うとともに、 ａ：実施し、増加した 研究センター（1名10日間）へそれぞれ職員を
職員の技術力の向上を図 ｃ：実施しなかった 派遣した。
るため、遺伝子組換え食 また 職員延べ126名に対し ＬＣ－ＭＳ 液、 、 （
品の検査技術、ＬＣ－Ｍ 体クロマトグラフ-質量分析計）など新しい分
Ｓ（液体クロマトグラフ 析技術に重点を置いた機器操作技能研修等を行
－質量分析計）による機 った。
能性成分の分析技術等の
新しい分析技術に重点を ◇新しい分析技術に重点を置
置いた研修を行う。 いた研修を実施し、研修の結

果、分析技術を習得した職員 ａ
が増加した。
ａ：実施し、増加した
ｃ：実施しなかった

(2) 職員の健康と安全な労 (3) 職員の健康と安全な労 ☆ 労働安全衛生法に基づ ◇衛生管理者を本部、横浜・ 【事業報告書の記述】
働環境を維持するための 働環境を維持するための き、職員の健康と安全な 神戸センターに配置した。 労働安全衛生法に基づき、職員の健康と安全
体制を整備する。 措置を講じる。 労働環境を維持するため ａ：配置した な労働環境を維持するため、本部、横浜センタ ａ、

本部、横浜センター及び ｃ：配置しなかった ー及び神戸センターに衛生管理者の資格を取得
神戸センターに衛生管理 した者を、小樽センター、仙台センター、名古
者の資格を取得した者を ◇衛生推進者を小樽・仙台・ 屋センター、岡山センター及び門司センターに、
小樽センター、仙台セン 名古屋・岡山・門司センター 衛生推進者の資格を取得した者をそれぞれ1名
ター、名古屋センター、 に配置した。 以上配置した。 ａ
岡山センター及び門司セ ａ：配置した また、本部及び各地域センターにおいて安全
ンターに衛生推進者の資 ｃ：配置しなかった 衛生委員会を開催した
格を取得した者を配置す
るとともに、各地域セン 【その他特記事項】
ターにおいて委員会を開 作業環境測定機関による実験室の作業環境測
催し、職員の安全と健康 定を全センターにおいて2回実施した。
に資するものとする。
〔ⅩⅡ〕 ◇本部及び各地域センターに

おいて安全衛生委員会を開催
した。 ａ
ａ：開催した
ｃ：開催しなかった

４ 業務運営の進行管理 ４ 業務運営の進行管理等 ○業務運営の進行管理等

Ａ

小項目の総数 ：２
評価ａの小項目数：２×２点＝４点
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評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

業務の運営状況を定期 (1) 業務の運営状況を点検 ☆ センターは、業務の実 ◇外部の有識者を活用した業 【事業報告書の記述】
的に点検・評価し、その ・評価し、業務の進行を 績を四半期ごとに集計し 務評価委員会を定期的に開催 平成13年11月に外部の有識者を含めた監査委、
結果を業務の運営に反映 適正に管理するため、外 さらに第２四半期終了後 し、業務の進行を適正に管理 員会（業務評価委員会）を開催し、進捗状況等 ａ
させる仕組みを導入す 部の有識者を活用した監 速やかに監査委員会を開 した。 を点検・評価した。
る。 査を定期的に行う。 催して 業務の実施方法 ａ：定期的に開催し、業務の 四半期毎に報告される実績報告を基に、年度、 、

進捗状況等を点検・評価 進行を適正に管理した 計画に対する進捗状況報告を取りまとめ、業務
することにより適正な業 ｃ：開催しなかった の進行管理を実施した。

。務進行を行うものとする
〔ⅩⅠ-１〕

(2) 文書の電子化等を推進 ☆ 文書について、電子化 ◇文書の電子化等により、平 【事業報告書の記述】
し、中期目標の期間中の の促進を図り迅速かつ効 成１１年度を基準として用紙 文書の電子化を推進する等により、平成11年
５年間で管理運営費のう 率化を進め、用紙代の削 代を２％（又は各事業年度に 度を基準に22％の用紙代を削減した。 ａ
ち用紙代を１０％削減す 減に努めるものとする。 おける累積した達成予定値）
る。 〔ⅩⅠ-２〕 削減した。 【その他特記事項】

ａ：計画値の達成度合は９０ 達成度合1,100％
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

５ 業務運営の効率化によ ５ 業務運営の効率化によ ○業務運営の効率化による経
る経費抑制 る経費抑制 費抑制

運営費交付金としての予算措置が平成13年
度からであり、前年度との比較ができないた
め、評価の対象外。

業務運営の効率化に関 業務運営の効率化に関 人件費を除く運営費交付金
する事項による経費の抑 する事項による経費の抑 で行う事業について、新規事
制については、各事業年 制については、各事業年 業分その他特別の事情による
度の人件費を除く運営費 度の人件費を除く運営費 増加分を除き、対前年度比で
交付金で行う事業につい 交付金で行う事業につい １％抑制した。
て、少なくとも対前年度 て、少なくとも対前年度 ａ：計画値の達成度合は100
比で１％抑制すること。 比で１％抑制する。 ％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
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％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

（平成１４年度以降の評価指
標）

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す 国民に対して提供するサ ◎サービスその他業務の質の
るサービスの質の向上 るサービスその他業務 ービスその他業務の質の向 向上
に関する事項 の質の向上に関する目 上に関する目標を達成する Ａ

標を達成するためとる ためとるべき措置
べき措置

中項目の総数 ：６
評価Ａの中項目数：５×２点＝10点
評価Ｂの中項目数：１×１点＝１点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点

合 計 11点
(11／12＝92％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
① 法人からの自己評価をもとに、農林水産
消費技術センター評価基準に基づき評価を
行った結果、中項目にＢ評価はあったもの
の総じて高い評価が得られていることから
大項目の評価はＡ評価とする。
② 立入検査について、現在の社会情勢から
勘案して、今後も相当数の検査の実施が予
想される。立入検査に着実かつ適切に対応
するため、立入検査のより効率的な実施方
法について検討を行うとともに、フレキシ
ブルな対応をとりうる体制を整備する工夫
が必要であると考える。
③ 原産地虚偽表示等の違反事件において、
農林水産大臣から指示を受けて立入検査を
行う事案が大幅に増加したことに伴い、生
鮮食品の原産地表示調査の実施率が96％に
減少したことは、やむを得ないと考える。
④ 中期計画に記載された業務以外にも、食
品等の商品知識や表示制度などに関する消
費者や企業からの相談、問い合わせ、講習
会への講師派遣依頼など積極的に対応して
いる。

１ 食品等の品質及び表示 １ 食品等の品質及び表示 ○食品等の品質及び表示に関
に関する調査及び分析並 に関する調査及び分析並 する調査及び分析並びに食品
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びに食品等に関する情報 びに食品等に関する情報 等に関する情報の収集、整理 Ａ
の収集、整理及び提供 の収集、整理及び提供 及び提供

小項目の総数 ：38
評価ａの小項目数：38×２点＝76点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 76点
(76／76＝100％)

(1) 食生活指針（平成１２ (1) 講習会等の開催
年３月２４日閣議決定） ア 教育関係者に対する食 ☆ 食生活指針の普及啓発 ◇食生活指針の普及啓発講習 【事業報告書の記述】
の普及・定着、食料自給 生活指針の普及啓発を中 については、各地域セン 会を地域の教育関係機関等と 教職員を主な対象として食生活指針の普及啓
率の向上等に資するた 心とした講習会を中期目 ターが地方公共団体又は 連携を図りながら、１０都道 発を図るための講習会を15都道県で、延べ20回 ａ
め、食生活や食品等の消 標の期間中に各都道府県 地域の教育関係機関等と 府県以上について開催した。 開催した。
費の改善等に関する情報 で１回以上開催する。 連携を図りながら行うも ａ：計画値の達成度合は100
を、消費者、地方公共団 のとし、本年度は、１０ ％以上であった 【その他特記事項】
体、教育関係者等へ積極 都道府県以上について開 ｂ：計画値の達成度合は７０ 達成度合150％
的に提供する。 催するものとする。 ％以上100％未満であった
○ 教育関係者に対する講 〔Ⅰ-７-(1)〕 ｃ：計画値の達成度合は７０
習会の開催回数：中期目 ％未満であった
標の期間中に各都道府県
１回以上

○ 地方公共団体に対する イ 地方公共団体に対する ☆ 消費者行政（ＪＡＳ法 ◇講習会及び研修会を１６回 【事業報告書の記述】
研修会及び講習会の開催 消費者行政施策の普及啓 関係を含む）等を担当す 以上開催した。 消費者行政（ＪＡＳ法関係を含む ）等を担。
回数：各事業年度１６回 発を推進するための講習 る地方公共団体の職員に ａ：計画値の達成度合は100 当する地方公共団体の職員に対して、改正ＪＡ ａ
以上 会及び消費生活センター 対する消費者行政施策の ％以上であった Ｓ法等の消費者行政施策の普及啓発を図るため

の職員等を対象とした地 普及啓発を推進するため ｂ：計画値の達成度合は７０ の講習会を10回開催した
方公共団体による食品等 の講習会を、各地域セン ％以上100％未満であった 消費生活センターの職員等を対象とした地方
に関する消費者苦情相談 ターごとに１回以上開催 ｃ：計画値の達成度合は７０ 公共団体による食品等に関する消費者相談等へ
等への適切な対応を支援 するものとする。 ％未満であった の適切な対応を支援するための研修会を以下の
するための研修会を各事 〔Ⅰ-７-(2)〕 とおり開催した。

（ ） （ ）業年度に１６回以上開催 ☆ 消費生活センターの職 ・ブロック研修 3日間 8回 各センター１回
する。 員等を対象とした地方公 ・総合食料局長の依頼による中央研修(5日間)1
また、地方公共団体の 共団体による食品等に関 回

要請に応じ、必要と認め する消費者相談等への適
た場合には個別に研修会 切な対応を支援するため 【その他特記事項】
を開催する。 の研修会（以下「消費生 達成度合119％

活センター等職員研修」
という ）を、次により開。
催するものとする。
〔Ⅰ-８〕

、・ 各地域センターごとに
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管轄区域内の消費生活セ
ンターの職員等を対象と
した消費生活センター等

（ ）職員研修 ブロック研修
を１回開催する。
〔Ⅰ-８-(1)〕
・ 農林水産省総合食料局 ◇地方公共団体の要請に応 【事業報告書の記述】
長主催による全国の消費 じ 個別に研修会を開催した 消費生活センターからの要請に応じた個別の、 。
生活センターの職員等を ａ：要請に応じ、必要と認め 研修 1回（残留農薬分析） ａ
対象とした消費生活セン た場合には研修会を開催し
ター等職員研修（中央研 た
修）を、本部で１回開催 ｃ：正当な理由なく、要請に
する 〔Ⅰ-８-(2)〕 応じなかった事例がある。。

・ 消費生活センター等か
らの要請に応じ、検査分
析技術等の個別指導にも
対応するものとする。
〔Ⅰ-８-(3)〕

(2) 食品の安全性や品質に (2) 緊急を要する調査分析
影響を及ぼすおそれのあ ア 食品事故等の発生に際 ☆ 必要に応じて食品事故 ◇食品事故調査要領を作成す 【事業報告書の記述】
る事故や汚染等の発生に して即時に対応できる業 等の社会的問題となって るとともに、定期的な見直し 食品事故等の発生に際して即時に対応するた
際して、消費者の被害及 務執行体制を整備するた いる事項について調査を を行い、必要に応じて改正を め、食品緊急調査実施要領を作成した。実施に ａ
び生産者の風評被害の防 め、想定される食品事故 行うものとする。 行った。 当たっては、専門の委員会を設置することとし
止、消費者の不安の解消 の重大性に応じて指示命 また、食品事故調査に ａ：食品事故調査要領を作成 た。なお、13年度は、委員会を設置する案件は
等を図るため、実態調査 令系統を明確化するため 係る要領を整備し、その し 又は必要な改正を行い なかった。、 、
やデータの収集を迅速に の食品事故調査要領を作 対応方法について検討す 若しくは見直しの結果、改
行い、適切かつ正確な情 成するとともに、想定さ るものとする 〔Ⅷ-２〕 正の必要はなかった。
報を消費者に分かり易 れる事故内容別に職員の ｃ：作成せず、又は必要な改
く、かつ、迅速に提供す 中からあらかじめ当該事 正を行わなかった
るとともに、そのための 故に関する専門家を登録
業務執行体制を整備す する。 ◇専門家を登録するととも
る。 に、定期的な見直しを行い、

必要に応じて登録者名簿の更
新を行った。
ａ：専門家を登録し、又は必
要な更新を行い、若しくは
更新の必要性がなかった

ｃ：専門家を登録せず、又は
必要な更新を行わなかった

（平成１４年度以降の評価指
標）

以下の調査については、食品事故等に関する
調査実績ではないことから、評価の対象としな
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い。
【事業報告書の記述】
（ ）ＢＳＥ検査開始後の表示状況実態調査の実施
理由 平成13年10月18日から行われたＢＳＥ
検査開始後の牛肉の安全性に関連する表示実態
を把握し、農林水産省品質課へ情報提供する。
方法 小売店（全国計40店舗）における表示
状況について、平成13年10月18日から12月27日
までの間、定点的に調査するとともに、新聞の
折り込み広告等の状況を調査する。

★ 本年度に実施する食品 （食品等特性把握調査の実施）
等特性把握調査分析の課 消費者に食品等の正しい知識を普及啓発する
題は、別紙１のとおりと ため、消費者対応業務推進委員会の検討結果を
する 〔Ⅰ-１〕 踏まえ、以下の食品等特性把握調査を行った。。

・海洋深層水の品質特性調 ・海洋深層水の品質特性調査
査 海洋深層水はミネラルウォーターに比

べ、全体的にミネラル類の含量が高い傾向
にあったが、製品により大きなばらつきが
あった。また、成分分析及び官能検査の結
果から総硬度の高い製品ほど好まれない傾
向にあることが明らかとなった。

・わかめ芽株等加工品の品 ・わかめ芽株等加工品の品質特性調査
質特性調査 色の評価が高い製品はpH値が高く、緑色

が増す傾向が見られることから、製造時の
湯通し工程及びそれ以後のpHが製品の色の
評価に影響することが、また、官能検査で
歯ごたえの評価が高い製品は、総アルギン
酸量も高い傾向が見られることが明らかと
なった。

・ハスカップ加工品の品質 ・ハスカップ加工品の品質特性調査
特性調査 北海道を代表とする特産品であるハスカ

ップ加工品の品質を含めた商品実態につい
て調査した結果、加工品の形態別のビタミ
ン、ミネラル量は共にジャムが最も高く、
ハスカップジャムはブルーベリージャム等
のベリー類加工品に比べビタミンＣ及びカ
ルシウムが多く含まれる傾向にあった。

・乾燥梅菓子の品質特性調 ・乾燥梅菓子の品質特性調査
査 沖縄県産とそれ以外の製品には糖組成以

外に差が見られないこと、味については酸
味又は甘味が強い製品、硬さについては硬
い又は軟らかい製品の４種類に分類される
こと、大きさについては、子供の口に余る
大きさのものがあった。
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・無洗米のビタミン類を中 ・無洗米のビタミン類を中心とした成分及び
心とした成分及びぬかの ぬかの除去度合いの調査
除去度合いの調査 無洗米に比べ通常米の方がアルブミン・

グロブリン含量が多く、ぬか層に含まれる
タンパク質の差が確認されたことから、ぬ
か層の除去度合いを推定可能であることが
明らかとなった。

・ひじきの戻し方及びミネ ・ひじきの戻し方及びミネラル分等の溶出の
ラル分等の溶出の調査 調査

干しひじきの最適水戻し条件は 常温 2、 （
0℃）では30分程度、温湯（40℃）では20
～30程度、熱湯（60～80℃）では10分程度
であることが明らかとなった。

・ウーロン茶，ほうじ茶を ・ウーロン茶、ほうじ茶を中心とした茶浸出
中心とした茶浸出液に含 液に含まれる油状浮遊物の調査
まれる油状浮遊物の調査 茶葉中に油分を多く含むウーロン茶や番

茶の一部で茶葉溶出液に浮遊物（トリグリ
セライド）が認められると共に、作り置き
した際に浮遊物が発生しやすいことが明ら
かとなった。

・胡麻使用菓子類の品質特 ・胡麻使用菓子類の品質特性調査
性調査 胡麻の形状がそのまま残っている製品に

総トコフェノールが多く含まれ、チョコレ
ート菓子を除く菓子類については、胡麻に
多く含まれるリノール酸、オレイン酸、パ
ルミチン酸、ステアリン酸の含有比に類似
した脂肪酸組成を示した。また、ゴマリグ
ナン類等の機能性成分については製品によ
りばらつきがあったが、胡麻そのものが含
まれている製品については多く含まれる傾
向にあった。
・唐辛子を含む加工食品の品質特性調査

・唐辛子を含む加工食品の 唐辛子を使用した加工食品及び唐辛子を
品質特性調査 使用しない類似商品について成分等の調査

を行った結果、β－カロテン、カプサイシ
ン及びカプサンチンは唐辛子を含む食品に
多く含まれていたが、唐辛子を使用するこ
とによる塩分抑制効果については、今回の
調査結果からは認められなかった。

イ 調査により得られたデ ◇食品事故等の発生原因の究 情報提供
ータをもとに原因の究明 明後、発生原因に関する情報 ＢＳＥ検査開始後の「プリオン検査済み」等
を行い インターネット をインターネット、広報誌等 の表示状況の実態調査を行い、農林水産省に情、 、
広報誌等を活用して、地 を活用して、地方公共団体、 報提供した。
方公共団体、消費者等に 消費者等に対して３日以内に 食品等特性把握調査の結果をホームページ、
対する正確かつ迅速な情 提供した。 広報誌、講習会等を活用し、情報提供を行うと
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報の提供を行う。 ａ：３日以内に行った ともに、全国商品テスト連絡会議において発表
ｂ：４日以上かかった した。
ｃ：行わなかった 〔ホームページ、広報誌掲載課題〕

・フカヒレ加工食品の品質特性
・柑橘類中の主要な機能性成分
・生チョコレートの品質特性 ほか
〔全国商品テスト連絡会議発表課題〕
・食酢の品質特性調査
・フカヒレ加工食品の品質特性調査
・ＤＮＡを利用したサバ、マグロの種類判別

(3) 社会的な要請等を踏ま (3) 微量物質等の調査分析
えて、食品等に含まれる ア 社会的な要請等に的確 ★ センターの所掌する業 ◇微量物質等の分析技術の習 【事業報告書の記述】
微量物質の調査分析を適 かつ迅速に対応できる体 務の基盤である分析の精 得、維持・向上のための研修 分析技術の習得、維持・向上のため、延べ21
切に行う。 制を整備するため、分析 度を維持向上させるため を行った。 7名の職員に対し、機器操作技能研修を39回実 ａ、

技術の習得、維持・向上 理化学検査項目のクロス ａ：研修を行った 施した。
のための研修を行うとと チェック、分析技術に関 ｃ：研修を行わなかった
もに、分析機器の整備及 する研修、検査分析機器
び分析精度を保証するた の保守管理等を行うこと ◇全センターの分析機器の点 【事業報告書の記述】
めの保守・点検を定期的 により、検査分析に関し 検整備等を計画的に行うた 微量物質等確認調査に使用する主要検査分析
に行う。 総合的な精度管理の改善 め、分析機器管理台帳を作成 機器の整備及び保守・点検を行った。 ａ

、 。向上を図り、ＧＬＰ体制 し 定期的な再調査を行った
の基礎を構築するものと ａ：管理台帳を作成し、又は 【その他特記事項】
する 〔Ⅹ-２〕 定期的な再調査を行った 検査分析機器保有実態調査の結果を基に分析。

ｃ：管理台帳を作成せず、又 機器管理台帳を作成した。
は再調査を行わなかった

◇分析機器の整備及び分析精
度を保証するための保守・点
検を定期的に行った ａ
ａ：整備、保守・点検を定期
的に行った

ｃ：整備、保守・点検を定期
的に行わなかった

イ 農林水産省の関係部局 ☆ 本年度に実施する食品
と連携し、農林物資の生 等の微量物質の調査分析
産方法の改善につなげる を行う品目、分析項目及
ため、食品等に含まれる び件数は別紙３のとおり
微量物質の基礎データを とする 〔Ⅰ-４-(1)〕。
得ることを目的として調
査分析を実施する。 ・抗生物質 ◇年度計画に基づき抗生物質 【事業報告書の記述】

２４０件 の調査分析を実施した。 行政ニーズを踏まえ、以下の微量物質の基礎
ａ：計画値の達成度合は９０ 調査を実施し、農林水産省関係部局に情報提供 ａ
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％以上であった を行った。なお、野菜類（国産2,474件（390検
ｂ：計画値の達成度合は５０ 体 、輸入1,836件（306検体 ）の残留農薬に係） ）
％以上９０％未満であった る分析結果については、農林水産省において公

ｃ：計画値の達成度合は５０ 表（プレスリリース）され、残留農薬基準値を
％未満であった 超過した１件については、農林水産省を通じて

厚生労働省に通報した。
・抗生物質（ハム類、ハンバーグ、畜肉缶詰）
240件（240検体）
・合成抗菌剤（ハム類、ハンバーグ） 121件
（121検体）
・残留農薬（野菜類、果物類、果実飲料、茶）

7,743件（1,278検体）
輸入野菜類 1,836件（306検体）
国産青果物 4,137件（618検体）
果実飲料 230件（46検体）
茶 1,540件（308検体）
・放射能（紅茶､パスタ､納豆､乾燥きのこ類､ナ
ッツ類) 160件（160検体)
・環境汚染物質（水質汚濁性農薬、揮発性有機
ハロゲン化合物）
（ 、 ） （ ）ミネラルウォーター 牛乳 196件 196検体

【その他特記事項】
達成度合100％

・合成抗菌剤 ◇年度計画に基づき合成抗菌 達成度合101％
１２０件 剤の調査分析を実施した。

ａ：計画値の達成度合は９０ ａ
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

・残留農薬 年度計画に基づき残留農薬 輸入野菜における農薬の残留が社会問題とな
（有機ＪＡＳ品等の確認分 の調査分析を実施した。 ったことから、年度計画を大幅に越えて調査分
析を除く ） ａ：計画値の達成度合は９０ 析を実施した。 ａ。
５３８８件 ％以上であった 達成度合144％

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

・放射能 ◇年度計画に基づき放射能の 達成度合100％
１６０件 調査分析を実施した。
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ａ：計画値の達成度合は９０ ａ
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

・環境汚染物質 ◇年度計画に基づき環境汚染 達成度合103％
１９０件 物質の調査分析を実施した。

ａ：計画値の達成度合は９０ ａ
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

ウ 農林水産省の関係部局 ☆ Ｃｏｄｅｘ規格として ◇Ｃｏｄｅｘ規格として提案 【事業報告書の記述】
と連携し、Ｃｏｄｅｘ規 提案されている重金属等 されている重金属等について 行政ニーズを踏まえ、以下の重金属の含有量
格として提案されている について実態等の調査を 年度計画に基づき実態調査を の実態調査を実施し、農林水産省関係部局に報 ａ
重金属等について、国産 行うものとする。 実施した。 告した。なお、調査結果については、Ｃｏｄｅ
農産物等における含有量 本年度実施する品目、 ａ：計画値の達成度合は９０ ｘ食品添加物・汚染物質部会において活用され
の実態調査を実施する。 検査項目及び件数は別紙 ％以上であった る見込みである。

３のとおりとする。 ｂ：計画値の達成度合は５０ ・カドミウム（野菜類） 831件（831検体）
〔Ⅰ-３-(1)-イ ％以上９０％未満であった
・重金属（カドミウム） ｃ：計画値の達成度合は５０ 【その他特記事項】
８３０件 ％未満であった 達成度合100％

エ 独立行政法人食品総合 ◇独立行政法人食品総合研究 【事業報告書の記述】
研究所等の関係試験研究 所等の関係試験研究機関と連 独立行政法人肥飼料検査所の飼料中のダイオ
機関と連携し、食品等に 携し、食品等に含まれるダイ キシン類の共同分析に参加し、ダイオキシン類 ａ
含まれるダイオキシン類 オキシン類、内分泌かく乱物 の分析を実施した。、
内分泌かく乱物質（環境 質（環境ホルモン）等につい 独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究
ホルモン）等の分析を実 て調査分析を実施した。 所と連携し 茶に含まれる内分泌かく乱物質 マ、 （
施する。 ａ：連携し、調査分析を実施 ラチオン）の調査分析を実施した。

した
ｃ：調査分析を実施しなかっ
た事例がある

（関係試験研究機関と協議し
た結果、調査研究を計画しな
かった年度においては評価の
対象外とする ）。

(4) 改正ＪＡＳ法によりＪ (4) ＪＡＳ規格の定期見直
ＡＳ規格の定期的な見直 しに係る調査分析
しが法定化されたことを ＪＡＳ規格の定期見直
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踏まえ、当該定期的見直 しに係る調査分析に当た
、 。しが消費者ニーズ等に即 っては 次の調査を行う

した適切なものとなるよ ア 生産者、製造業者、流 ☆ ＪＡＳ規格及び認定の ◇規格見直しに係る規格の利 【事業報告書の記述】
うＪＡＳ規格が定められ 通業者、消費者等に対す 技術的基準の見直しに当 用状況の調査を実施した。 年度途中に緊急的に実施することとなったＪ
た農林物資に関連する食 るＪＡＳ規格の利用状況 たっては、ＪＡＳ規格の ａ：調査を実施した規格数 ＡＳ規格も含め、58品目・157規格について調 ａ
品等の品質の調査分析を 及び見直しの要望の調査 制定又は改正から一定期 は、見直した規格数の９０ 査分析を実施し、34品目・102規格について農
行う。 間を経過した規格であっ ％以上であった 林水産省品質課へ報告した。

て、別紙２に掲げる規格 ｂ：調査を実施した規格数 また、ＪＡＳ規格及び品質表示基準に関する
について行うものとする は、見直した規格数の５０ パブリックコメントに係る説明会を47回実施し。
また、年度内において ％以上９０％未満であった た。

緊急的に見直しが必要な ｃ：調査を実施した規格数 アンケート又はヒアリングによる利用状況及
規格がある場合には、必 は、見直した規格数の５０ び見直し要望等の調査（利用実態調査）を以下
要に応じて調整をするも ％未満であった のとおり実施した。
のとする 〔Ⅰ-２〕 ・消費者団体等 20品目・56規格。
・畜肉製品 ◇規格見直しの要望の調査を ・実需者 7品目・21規格
（９品目 ２３規格） 実施した。 ・流通業者等 31品目・74規格
・めん類 ａ：調査を実施した規格数 ・製造業者等 31品目・74規格 ａ
（２品目 ５規格） は、見直した規格数の９０ また、5品目・8規格について、農林水産省品

％以上であった 質課の要請を受けて追加的に利用実態調査を行
・水産食品 ｂ：調査を実施した規格数 った。
（６品目 ９規格） は、見直した規格数の５０ 改正原案検討のため、有識者、消費者、業界
・林産物 ％以上９０％未満であった 団体等の利害関係者で構成する検討委員会を8
（６品目 ９規格） ｃ：調査を実施した規格数 回、消費者団体等への説明会を8回、農林水産

は、見直した規格数の５０ 省品質課との協議会を10回開催した。
％未満であった

【その他特記事項】
達成度合100％

○ 見直しの対象となるＪ イ ＪＡＳ格付製品、ＪＡ ◇規格見直しに係る規格の調 【事業報告書の記述】
ＡＳ規格に係る調査分析 Ｓ規格があるもののＪＡ 査分析を１規格当たり２０件 品質実態を把握するための市販品買上調査
件数：１規格当たり概ね Ｓ格付を受けていない一 以上（特段の理由がある場合 （品質実態調査）を19品目・35規格（819件） ａ
２０件以上 般製品、ＪＡＳ規格製品 を除く ）行った。 について行った。。

に類似している一般製品 ａ：計画値の達成度合は９０ また、6品目・24規格（167件）について、農
について、１規格当たり ％以上であった 林水産省品質課の要請を受けて追加的に品質実
概ね２０件以上の市販品 ｂ：計画値の達成度合は５０ 態調査を行った。
調査 以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０ 【その他特記事項】
％未満であった 食品6規格、林産物１規格については、生産

量が少なく購入が困難等特段の理由があったこ
、 。とから 1規格当たり20件以下の実績であった

達成度合100％

ウ ＪＡＳ規格との国際規 ◇規格見直しに係る国際規格 【事業報告書の記述】
格の整合性の調査 との整合性調査を実施した。 国際規格のある食品（ハム類）2規格につい

ａ：調査を実施した規格数 て、国際規格との整合性調査を実施した。 ａ
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は、見直した規格数の９０
％以上であった 【その他特記事項】

ｂ：調査を実施した規格数 達成度合100％
は、見直した規格数の５０
％以上９０％未満であった

ｃ：調査を実施した規格数
は、見直した規格数の５０
％未満であった

(5) 国際規格に我が国の意 (5) Ｃｏｄｅｘ規格等に係
見を反映させるために必 る調査分析等
要な食品等の品質の実態 ア 我が国の実態に即した ☆ センターは、食品等の ◇国際的に流通している食品 【事業報告書の記述】
調査、海外情報の収集等 Ｃｏｄｅｘ規格の作成に 規格基準の国際化に適切 等の海外における製造技術、 食品等の規格基準の国際化に適切に対応する
を行う。 資するため、国際的に流 に対応するため、国際規 流通実態等に関する情報収集 ため、食品等に関する海外情報並びに分析精度 ａ

通している我が国にとっ 格及び各国の規格の制定 を行った。 を維持、確認するための手法等に関する情報を、
て重要な食品等の海外に 改正等に関する情報を収 ａ：情報収集を行った 収集・整理した。
おける製造技術、流通実 集、整理するとともに、 ｃ：情報収集を行わなかった
態等に関する情報収集並 食品添加物、農薬、放射
びに当該食品等の品質及 能、抗生物質等に関する
び表示の実態の調査分析 海外情報の収集、整理を
を行う。 行うものとする。

〔Ⅰ-３-(2)〕

☆ 近年のＣｏｄｅｘにお ◇国際的に流通している食品 【事業報告書の記述】
ける規格の整備等、食品 等の品質及び表示の実態の調 しょうゆのＣｏｄｅｘにおける規格の整備等
の国際規格化に対応する 査分析を実施した。 に対応するため、タイ産しょうゆの品質及び表 ａ
ため、国内市場に広く流 ａ：実施した 示の実態調査分析を実施した。
通している輸入食品等に ｃ：実施しなかった また、しょうゆの分析法についての妥当性確
ついての流通及び品質の 認試験を実施した。
実態等の調査を行うもの
とする。 【その他特記事項】
本年度は、分析方法の 妥当性確認試験の結果、ＪＡＳ規格に定める

妥当性を確認するため、 分析法はＣｏｄｅｘ委員会で定める基準に合致
しょうゆの調査を行うも しなかったことから、新たな分析法の開発を行
のとする Ⅰ-３-(1)-ア う。。〔 〕

Ｃｏｄｅｘ分析・サン イ Ｃｏｄｅｘ規格の主要 ☆ Ｃｏｄｅｘ分析・サン ◇Ｃｏｄｅｘ分析・サンプリ 【事業報告書の記述】
プリング部会等への職員 な部分を成す分析方法を プリング部会については ング部会等に職員を派遣し、 以下の国際会議(5回)及び国際食品規格委員、
の派遣：各事業年度１回 我が国の実態に即したも センターの技術的知見を 我が国の実態とかけ離れた分 会に係る国内会議(17回)に職員を派遣した。 ａ
以上 のとするとともに、Ｃｏ 活用し、積極的に参画し 析方法等に対しては意見を述 ・ＩＳＯ／ＴＣ34遺伝子組み換え体及びその由

ｄｅｘ分析・サンプリン 我が国の分析方法等を反 べ、又は政府出席者に対して 来製品の検出方法に係る作業部会（プラハ）
グ部会等への政府からの 映させるものとする。 技術的な助言を行った。 ・第23回コーデックス栄養・特殊用途食品部会
出席者を技術面から支援 〔Ⅰ-３-(2)〕 ａ：派遣し、発言又は技術的 （ベルリン）

（ ）するため、これらの会議 助言を行った ・第23回国際絹業大会 バンガロール・インド
に職員を派遣する。 ｂ：派遣したが、発言又は技 ・コーデックスバイオテクノロジー応用食品特
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術的助言を行わなかった 別部会ＷＧ会議（東京）
ｃ：派遣しなかった ・コーデックスバイオテクノロジー応用食品特

別部会会議（横浜）

【その他特記事項】
コーデックスバイオテクノロジー応用食品特
別部会ＷＧ会議において、センターが作成した
案が日本国政府の案として提出された。

(6) 消費者等に対し適切に (6) 消費者に対する情報提
情報を提供するため、イ 供
ンターネット等の活用、 ア 消費者等に対し適切な
広報誌等の発行、地方公 情報提供を図るため、次
共団体等の主催する講習 の取組を行う。
会等への講師派遣等を行 (ｱ) インターネット上に利 ★ 消費者・事業者等に対 ◇ホームページを開設すると 【事業報告書の記述】
うとともに、情報提供の 用者からの応答や、食品 し、的確な情報の提供を ともに、定期的な見直しを行 ホームページを開設・運営し、常時情報の提
質の向上を図るため、ア 等に関する各種情報の検 行うため、ホームページ い、必要な内容の改善を図っ 供を行った。 ａ
ンケート調査等の実施に 索等が可能なホームペー を開設し、運営するもの た。 ・平成13年6月1日から平成14年3月31日までの
より、提供した情報や提 ジを開設し、常時情報の とする 〔Ⅰ-６-(1)-ア〕 ａ：開設し、又は必要な改善 アクセス数 116,263件。
供方法について効果測定 提供を行うとともに、提 を行い、若しくは見直しの
を行う。 供情報の更新を行い、最 結果、改善の必要はなかっ 【その他特記事項】

新情報を迅速に提供する た ホームページ利用者の利便性を向上させるた。
ｃ：開設せず、又は必要な改 めの内容の改善は4回実施した。
善を行わなかった

◇ホームページ上の消費者相 ホームページの更新は延べ127回であった。
談事例等の最新情報を常時更
新した。 ａ
ａ：情報を常時（月に１回以
上）更新した

ｂ：情報の更新頻度が低いか
った

ｃ：情報の更新しなかった

★ 従来からの定期発行物 ◇プレスリリースを発表翌日 プレスリリースは、即日ホームページに掲載
を掲載するほか、消費者 中にホームページへ掲載し した。
相談事例、プレスリリー た。 達成度合100％ ａ
スなど最新情報を常時更 ａ：達成度合は９０％以上で
新するものとする。 あった
〔Ⅰ-６-(1)-イ〕 ｂ：達成度合は５０％以上９

０％未満であった
ｃ：達成度合は５０％未満で
あった

◇各種情報の中から、利用者 【事業報告書の記述】
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が必要な情報を検索できるシ ホームページに、以下の情報を掲載した。
ステムを設置するとともに、 〔ホームページの主なコンテンツ〕 ａ
定期的な見直しを行い、必要 ・独立行政法人通則法に基づく公表事項
な改善を図った。 ・食のＱ＆Ａ（消費者相談事例）
ａ：設置し、又は必要な改善 ・新食品ウォッチング、食のサイエンス（食
を行い、若しくは見直しの 品等特性把握調査結果）
結果、改善の必要がなかっ ・電子顕微鏡写真館
た ・行政情報

ｃ：設置せず、又は必要な改
善を行わなかった 【その他特記事項】

5月22日に検索システムを導入した。

★ 電子メール利用者のた ◇電子メール利用者のために 【事業報告書の記述】
めにホームページに受付 ホームページ上に受付窓口を インターネットを活用した情報提供のため、
窓口を開設し、電子メー 設置し、希望者に情報を発信 品質表示に関する技術情報、ＪＡＳ規格見直し ａ
ルによる情報を発信する した。 の動向、講習会の開催、センター業務の紹介等
ものとする。 ａ：受付窓口を設置し、情報 を内容とする電子メールによる情報（メールマ
〔Ⅰ-６-(1)-ウ〕 を発信した ガジン）を発信した。

ｃ：受付窓口を設置せず、情
報の発信を行わなかった 【その他特記事項】

ホームページに情報配信希望者のための登録
窓口を開設した。

(ｲ) 広報誌を概ね２ヶ月に ☆ 地方公共団体の消費生 ◇広報誌を概ね２ヶ月に１回 【事業報告書の記述】
１回の割合で年６回以上 活センター等を主な対象 の割合で年６回以上発行し 地方公共団体の消費生活センター等を主な対
発行するとともに、各種 として、年間６回広報誌 た。 象として、広報誌「大きな目小さな目」を６回 ａ
のビデオ、パンフレット を作成するものとする。 ａ：計画値の達成度合は100 作成し、発行した。また、各地域センターにお
等を作成する。 また、センタ－の主た ％以上であった いて地域情報紙を発行した。

る事務所（以下「本部」 ｂ：計画値の達成度合は７０ 〔広報誌の主な掲載内容〕
という ）及び各従たる事 ％以上100％未満であった ・食のサイエンス、商品知識（食品等特性把。
務所（以下、本部におけ ｃ：計画値の達成度合は７０ 握調査等）
る管轄区域業務を含め 各 ％未満であった ・食のＱ＆Ａ（消費者相談）「
地域センター」という ） ・行政情報。
は 地域の実情を踏まえ ・広報誌作成部数（Ａ4版10頁） 33,500部、 、
各地域における情報を随 （地域情報 13,879部）
時提供していくものとす センターの業務紹介ビデオ「教えて、テクの
る 〔Ⅰ-６-(2)-ア〕 すけ!－よりよい食生活のテクニカルパートナ。

ー」を作成し、各センターに常備した。
以下の消費者啓発用パンフレットを作成し、
各種講習会、講師派遣等において配布した。
・有機食品
・遺伝子組換え食品
・原産地表示及び原料原産地表示

【その他特記事項】
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達成度合100％

◇各地域センターにおいて、
必要に応じ地域情報紙を作成
し、配布した。 ａ
ａ：作成し、配布した
ｃ：作成しなかった

☆ 食品等の生産、流通、 ◇情報提供用のビデオ及びパ
消費等の商品知識を内容 ンフレットを作成した。
とした消費者啓発用ビデ ａ：ビデオ及びパンフレット ａ
オを作成するものとする を作成した。
本年度はセンターの業 ｂ：ビデオ又はパンフレット

務紹介ビデオを作成する のいずれか一方を作成した。
〔Ⅰ-６-(2)-イ〕 ｃ：作成しなかった

☆ 消費者啓発用パンフレ
ット等について以下のも

。のを作成するものとする
〔Ⅰ-６-(2)-ウ〕

・有機食品
・遺伝子組換え食品
・原産地表示及び原料原産
地表示

(ｳ) 地方公共団体が行って ☆ 地方公共団体及び事業 ◇地方公共団体が主催する消 【事業報告書の記述】
いる消費者対応の取組を 者団体が主催する講習会 費者学習会へ職員を派遣し 地方公共団体等が行っている消費者対応の取
技術面から支援するとと への講師の派遣、消費生 た。 組みを技術面から支援するとともに、農林水産 ａ
もに、農林水産省の消費 活展への参加を積極的に ａ：派遣した 省の消費者行政施策の普及啓発を図るため、地
者行政施策の普及啓発を 行うものとする。 ｃ：特段の理由なく派遣しな 方公共団体及び事業者団体が主催する講習会へ
図るため、地方公共団体 〔Ⅰ-７-(3)〕 かったことがある 441回職員を派遣し 「食品の表示 「食品の安、 」、
が主催する消費者学習会 全性」などについて講演した。
への職員の派遣、消費生 また、出展要請のあった消費生活展へ99回参
活展への出展等を行う。 加し、消費者相談受付窓口を開設した。

地方農政局が主催する食料品消費モニター研
修会・懇談会へ職員を派遣した。

◇地方公共団体が主催する消
費生活展に出展した。
ａ：出展した ａ
ｃ：特段の理由なく出展しな
かったことがある

(ｴ) 消費者からの相談に適 ☆ センターは 「消費者の ◇消費者相談事例集を作成す 【事業報告書の記述】、
切かつ迅速に対応するた 部屋」又は「消費者コー るとともに、定期的な見直し 地域の実情に応じた方法による情報提供を行
め、消費者の部屋、相談 ナー」の充実を図り、地 を行い、必要に応じて改訂し うため、各センターに設置している「消費者の ａ
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専用電話等における対応 域の実情に応じた方法に た。 部屋」又は「消費者コーナー」における特別展
実績に基づき、消費者相 より情報提供を行うもの ａ：消費者相談事例集を作成 示を各センター概ね2回（計14回）行った。
談事例集及び消費者相談 とする。 し 又は必要な改訂を行い 効率的な相談対応を実施するため、平成12年、 、
対応マニュアルを作成す ☆ 効率的な相談対応を実 若しくは見直しの結果、改 度の消費者相談の事例をまとめ 「消費者相談、
る。 施するため、これまでの 訂の必要性がなかった 事例集」を作成した。

消費者相談事例について ｃ：消費者相談事例集を作成
とりまとめ、事例集を作 せず、又は必要な改訂を行
成するものとする。 わなかった
〔Ⅰ-５-(4)-ア〕
☆ 消費者相談への適切な ◇消費者相談対応マニュア 【事業報告書の記述】
対応を図るため、対応マ ルを作成するとともに、定期 消費者相談への適切な対応を図るため 「消、
ニュアルを作成するもの 的な見直しを行い、必要に応 費者相談対応マニュアル」を作成した。 ａ
とする 〔Ⅰ-５-(4)-イ〕 じて改正した。 消費者相談専用電話を活用するとともに、消。

☆ センターは、消費者相 ａ：作成し、又は必要な改正 費生活展で窓口を開設し、消費者相談5,203件
談に対しては、農林水産 を行い、若しくは見直しの に対応した。そのうち、平成13年9月11日から
省消費者の部屋、地方農 結果、改正の必要性がなか 平成14年3月31日までの間は、ＢＳＥ関連相談
政局、消費生活センター った （536件）について、相談内容を取りまとめ、
等関係機関との緊密な連 ｃ：作成せず、又は必要な改 農林水産省へ報告した。また、14年2月には、
絡を保ちつつ、処理事例 訂を行わなかった 食品表示110番を開設し、203件の情報提供等に
等の情報の効率的な活用 対応した。、
分析試験の実施等の技術 受け付けた相談について内容を解析し、講習
的対応を図ることにより 会のテーマ、食品等特性把握調査課題の選定に、
的確かつ迅速に処理する 活用するとともに、主に食品表示110番におけ
ものとし、併せて相談内 る情報提供等については、必要に応じ表示点検
容の傾向の解析等を行い 業務において確認のための調査を行い、関係部、
その結果を消費者啓発、 局に通報した。
調査研究等のテーマの選 食品等の消費者被害の救済、防止を目的とし
定等に活用するものとす て被害原因の分析及び評価等原因究明機能の充
る。 実を図りつつ食品等消費者被害相談46件に対応
また、あらゆる機会を するとともに、消費者被害再発防止のための講

利用してセンターのＰＲ 習会を7回開催した。
に努め、広く消費者にセ
ンターの消費者相談業務
を知らしめるとともに、

、相談専用電話等を活用し
潜在化している消費者相
談に応えるものとする。
〔Ⅰ-５-(2)〕

☆ センターは、食品等の
消費者被害の救済、防止
を目的として被害原因の
分析及び評価等原因究明
機能の充実を図りつつ食
品等消費者被害相談に対
応するとともに講習会等
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を通じて消費者、企業等
への啓蒙に努め、併せて
各種情報の収集・整理・

。提供等を行うものとする
〔Ⅰ-５-(3)〕

(ｵ) 消費者、流通業者及び ☆ 消費者、流通業者等を ◇ＪＡＳ制度及びＪＡＳ規格 【事業報告書の記述】
団体を対象として、ＪＡ 対象に、ＪＡＳ法に関す の普及啓発のための講習会を 消費者、流通業者等を対象に、ＪＡＳ法に関
Ｓ制度及びＪＡＳ規格の る制度の仕組み及びＪＡ 年度計画に基づき開催した。 する制度の仕組み及びＪＡＳ製品に係る品質等 ａ
普及啓発のための講習会 Ｓ製品に係る品質等につ ａ：計画値の達成度合は９０ について正しく理解させるため、ＪＡＳ制度普
を開催する。 いて正しく理解させるた ％以上であった 及啓発のための講習会を「調理冷凍食品 「有」、

め、講習会を実施するも ｂ：計画値の達成度合は５０ 機農産物」などについて12回開催した。
のとする。 ％以上９０％未満であった
本年度は、１０回以上 ｃ：計画値の達成度合は５０ 【その他特記事項】

行うものとする。 ％未満であった 達成度合120％
〔Ⅰ-７-(4)〕

イ 効果測定システムの構 ☆ 各種講習会、研修会及 ◇講習会及び研修会におい 【事業報告書の記述】
、 、築と結果の活用 び広報誌について、アン て、その内容に関するアンケ 情報提供の質の向上を図るため 各種講習会

(1)及びアの(ｵ)の講習 ケート調査を実施する。 ート調査を実施した。 研修会、広報誌及びホームページについてアン ａ
会及び研修会において、 〔Ⅰ-10(1)〕 ａ：適切な内容により調査を ケート調査による効果測定を実施し、顧客満足
その内容に関するアンケ 実施した 度を測定した。
ート調査を実施するとと ｂ：一部不十分な調査を行っ ・講習会 4.4
もに、広報誌等による提 た ・広報誌 4.1
供情報についてホームペ ｃ：調査を実施しなかった ・ホームページ 4.0
ージ等を通じてその内容 ホームページ上にアンケートを収集できる機
等を評価するシステムを 能を付加し、収集したアンケート結果を広報企
構築する。 画委員会で評価した。

☆ ホームページの内容に ◇ホームページ等を通じてそ
ついてもアンケート調査 の内容等を評価するシステム
を実施する Ⅰ-10-(2) を構築するとともに、定期的 ａ。〔 〕

な見直しを行い、必要に応じ
て改善を行った。
ａ：構築し、又は必要な改善
を行い、若しくは見直しの
結果、改善の必要性がなか
った

ｃ：構築せず、又は必要な改
善を行わなかった

○ 中期目標の期間中の各 顧客満足度は５段階評 ◇提供情報等に関する顧客満
事業年度の顧客満足度： 価で中期目標の各事業年 足度が５段階評価で３．５以
５段階評価で３．５以上 度を通じて３．５以上を 上であった。 ａ

目標とする。 ａ：３．５以上であった
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ｃ：３．５未満であった

また、評価の結果を踏 ☆ 調査結果を踏まえ、消 ◇外部の有識者を含めた検討 【事業報告書の記述】
まえて、提供情報の的確 費者対応業務推進委員会 会を１回以上開催し、提供情 消費者対応業務推進委員会を開催し、効果測
性、分かり易さ等の向上 を開催し、今後の情報提 報の向上のための改善を行っ 定結果を基に提供情報の的確性、分かり易さ等 ａ
に資する方策について、 供の内容・方法について た。 について検討し、14年度の情報提供業務に反映
消費者等外部の有識者を 検討するものとする。 ａ：開催し、又は必要な改善 させることとした。
含めて各事業年度に１回 〔Ⅰ-10-(3)〕 を行い、若しくは検討の結
以上検討を行う。 果、改善の必要性がなかっ 【その他特記事項】

、 。た 消費者対応業務推進委員会は ２回開催した
ｃ：開催せず、又は必要な改
善を行わなかった

２ 農林物資の検査及び格 ２ 農林物資の検査及び格 ○農林物資の検査及び格付並
付並びに技術上の調査及 付並びに技術上の調査及 びに技術上の調査及び指導
び指導 び指導 Ａ

小項目の総数 ：52
評価ａの小項目数：49×２点＝98点
評価ｂの小項目数：１×１点＝１点
評価ｃの小項目数：２×０点＝０点

合 計 99点
(99／104＝95％)

(1) 製造業者及び販売業者 (1) 品質表示基準の遵守状 ☆ 次により実施するほか ◇前年度の検査において不適 【事業報告書の記述】、
が品質表示基準を遵守し 況の確認のための検査 消費者に対する情報提供 合率が高い品目等の実施率を 平成12年度の検査において不適合率が高い
ているか否かを確認する 製造業者及び販売業者 に資するため消費者の関 前年度に比べて高くした。 指導率約30％以上 品目を重点的に実施した ｃ（ ） 。
ため、必要な検査等を行 が品質表示基準を遵守し 心の高い事項についても ａ：実施率を高くした
う。 ているか否かを確認する 調査するものとする。 ｃ：実施率を高くしなかった 【その他特記事項】

ため以下の検査等を実施 〔Ⅱ-１〕 不適合率が高い品目について重点的に実施し
する。この場合、検査を たが、品目固有の理由により、実施率の向上に
効率的に行うため前年度 は至らなかった。
の検査において不適合率 平成13年4月に、品目横断の品質表示基準が

、 、が高い品目等について重 施行され この検査の重点化を行ったことから
点的に行う。 既存の品質表示基準の検査の検査件数は削減し

た。

○ 生鮮食品の原産地表示 ア 生鮮食品の原産地表示 ☆ 本年度の点検指導件数 ◇生鮮食品の原産地表示等の 【事業報告書の記述】
の調査店舗数：各事業年 等の調査については、ス 及び買上件数は、以下の 調査を６，０００店舗以上実 生鮮食品の店舗調査を5,761店舗（指導に伴
度６，０００店舗以上 ーパーマーケット、青果 とおりとする。 施した。 う再調査を含む 、産地確認等のための買上検 ｂ。）

物店、鮮魚店、精肉店等 なお、実施に当たって ａ：計画値の達成度合は100 査を364件実施した。検査の結果、基準が遵守
の小売業者のほか、農協 は、必要に応じて期間を ％以上であった されていない場合は、販売業者に対し以下の措
等の集出荷業者、卸業者 一斉に行うこと等により ｂ：計画値の達成度合は７０ 置を実施した。、
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等を対象として、事業形 検査及び指導の効率化に ％以上100％未満であった なお、店舗調査において文書による指導をし
態、地域バランス等を勘 努めるものとする。 ｃ：計画値の達成度合は７０ た販売業者に対しては、必要に応じ確認のため
案して調査店舗を選定す 〔Ⅱ-１-(1)〕 ％未満であった の再調査を実施したほか、14年度の調査対象店
ることとし、各事業年度 調査店舗等数：６，０１０ 舗とする。
に６，０００店舗以上実 〔店舗調査〕
施するとともに、産地等 ・口頭指導 4,153件
の確認のため買上検査を ・啓発（文書） 52件
３００件以上行う。 ・改善指導（文書） 42件(うち再調査による

改善確認件数 32件)
〔買上検査〕
・改善指導 文書 55件(うち改善件数53件)（ ）
効率的な生鮮食品検査実施のため、調査対象
店舗は、平成11年度商業統計表及び人口比率等
を考慮し、都道府県・店舗形態別に調査店舗を
選定した。また、社会情勢、行政ニーズ等を勘

、 。案し 特定品目についての一斉調査等を行った

【その他特記事項】
ＢＳＥ問題への対応、原産地虚偽表示等に係
る立入検査への対応等の緊急性及び重要性の高
い業務へ要員を投入したことから、業務量を減
らさざるを得なかった。
達成度合96％

○ 生鮮食品の買上件数： 買上件数 ：３００ ◇産地の確認等のため買上検 達成度合121％
各事業年度３００件以上 査を３００件以上実施し

た。 ａ
ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

◇検査を効率的に行うため、
期間を定め、各地域センター
で一斉に行った。 ａ
ａ：一斉に行った
ｃ：一斉に行わなかった

◇生鮮食品の原産地表示等の
、 、調査については 事業形態

地域バランス等を勘案して ａ
調査店舗を選定した。

ａ：バランス等を勘案して選
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定した
ｃ：バランス等を勘案せず選
定した

◇検査の結果に基づき、必要
に応じて店舗等に対し指導を
行った。 ａ
ａ：必要に応じて指導を行っ
た

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

☆ 有機農産物（格付の表 ◇検査を効率的に行うため、 【事業報告書の記述】
示を付しているものを除 生鮮食品の原産地表示等の調 有機農産物（格付の表示を付しているものを
く ）又はこれと紛らわし 査時に 併せて有機農産物 格 除く ）又はこれと紛らわしい名称の表示に関 ａ。 、 （ 。
い名称の表示をしている 付の表示を付しているものを する調査を生鮮食品の店舗調査時に併せて行っ

。 。 、 、製品に対する検査を１－ 除く ）又はこれと紛らわし た そのうち 209件の不適正な表示について
(1)の検査と併せて実施す い名称の表示をしている農産 販売業者に対する指導を実施した。なお、指導
るものとする。 物に対する検査を行い、不適 した販売業者等に対しては、必要に応じ確認の
なお、不適正な表示を 正な表示をしたものについて ための調査を実施したほか、14年度の検査対象

したものについては、必 は必要に応じて買い上げ検査 とする。
要に応じて買上検査を行 を行った。 なお、表示の適合性が疑われるものについて
い、その結果に基づき生 ａ：検査を行った は買上検査を行い、不適正な表示が確認された
産者及び販売業者等に対 ｃ：検査を行わなかった 生鮮食品について、販売業者に対し50件の指導
し指導を行うものとする を実施した。なお、指導した販売業者等に対し。
また、特別栽培農産物 ては、必要に応じ確認のための調査を実施した

に係る表示ガイドライン ほか、14年度の検査対象とする。
の普及推進を図るため、
小売店における無農薬栽 ◇検査の結果に基づき、必要
培農産物等の表示実態を に応じて生産者及び販売業者
点検するとともに表示の 等に対し指導を行った。 ａ
整合性の確認分析を行い ａ：必要に応じて指導を行っ、
結果に基づき生産者及び た
販売業者等に対し普及啓 ｃ：必要であるにもかかわら
発を行うものとする。 ず指導を行わなかった事例
〔Ⅱ-２-(1)〕 があった

◇特別栽培農産物に係る表示 【事業報告書の記述】
ガイドラインの普及推進を図 小売店における特別栽培農産物の表示実態を
るため、小売店における無農 点検し、販売業者に対し、普及啓発を行うとと ａ
薬栽培農産物等の表示実態を もに、表示の整合性の確認のため、22件の残留
点検し、特別栽培農産物（無 農薬等に関する確認分析を行った。なお、残留
農薬栽培に限る ）の表示の 農薬等は検出されなかった。
整合性の確認分析を行った。
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ａ：点検し、確認分析を行っ
た

ｃ：点検、確認を行わなかっ
た

◇表示の点検及び表示の整合
性確認分析の結果に基づき必
要に応じて、生産者及び販売 ａ
業者等に対し普及啓発を行っ
た。
ａ：必要に応じて普及啓発を
行った

ｃ：必要であるにもかかわら
ず普及啓発を行わなかった
事例があった

イ 加工食品の品質表示基 ◇加工食品の品質表示基準の 【事業報告書の記述】
準の検査については、既 検査については、既存の品質 品質表示基準に係る加工食品買上検査におい
存の品質表示基準製品以 表示基準製品以外の加工食品 て、新たに品質表示が義務付けられた加工食品 ａ
外の加工食品に重点を置 に重点を置き対象食品を選定 の検査件数は2,863件となり、全検査件数4,939
きつつ、製造業者等の事 した。 件に占める割合は58％となった。
業規模、地域バランス等 ａ：既存の品目以外の品目を
を勘案して対象食品を選 重点的に選定した
定することとし、各事業 ｃ：既存の品目以外の品目を
年度に５，０００件以上 重点的に選定しなかった
実施する。

○ 加工食品の品質表示基 ★ 本年度の計画件数は、 ◇加工食品の品質表示基準の 【事業報告書の記述】
準の検査件数：各事業年 別紙４及び別紙５のとお 検査を５，０００件以上実施 加工食品の品質表示基準製品の検査を5,257
度５，０００件以上 りとする 〔Ⅱ-１-(2)〕 した。 件（店頭検査318件を含む ）実施した。検査の ａ。 。

ａ：計画値の達成度合は100 結果、基準が遵守されていない又は表示と内容
、 、％以上であった 品質が異なっている場合は 製造業者等に対し

ｂ：計画値の達成度合は７０ 以下の措置を講じた。
％以上100％未満であった なお、指導した製造業者等に対しては、必要

ｃ：計画値の達成度合は７０ に応じ確認のための調査を実施したほか、14年
％未満であった 度の検査対象とする。

（ ） （ 、 ）・啓発 文書 345件 個別 63件 横断 282件
・改善指導（文書） 997件

個別 506件（うち改善件数 291件）
横断 491件（うち改善件数 289件）

効率的な加工食品検査実施のため、検査対象
食品は、平成9年度商業統計表（産業編）等を

、 、 、参考に 各品目の事業所数 地域特性を勘案し
選定した。また、社会情勢、行政ニーズ等を勘
案し、特定品目について一斉調査等を行った。
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【その他特記事項】
ＢＳＥ問題への対応、原産地虚偽表示等に係
る立入検査への対応等の緊急性及び重要性の高
い業務へ要員を投入したことから、買い上げ検
査件数を減らさざるを得なかった。
達成度合105％

◇加工食品の品質表示基準の
検査については、製造業者等
の事業規模、地域バランス等 ａ
を勘案して対象食品を選定し
た。
ａ：バランス等を勘案して選
定した

ｃ：バランス等を勘案して選
定しなかった

◇検査の結果に基づき、必要
に応じて製造業者等に対し指
導を行った。 ａ
ａ：必要に応じて指導を行っ
た

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

☆ 有機農産物加工食品 格 ◇検査を効率的に行うため、 【事業報告書の記述】（
付の表示を付しているも 加工食品の品質表示基準の検 有機農産物加工食品（格付の表示を付してい
のを除く 、又はこれと 査時に、有機農産物加工食品 るものを除く ）又はこれと紛らわしい名称の ａ。） 。
紛らわしい名称を表示し （格付の表示を付しているも 表示に関する調査を加工食品検査と併せて行っ

。 。 、 、ている製品に対する検査 のを除く ）又はこれと紛ら た そのうち 152件の不適正な表示について
を１－(2)の検査と併せて わしい名称の表示をしている 製造業者等に対する指導を実施した。
行うものとる。 製品に対する検査を併せて行 また、表示の適合性が疑われるものについて
なお、不適正な表示を った。 買上検査を行い、不適正の表示が確認された加

したものについては、買 ａ：検査を行った 工食品について、製造業者等に対し30件の指導
上検査を行い、その結果 ｃ：検査を行わなかった を実施した。
に基づき販売業者等に対 なお、指導した製造業者等に対しては、必要
し指導を行うものとする に応じ確認のための調査を実施したほか、14年。
〔Ⅱ-２-(2)〕 度の検査対象とする。

◇検査の結果に基づき、必要
に応じて販売業者等に対し指
導を行った。 ａ
ａ：必要に応じて指導を行っ
た
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ｃ：必要であるにもかかわら
ず指導を行わなかった事例
があった

ウ 遺伝子組換え食品の品 ☆ 本年度の検査の品目及 ◇遺伝子組換え食品の品質表 【事業報告書の記述】
質表示基準の検査につい び調査計画件数は、別紙 示基準の検査を３００件以上 遺伝子組換え食品の表示に係る確認検査を30
ては、製造業者等の事業 ４及び別紙５のとおりと 実施した。 5件実施した。検査の結果、遺伝子組換えＤＮ ａ
規模、地域バランス等を する 〔Ⅱ-１-(3)〕 ａ：計画値の達成度合は100 Ａが検出されたもの及び検出不能であったもの。
勘案して対象製品を選定 ％以上であった について、67件の分別生産流通管理の調査を行
することとし、各事業年 ｂ：計画値の達成度合は７０ い、不適正な表示が認められた製造業者等に対
度に３００件以上実施す ％以上100％未満であった し指導を行った。なお、分別生産流通管理の調
る。 ｃ：計画値の達成度合は７０ 査未了分については、平成14年度において引き

％未満であった 続き調査を行うこととしている。
・検出件数 80件
・検出不能件数 13件
・調査件数 67件
・指導件数 1件(うち改善件数 1件)
効率的な検査実施のため、検査対象食品は、
国内における大豆及びとうもろこしの加工食品
への使用実態、平成13年4月に実施した流通実
態調査等を勘案し、選定した。

【その他特記事項】
達成度合102％

◇遺伝子組換え食品の品質表
示基準の検査については、製
造業者等の事業規模、地域バ ａ
ランス等を勘案して対象製品
を選定した。
ａ：バランス等を勘案して選
定した

ｃ：バランス等を勘案せずに
選定した

◇検査の結果に基づき、必要
に応じて製造業者等に対し指
導を行った。 ａ
ａ：必要に応じて指導を行っ
た

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

(2) 国際標準（ＩＳＯ）に (2) 登録認定機関等に対す
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基づく審査機関としての る技術上の調査
業務執行体制を整備し、 ア 農林水産大臣が、登録 ☆ 登録格付機関（登録外 ◇登録等の申請の審査に係る 【事業報告書の記述】
登録認定機関及び登録格 認定機関及び登録格付機 国格付機関を含む。以下 技術上の調査を行った。 農林水産省総合食料局長の依頼に基づき、以
付機関（以下「登録認定 関（以下「登録認定機関 同じ ）及び登録認定機関 ａ：調査を行った 下の登録格付機関等の登録、手数料及び業務規 ａ。
機関等」という ）の登 等」という ）の登録及び 登外国認定機関を含む ｃ：調査を行わなかった 程の認可の審査に係る技術上の調査を実施し。 。 （ 。
録及び登録の更新時並び 登録の更新並びに手数料 以下同じ ）の審査を、適 た。。
に登録後における技術上 の額、格付業務規程及び 正に行うものとする。 新規 変更
の調査を適正に行う。 認定業務規程を認可する 〔Ⅲ-１〕 登録格付機関 登録審査 0件 38件

に当たって、独立行政法 ☆ 旧ＪＡＳ法による承認 手数料審査 0件 0件
人農林水産消費技術セン ・認定工場がその効力を 業務規程審査 0件 0件
ター（以下「センター」 有する間「農林物資の規 登録認定機関 登録審査 25件 80件
という ）は、その有する 格化及び品質表示の適正 手数料審査 27件 8件。
専門的知見を活用して、 化に関する法律第１４条 業務規程審査 26件 19件
登録等の申請の審査に係 第２項の承認に関する要 登録外国認定 登録審査 7件 0件
る技術上の調査を行う。 領の制定について （昭和 機関 手数料審査 7件 0件」

４５年１２月１５日付け 業務規程審査 7件 2件
４５農経Ｃ第３５３５号 計 登録審査 32件 118件
農林事務次官依命通達第 手数料審査 34件 8件
４に規定する変更の届出 業務規程審査 33件 21件
及び第５に規定する取消
し並びに「農林物資の規 旧ＪＡＳ法による承認・認定工場等の取消等
格化及び品質表示の適正 に係る事務は、平成１３年９月１８日までの間
化に関する法律第１５条 以下のとおり実施した。
第１項の認定に関する要 ・変更 72件
領の制定について （昭和 ・取消し 144件」
４５年１２月１５日付け ・認定証の再交付 1件
農経Ｃ第３５３６号農林
事務次官依命通達）第４ ◇登録等の申請の審査に係る 【事業報告書の記述】
に規定する変更の届出及 技術上の調査が適正であるこ 審査・監査を行う機関として対外的な信頼性
び第５に規定する取消し とを検証するため、内部監査 を確保するため、ISOガイド61及び65の考え方 ａ
に関する事務を適正に行 を１回以上実施した。 を導入した内部監査に関する規程類（内部監査
うものとする。 ａ：内部監査を実施した 規程、細則）を整備し、審査・監査が適性に行
〔Ⅲ-２〕 ｃ：内部監査を実施しなかっ われているかの内部監査を実施した。

た

◇登録等の申請の審査に係る 【事業報告書の記述】
技術上の調査について、セン センターに持ち込まれる審査・監査における
ターに持ち込まれる苦情等を 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会 ａ
解決するため苦情処理委員会 を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
を設置・運営した。 はなかった。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった
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○ 登録後における技術上 イ 日本農林規格による農 ☆ 登録格付機関の監査を ◇登録格付機関に対する技術 【事業報告書の記述】、
の調査の回数：機関毎に 林物資の格付並びに農林 適正に行うものとする。 上の調査を全機関について１ 登録格付機関に対する監査を以下のとおり全
各事業年度１回以上 物資の品質管理及び品質 本年度の実施計画件数 回以上行った。 機関に対して1回実施した。 ａ

に関する表示についての は、別紙６のとおりとす ａ：計画値の達成度合は100 ・飲食料品 17機関（204事業所）
登録格付機関に対する技 る 〔Ⅳ-１〕 ％以上であった ・林産物 2機関（304事業所）。
術上の調査を全機関につ ☆ 農林水産大臣が所管す ｂ：計画値の達成度合は７０ ・生糸 1機関 （1事業所）
いて各事業年度に１回以 る登録格付機関に対する ％以上100％未満であった
上行い、必要に応じて是 調査は、全登録格付機関 ｃ：計画値の達成度合は７０ 【その他特記事項】
正のための指導を行う。 （事業所を含む ）を対象 ％未満であった 達成度合100％。

として、格付業務が適正
に行われているか否か調 ◇調査の結果に基づき、必要 【事業報告書の記述】
査するとともに適正でな に応じて是正のための指導を 監査の結果、軽微な問題点等については、現
いと認められた場合には 行った。 地で指摘を行うとともに、5機関について、不 ａ
的確な是正措置を行わせ ａ：必要に応じて指導を行っ 適正が認められ是正するよう文書で勧告した。
るものとする。この場合 た なお、是正勧告した内容については、必要に
旧ＪＡＳ法による承認・ ｃ：必要であるにも関わらず 応じ確認のための調査を実施したほか、14年度
認定工場が効力を有して 指導を行わなかった事例が の重点調査事項とする。
いる間、次の(2)及び(3) あった
に掲げる調査の結果及び
当該格付対象品目に係る ◇登録格付機関に対する技術 【事業報告書の記述】
製造・流通に関する情報 上の調査が適正であることを 審査・監査を行う機関として対外的な信頼性
を活用して行うものとす 検証するため、内部監査を１ を確保するため、ISOガイド61及び65の考え方 ａ
る 〔Ⅳ-１-(1)〕 回以上実施した。 を導入した内部監査に関する規程類（内部監査。

ａ：内部監査を実施した 規程、細則）を整備し、審査・監査が適性に行
ｃ：内部監査を実施しなかっ われているかの内部監査を実施した。
た

◇登録格付機関に対する技術 【事業報告書の記述】
上の調査についてセンターに センターに持ち込まれる審査・監査における
持ち込まれる苦情等を解決す 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会 ａ
るため苦情処理委員会を設置 を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
・運営した。 はなかった。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

ウ 農林物資の品質管理及 ☆ 登録認定機関の監査に ◇登録認定機関に対する技術 【事業報告書の記述】
び品質に関する表示につ 当たっては、適正に行う 上の調査を全機関について１ 登録認定機関に対する監査を以下のとおり全
いての登録認定機関に対 ものとする。 回以上行った。 機関に対して1回実施した。 ａ
する技術上の調査を全機 本年度の計画件数は、 ａ：計画値の達成度合は100 ・飲食料品 8機関（ 8事業所）
関について各事業年度に 別紙７のとおりとする。 ％以上であった ・林産物 2機関（ 8事業所）
１回以上行い、必要に応 〔Ⅳ-２〕 ｂ：計画値の達成度合は７０ ・有機農産物等 38機関（41事業所）
じて是正のための指導を ％以上100％未満であった
行う。 ｃ：計画値の達成度合は７０ 【その他特記事項】
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％未満であった 達成度合100％

☆ 登録認定機関に対する ◇調査の結果に基づき、必要 【事業報告書の記述】
調査は、事業所を含め、 に応じて是正のための指導を 監査の結果、軽微な問題点等については、現
認定業務が適正に行われ 行った。 地で指摘を行うとともに、5機関について、不 ａ
ているか否か調査すると ａ：必要に応じて指導を行っ 適正が認められ是正するよう文書で勧告した。
ともに、適正でないと認 た なお、是正勧告した内容については、必要に応
められた場合には的確な ｃ：必要であるにも関わらず じ確認のための調査を実施したほか、14年度の
是正措置を行わせるもの 指導を行わなかった事例が 重点調査事項とする。
とする 〔Ⅳ-２-(1)〕 あった。

◇登録認定機関に対する技術 【事業報告書の記述】
上の調査が適正であることを 審査・監査を行う機関として対外的な信頼性
検証するため、内部監査を１ を確保するため、ISOガイド61及び65の考え方 ａ
回以上実施した。 を導入した内部監査に関する規程類（内部監査
ａ：内部監査を実施した 規程、細則）を整備し、審査・監査が適性に行
ｃ：内部監査を実施しなかっ われているかの内部監査を実施した。
た

◇登録認定機関に対する技術 【事業報告書の記述】
上の調査についてセンターに センターに持ち込まれる審査・監査における
持ち込まれる苦情等を解決す 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会 ａ
るため苦情処理委員会を設置 を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
・運営した。 はなかった。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

エ 登録認定機関の認定業 ☆ 登録認定機関に対して ◇ＩＳＯガイド６１及び６５ 【事業報告書の記述】
務と国際標準との整合性 適切な指導を行うため、 等の考え方を取り入れた審査 登録認定機関に対する審査及び監査を適切に
並びに技術上の調査の公 業務執行マニュアルを作 ・監査規程を作成するととも 行うため、登録格付機関等審査・監査に関する ａ
平性及び的確性を確保す 成するものとする。 に、定期的な見直しを行い、 各種規程を以下のとおり整備した。
るため、国際標準である 〔Ⅳ-３〕 必要に応じて改正を行った。 ・登録格付機関等審査・監査規程
ＩＳＯガイド６１及び６ ａ：作成し、又は必要な改正 ・登録格付機関等審査要領
５等の考え方を導入した を行い、若しくは検討の結 ・登録格付機関等監査細則
業務執行体制を確立し、 果、改正の必要性がなかっ ・審査業務に係る苦情処理要領、細則
登録認定機関に対して適 た ・審査業務等に係る不適合業務細則
切な指導を行うとともに ｃ：作成せず、又は必要な改 ・調査チェック表、
職員の技術力の向上を図 正を行わなかった
るため、業務執行マニュ
アルを作成する。 ◇登録認定機関に対する指導 【事業報告書の記述】

が審査・監査規程等に基づき 審査・監査を行う機関として対外的な信頼性
適切に行われていることを検 を確保するため、ISOガイド61及び65の考え方 ａ
証するため、内部監査を１回 を導入した内部監査に関する規程類（内部監査
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以上実施した。 規程、細則）を整備し、審査・監査が適正に行
ａ：内部監査を実施した われているかの内部監査を実施した。
ｃ：内部監査を実施しなかっ センターに持ち込まれる審査・監査における
た 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会

を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
はなかった。

◇職員の調査技術力の向上を 【事業報告書の記述】
図るため、登録認定機関の調 登録認定機関に対する審査及び監査を適切に
査指導に関する業務執行マニ 行うため、登録格付機関等審査・監査に関する ａ
ュアルを作成するとともに、 各種規程を以下のとおり整備した。
定期的な見直しを行い、必要 ・登録格付機関等審査・監査規程
に応じて改正を行った。 ・登録格付機関等審査要領
ａ：作成し、又は必要な改正 ・登録格付機関等監査細則
を行い、若しくは検討の結 ・審査業務に係る苦情処理要領、細則
果、改正の必要性がなかっ ・審査業務等に係る不適合業務細則
た ・調査チェック表

ｃ：作成せず、又は必要な改
正を行わなかった

オ 技術上の調査によるデ
ータの均質化及び質の向
上を図るため以下の措置 ａ
を講ずる。

○ 国際標準に基づく審査 (ｱ) 職員技術研修計画に基 ☆ 登録認定機関等に対す ◇国際標準に基づく有資格者 【事業報告書の記述】
のための有資格者の養成 づき （財）日本適合性認 る技術上の調査及び指導 としてＩＳＯ９０００の審査 登録認定機関等に対する技術上の調査及び指、
：中期目標の期間中に８ 定協会の認定するＩＳＯ に関する職員の技術水準 員補の有資格者を２名程度養 導に関する職員の技術水準の向上を図るためＩ

。名以上 ９０００審査員研修を受 の向上を図るためＩＳＯ 成した。 ＳＯ9000の審査員補の有資格者を2名養成した
講させ （財）日本規格協 ９０００の審査員補を２ ａ：２名以上養成した （有資格者現在員 8名）、
会品質システム審査員評 名程度取得するものとす ｃ：１名以下しか養成しなか
価登録センター審査員補 る 〔Ⅳ-４〕 った。
の有資格者を各事業年度
に２名程度養成する。 ◇技術上の調査を行う職員の 【事業報告書の記述】

資格規程を作成するととも 技術上の調査を行う者の資格基準を定めると
に、定期的な見直しを行い、 ともに、審査員内部養成研修の3年に1回以上の ａ
必要に応じて改正を行った。 受講を義務付けた。
ａ：作成し、又は必要な改正
を行い、若しくは検討の結
果、改正の必要性がなかっ
た

ｃ：作成せず、又は必要な改
正を行わなかった

(ｲ) 技術上の調査を行う職 ★ 研修 ◇職員技術研修計画に基づき 【事業報告書の記述】
員の資格規程を設けると 別紙９により実施するも ＩＳＯ等に関する研修を開催 延べ60名の職員に対し、職員技術研修中期計
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ともに、資格規程を満た のとする 〔Ⅸ〕 し、調査担当職員に定期的な 画に基づく審査員内部養成研修を3回実施した ａ。 。
す職員を養成するため、 受講を義務付け、必要な教育
職員技術研修計画に基づ を行った。
きＩＳＯ等に関する研修 ａ：研修を開催し、必要な教
を開催し、担当職員に対 育を行った
し３年に１回以上の受講 ｃ：研修を開催せず、又は必
を義務付ける。 要な教育を行わなかった

(3) 登録認定機関等の登録 (3) 登録申請等に係る手続 ☆ 審査実施に係る要領を ◇審査実施要領を作成すると 【事業報告書の記述】
及び登録の更新に際して きの迅速化 作成し、手続きの迅速化 ともに、定期的な見直しを行 30日以内に農林水産大臣に報告出来るよう
の技術上の調査に当たっ 登録認定機関等の登録 を図るものとする。 い、必要に応じて改正を行っ 「登録認定機関・登録外国認定機関の登録審査 ａ
ては、当該申請に係る標 及び登録の更新並びに認 〔Ⅲ-３〕 た。 に係る農林水産消費技術センターが行う技術上
準処理期間中に登録手続 定手数料の額、格付業務 ａ：作成し、又は必要な改正 の調査の事務処理マニュアル」を作成し、手続
を完了することができる 規程及び認定業務規程の を行い、若しくは見直しの きの迅速化を図った。
よう迅速に行う。 認可に際しての技術上の 結果、改正の必要性がなか

調査に当たっては、申請 った
受付後３０日以内に農林 ｃ：作成せず、又は必要な改
水産大臣に報告するため 正を行わなかった、
案件毎に責任者を指名し

○ 申請受付後農林水産大 て責任者に審査計画の作 ◇申請書類等の受領後３０日 【その他特記事項】
臣へ報告するまでの目標 成及び進行管理を行わせ 以内に総合食料局長あてへ調 報告件数99件のうち30日以内に報告した件数
期間：３０日以内 る体制を整備すること等 査結果を回答した。 は48件であった。 ｃ

を内容とする審査実施要 ａ：３０日以内に回答した件 迅速化のための事務処理マニュアル作成後に
領を作成する。 数が９０％以上であった 調査報告した35件はすべて30日以内に報告し

ｂ：３０日以内に回答した件 た。
数が５０％以上９０％未満 達成度合48％
であった

ｃ：３０日以内に回答した件
数が５０％未満であった

（注：日数は実労働日数）

(4) 登録認定機関により認 (4) ＪＡＳマークの付され
定された製造業者及び生 た農林物資の検査
産行程管理者が行う格付 ア 登録認定機関による認 ☆ 登録格付機関の調査に ◇認定製造業者等に対する調 【事業報告書の記述】
に対する登録認定機関の 定製造業者に対する指導 資するため、登録格付機 査を３５０件以上実施した。 旧ＪＡＳ法による工場調査及び登録格付機関
指導並びに登録格付機関 及び登録格付機関による 関が行っている格付業務 ａ：計画値の達成度合は100 又は登録認定機関の監査に係る工場等の調査 ａ
による格付が適切に行わ 格付業務が適切に行われ の適否及び旧ＪＡＳ法に ％以上であった （立会調査）を、以下のとおり計433件実施し
れているか否かを確認す ているか否かを確認する よる工場調査等の実態を ｂ：計画値の達成度合は７０ た。

。るため、認定製造業者の ため、認定製造業者等に 把握するための工場調査 ％以上100％未満であった 旧ＪＡＳ法による工場調査を364件実施した
調査及びＪＡＳマークの 対する調査を各事業年度 を実施する。 ｃ：計画値の達成度合は７０ 調査の結果、不適正な事項があった12件につい
付された農林物資の検査 に３５０件以上行う。 また、旧ＪＡＳ法によ ％未満であった て登録格付機関に対する文書による是正勧告を
を行う。 る承認・認定工場におい 行った。

て製造工程の一部を他の なお、指導した不適正な事項については、必
工場に行わせている場合 要に応じ確認のための調査を実施したほか、14
は、関係センター間の緊 年度の重点調査事項とする。
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密な連絡を保ちつつ、食
品についての充てん・包
装工程を旧ＪＡＳ法によ
る承認・認定工場から委
託している工場に対する
調査を実施し、ＪＡＳ制
度の適正な運営の確保を
図るものとする。
〔Ⅳ-１-(2)〕

☆ 登録認定機関が行って 登録格付機関又は登録認定機関の監査に係る
いる工場等に対する審査 工場等の調査（立会調査）をそれぞれ9件及び6
又は監査の実施状況を実 0件実施した。調査の結果、不適正事項のあっ
地に調査するとともに、 た1件について登録格付機関に対する文書によ
適正でないと認められた る是正勧告を行った。
場合には的確な是正措置 なお、是正勧告した内容については、14年度
を行わせるものとする。 の重点調査事項とする。
〔Ⅳ-２-(2)〕

【その他特記事項】
達成度合124％

○ 検査件数：各事業年度 イ 登録認定機関の認定業 ☆ 登録格付機関の調査に ◇ＪＡＳ製品の検査について 【事業報告書の記述】
７００件以上 務や登録格付機関の格付 資するため、登録格付機 は、製造業者等の事業規模及 登録認定機関の認定業務や登録格付機関の格

業務が適切に行われてい 関の格付業務の運営状況 び地域バランス等を勘案して 付業務が適切に行われているか否かを確認する ａ
るか否かを確認するため を確認するための買上検 対象製品を選定した。 ためのＪＡＳ製品の検査を以下のとおり計717
のＪＡＳ製品の検査につ 査及び店頭検査を行うも ａ：バランス等を勘案して選 件実施した。
いては、製造業者等の事 のとする 〔Ⅳ-１-(3)〕 定した 登録格付機関の監査に係る買上げ検査（店頭。
業規模及び地域バランス ｃ：バランス等を勘案せずに 検査を含む ）を480件実施した。調査の結果、。
等を勘案して対象製品を 選定した 不適正事項のあった29件について登録格付機関
選定することとし、各事 に対する文書による是正勧告を行った。
業年度に７００件以上実 なお、是正勧告した内容については、必要に
施する。 応じ確認のための調査を実施したほか、14年度

の重点調査事項とする。
☆ 登録認定機関が行う認 登録認定機関の監査に係る買上げ検査を237
定業務の実施状況を確認 件実施した。調査の結果、不適正事項のあった
するため、市販のＪＡＳ 24件について登録認定機関に対する文書による
製品の買上検査（店頭検 是正勧告を行った。なお、是正勧告した内容に
査を含む ）を行うものと ついては、必要に応じ確認のための調査を実施。
する 〔Ⅳ-２-(3)〕 したほか、14年度の重点調査事項とする。。

【その他特記事項】
登録格付機関等の事業所の所在地、製造業者
等の生産規模及び格付状況等を勘案し検査対象
品を選定した。

◇ＪＡＳ製品の検査を７００ 達成度合102％
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件以上実施した。
ａ：計画値の達成度合は100 ａ
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

(5) 登録認定機関により認 (5) 高度な品質管理技術の
定された製造業者等の事 指導
業所に対して、適切な指 ア 認定製造業者等に対し ☆ 総合指導委員会を開催 ◇外部の有識者を含めて指導 【事業報告書の記述】、
導を行いうるよう、国際 ＩＳＯやＨＡＣＣＰ等に し、認定製造業者等に対 方針の検討を行い、指導方針 外部の有識者を含めた総合指導委員会を開催
標準（ＩＳＯ）やＨＡＣ 基づく高度な品質管理の する高度な品質管理の指 を策定し、職員に周知した。 し、認定製造業者等に対する高度な品質管理の ａ
ＣＰ等の高度な品質管理 指導を行うため、外部の 導方針を策定するものと ａ：検討を行い、指導方針を 指導方針を作成するとともに、指導マニュアル
技術に基づく指導方針を 有識者を含めて検討を行 する 〔Ⅴ-１〕 策定し、職員に周知した の内容について検討を行った。。
策定するとともに、製造 い、平成１３年度中に指 ｃ：検討を行わなかった なお、指導方針の内容を検討するため、ＨＡ
業者等が高度な品質管理 導方針を策定し、職員に 平成13年度限りの評価指標 ＣＣＰの専門家に技術顧問を委嘱した。（ ）
技術を導入するためのマ 周知する。
ニュアルを作成する。 【その他特記事項】

指導方針を当センターの情報共有システムに
掲載し、職員に周知した。

☆ 企業からの技術相談に ◇認定製造業者等に対する品 【事業報告書の記述】
ついては、基準書、調査 質管理の指導の一環として、 製造業者等からの品質管理技術等に関する相
研究成果等関係技術情報 基準書等を活用し技術相談に 談（企業相談）は、個別商品の製造レシピに応 ａ、
消費者相談に関する情報 対応した。 じた表示の方法及びその管理技術等を中心に6,、
品質情報の分析調査結果 ａ：技術相談に対応した 833件に対応した。
等を活用して積極的に対 ｃ：技術相談があったにもか
応するものとし、その相 かわらず対応しなかった 【その他特記事項】
談内容が分析技術に関す 上記実績のうち、ほとんどは表示に関する相
る研修の要請等である場 談であり、製造、品質管理、検査・分析に関す
合には、現地又は各地域 る技術相談は48件であった。
センターにおいて効果的
な指導に努めるものとす
る 〔Ⅴ-５〕。

☆ 企業の品質管理担当者 ◇認定製造業者等に対する品 【事業報告書の記述】
等を対象とし品質管理情 質管理の指導の一環として、 電子メールを活用したメールマガジンに、技
報、行政情報、各種調査 企業の品質管理担当者等を対 術情報 行政情報を掲載し 情報提供を行った ａ、 、 。
結果及びセンター活動状 象とし、品質管理情報等につ 地域における技術交流推進のため、東北地区
況等について、電子メー いて電子メールを活用した広 の食品加工研究会に参画するとともに 後述 調、 （
ルを活用した広報活動に 報活動を行った。 査研究成果の活用の項）する産学官連携技術講
努めるものとする。 ａ：広報活動を行った 習会を行った。
〔Ⅴ-６〕 ｃ：広報活動を行わなかった

☆ センターは、地域特産 地方公共団体（3件）からの要請により、地
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品認証事業により、都道 域特産品認証事業に係る認証基準の作成等に関
府県が行う認証基準の作 する技術指導を6回実施した。
成等に関し、当該都道府
県からの要請に基づき、
技術的観点から指導及び
認証に係る地域推奨品の
調査、分析等を行うもの
とする 〔Ⅴ-８〕。

○ 高度品質管理マニュア イ 製造業者等に対するア ☆ 本年度は風味調味料及 ◇指導マニュアルを２品目以 【事業報告書の記述】
ルの作成数：中期目標の の指導に活用するための び調理冷凍食品について 上作成した。 風味調味料及び調理冷凍食品の2品目につい
期間中に１０品目以上 マニュアルを、中期目標 作成するものとする。 ａ：２品目以上作成した て指導マニュアル（品質管理技術基準書）を作 ａ

の期間中に１０品目以上 〔Ⅴ-２〕 ｃ：１品目しか作成しなかっ 成した。
について作成する。 た、又は作成しなかった

ウ 食品等の品質の向上や ☆ 技術講習会の開催に当 ◇本部及び地域センターごと 【事業報告書の記述】
安全性を確保するため、 たっては各地域センター に品目又は技術的課題を選定 食品及び木質建材の品質の向上や安全性を確
イのマニュアルを用いて 間の連携を密にして、実 し、年度計画に基づき技術講 保するため、食品等製造業者、製材業者等を対 ａ、
ＩＳＯやＨＡＣＣＰ等の 施地域センターごとに品 習会を開催した。 象とした技術講習会を10回開催し、延べ364名
高度な品質管理、品質の 目又は技術的課題を選定 ａ：計画値の達成度合は９０ の参加があった。
表示等に関する講習会を し、８回以上行うものと ％以上であった
開催する。 する 〔Ⅴ-３〕 ｂ：計画値の達成度合は５０ 【その他特記事項】。

％以上９０％未満であった 達成度合125％
ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

(6) 製造業者等から依頼さ (6) 依頼検査及び農林物資 ☆ 製造業者等からの検査 ◇依頼された農林物資の検査 【事業報告書の記述】
れた農林物資の品質、成 の格付 依頼に対しては、迅速に について、依頼者の機密保持 しょうゆ、生糸等に係る依頼検査を282件実
分等に関する検査及びセ 製造業者等から依頼さ 対応するものとする。 を図るため内部規定に基づき 施した。 ａ
ンターが自ら行う格付に れた農林物資の検査及び 〔Ⅱ-３〕 検査結果の厳正な管理を行っ
係る検査については、適 センターが自ら行う格付 た。 【その他特記事項】
切に行う。 に係る検査については、 ａ：厳正な管理を行った 内部規程類に基づき、当該業務担当課長等が

依頼者の機密の保持を図 ｃ：厳正な管理を行わなかっ 厳正な管理を行った。
るため検査結果の厳正な た
管理を行う。

◇依頼された農林物資の検査 【事業報告書の記述】
が適切であることを検証する 適正な検査のため、内部監査を実施した。
ため、内部監査を１回以上実 ａ
施した。
ａ：内部監査を実施した
ｃ：内部監査を実施しなかっ
た

◇依頼された農林物資の検査 【事業報告書の記述】
についてセンターに持ち込ま センターに持ち込まれる審査・監査における



- 41 -

れる苦情等を解決するため苦 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会 ａ
情処理委員会を設置・運営し を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
た。 はなかった。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

☆ 林産物に関する日本農 ◇センターが自ら行う格付に 【事業報告書の記述】
林規格による格付を、適 係る検査について、依頼者の 指定外国検査機関の検査データを活用して行
正に行うものとする。 機密保持を図るため内部規定 う林産物の格付検査を144件実施した。 ａ
〔Ⅱ-４-(1)-ア〕 に基づき検査結果の厳正な管 適正な検査のため、内部監査を実施した。

☆ 旧ＪＡＳ法による外国 理を行った。 旧ＪＡＳ法による外国林産物に係る市販品検
林産物に係る業務につい ａ：厳正な管理を行った 査を6件実施した。検査の結果、不適正事項は
て、工場調査及び市販品 ｃ：厳正な管理を行わなかっ なかった。
調査等を適正かつ効率的 た
に行うものとする。
〔Ⅱ-４-(1)-イ〕

。 、☆ 横浜センタ－及び神戸 生糸の格付検査を234件実施した 検査の結果
センターは、センターが 合格が225件、不合格が9件であった。
行う生糸の日本農林規格 適正な検査のため、内部監査を実施した。
（平成１０年農林水産省 旧ＪＡＳ法による承認工場調査を7件、市販
告示第３０２号）による 品検査を16件実施した。調査の結果、不適正な
格付を、適正に行うもの 事項はなかった。
とする 〔Ⅱ-４-(2)-ア〕。

【その他特記事項】
内部規程類に基づき、当該業務担当課長等が
厳正な管理を行った。

☆ 横浜センター及び神戸 ◇センターが自ら行う格付に
センターは、旧ＪＡＳ法 係る検査が適切であることを
による承認工場及び承認 検証するため、内部監査を１ ａ
工場で製造されたＪＡＳ 回以上実施した。
製品についての調査を適 ａ：内部監査を実施した
正かつ効率的に行うもの ｃ：内部監査を実施しなかっ
とする 〔Ⅱ-４-(2)-イ〕 た。

◇センターが自ら行う格付に 【事業報告書の記述】
係る検査についてセンターに センターに持ち込まれる審査・監査における
持ち込まれる苦情等を解決す 苦情等に適切に対応するため、苦情処理委員会 ａ
るため苦情処理委員会を設置 を設置した。なお、13年度は苦情等の申し立て
・運営した。 はなかった。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
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なかった

【事業報告書の記述】
農林水産省総合食料局長の依頼により、平成
13年度の畳表の標準品査定会における査定を行
うとともに、検査員に対する講習会を行った。

３ 農林物資の検査技術に ３ 農林物資の検査技術に ○農林物資の検査技術に関す
関する調査及び研究並び 関する調査及び研究並び る調査及び研究並びに講習
に講習 に講習 Ａ

小項目の総数 ：20
評価ｓの小項目数：２×３点＝６点
評価ａの小項目数：18×２点＝36点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 42点
(42／40＝105％）

(1) 農林物資の検査技術に (1) 調査及び研究の重点化 ★ 本年度は、別紙８の課 ◇全調査研究課題数のうち中 【事業報告書の記述】
関する調査及び研究につ 題を実施するものとする 期計画ア～エの分野に係る重 調査研究18課題を実施し、そのうち「生鮮食。
いては、次の分野に関し なお、年度内において 点課題の割合が７０％以上で 品の判別技術 加工食品の原料の判別技術 ａ」、「 」、
て重点的に行う。 緊急な調査研究がある場 あった。 「遺伝子組換え食品の分析技術」並びに「微量
ア 生鮮食品の判別技術 合には、必要に応じて課 ａ：目標値の達成度合は100 物質及び機能性成分の効率的な分析技術」の重
イ 加工食品の原料の判別 題を調整するものとする ％以上であった 点４分野に係る課題は13課題で、割合は72%で。
技術 〔Ⅵ-１〕 ｂ：目標値の達成度合は７０ あった。
ウ 遺伝子組換え食品の分 ％以上100％未満であった
析技術 ｃ：目標値の達成度合は７０ 【その他特記事項】

エ 微量物質及び機能性成 ％未満であった 達成度合103％
分の効率的な分析技術

○ 全調査研究課題数のう
ちア～エの分野に係る課
題の割合：７０％以上

(2) (1)の調査及び研究の
実施に当たっては、年次
計画・年度計画の作成等
により適切な進行管理を
行い、中期目標の期間中
に次のような取組を行
う （ウ及びエにおいて。
「確立」とは、技術を分
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析に利用することが可能
な水準まで向上させるこ
とをいう ）。

ア 生鮮食品の判別技術に ア 生鮮食品の判別技術
ついては、青果物につい 市販されている農産物及
て国産品と輸入品のおお び魚類のうち外観から容
よその絞込みを、魚につ 易に判別のつかない次の
いて冷凍の有無の判別を 品目等について、成分の
行うための判断の基準と 違い等判別のための判断
なる事項を選定する。 の基準となる事項を選定

する。
① 同一品目の農産物で輸 ・無機元素の組成・含有量 ◇輸入品と国産品が国内市場 【事業報告書の記述】
入品と国産品が国内市場 調査による青果物の産地 に流通している生鮮野菜のう 輸入品と国産品が国内市場に流通している生
に流通しており、輸入品 判別 ち、輸入量の多い上位１０品 鮮野菜のうち、タマネギ及びシイタケの2品目 ａ
が一定のシェアを有する ・においセンサーを用いた 目から２品目以上選定し、産 について、産地判別のための指標を検討した。
もの 生鮮食品の産地判別技術 地判別の指標を検討した結 タマネギについては、無機元素24種類による

の開発 果、１品目程度について生鮮 産地判別を検討した結果、国産と比較して、中
・表面プラズモン共鳴現象 野菜の産地判別の指標が得ら 国産はストロンチウムの含有率が高く、ニュー
を利用した味覚物質測定 れ、若しくはおおよその絞り ジーランド産は亜鉛の含有率が高い傾向がみら
手法による食品判別技術 込みができ、又は結果が次年 れた。

、 、の開発 度の調査研究に活用できた。 シイタケについては 匂いセンサーを用いて
ｓ：特に優れた成果が得られ 匂い成分による産地判別を検討した結果、国産
た と中国産の判別が概ね可能との成果が得られ

ａ：達成した た。
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成できなかった

② 同一魚種で解凍魚と鮮 ・解凍魚と鮮魚の判別方法 ◇冷凍と非冷凍が国内市場に 【事業報告書の記述】
魚が国内市場に流通して の検討 流通している魚介類のうち、 冷凍と鮮魚が国内流通している魚介類のう
いるもの 流通量の多い上位１０品目か ち、マグロ、マダイ及びヒラメの3品目につい ａ

ら２品目以上選定し、冷凍・ て、リソソーム内酵素活性、筋肉組織の観察、
非冷凍の判別指標を検討した 筋肉表面の血球の観察（スタンプ法 、鮮度指）
結果、１品目程度について魚 標（Ｋ値）により、また、サンマ及びヒラメの
介類の冷凍・非冷凍の判別指 2品目について、コハク酸脱水素酵素活性によ
標が得られ、又は結果が次年 り、冷凍・非冷凍の判別指標を検討した。
度の調査研究に活用できた。 検討の結果、ヒラメについて、Ｋ値及び赤血
ｓ：特に優れた成果が得られ 球数において相関関係がみられ、判別指標が得
た られたことから、凍結魚と生鮮魚との判別基準

ａ：達成した を作成した。
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

・天然魚と養殖魚の判別方 ◇天然魚と養殖魚が流通して 【事業報告書の記述】
法の検討 いる魚のうち、流通量の多い 天然魚と養殖魚が流通している魚のうち、タ

１０品目から２品目以上選定 イ及びヒラメについて判別のための指標を検討 ａ
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し、天然・養殖の判別の指標 した。
を検討した結果、１品目程度 ヒラメについては、耳石の日周輪、耳石の重
について天然魚・養殖魚の判 量、耳石のサイズ等を測定することにより判別

、 、 、別指標が得られ、若しくはお する方法を検討した結果 ヒラメの重量 体高
およその絞り込みができ、又 体長及び耳石の重量、長径・短径の主成分解析
は結果が次年度の調査研究に 並びに日周輪の輪の間隔に差が見られた。
活用できた。 マダイについては、鮮度指標（Ｋ値 、鼻孔）
ｓ：特に優れた成果が得られ 形態の観察等11項目について判別方法を検討し
た た結果、尾鰭の先端の形状、脂肪酸組成、肝臓

ａ：達成した 重量比、胃重量比により、ほぼ判別が可能であ
ｂ：概ね達成した った。
ｃ：達成されなかった

イ 加工食品の原料の判別 イ 加工食品の原料の判別
技術については、国産品 技術
と輸入品のおおよその絞 国内市場で流通してい
込みを行うための判断の る加工食品のうち現在の
基準となる事項を選定す 分析技術では、使用原料
る。 の輸入・国産の判別のつ

、かない次の品目について
成分の違い等判別のため
の判断の基準となる事項
を選定する。
① 個別の品質表示基準に ・魚類加工食品の原料原産 ◇国内市場に流通している加 【事業報告書の記述】
基づいて新たに原料原産 地判別方法の検討 工食品のうち、個別の品質表 個別の品質表示基準のあるうなぎ加工品、あ
地表示が義務付けられた 示基準のある品目から２品目 じ加工品及びさば加工品について、原料原産地 ａ
品目 以上選定し、原料の判別指標 の判別技術の検討を行った。

を検討した結果、１品目程度 うなぎ加工品については、ＤＮＡによる判別
について加工食品の原料産地 法を、あじ加工品及びさば加工品については、
判別の指標が得られ、若しく ＤＮＡの抽出方法の検討を行った。
はおおよその絞り込みがで うなぎについて、ＤＮＡによる品種判別の検
き、又は結果が次年度の調査 討を行った結果、蒲焼きのように加熱された製
研究に活用できた。 品であっても、ジャポニカ種とアンギラ種（西
ｓ：特に優れた成果が得られ 洋種）の判別が可能であり、流通実態と照合す
た ることにより原料原産地の判別が概ね可能であ

ａ：達成した った。
ｂ：概ね達成した あじ加工品については、可食部からＤＮＡの
ｃ：達成されなかった 抽出はできなかったが、骨髄からのＤＮＡの抽

出は可能であった。
さば加工品については、可食部からのＤＮＡ
の抽出ができなかったため、次年度において骨
髄からのＤＮＡの抽出を検討する。

② 個別の品質表示基準に 国内市場に流通している加
基づいて新たに原料原産 工食品のうち、新たに個別の
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地表示が義務付けられる 品質表示基準の制定が見込ま
ことが見込まれる品目 れる品目から選定し、原料の

判別指標を検討した結果、加
工食品の原料産地判別の指標
が得られ、若しくはおおよそ
の絞り込みができ、又は結果
が次年度の調査研究に活用で
きた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成しなかった
（平成１４年度以降の評価指
標）

ウ 遺伝子組換え食品の分 ウ 遺伝子組換え食品の分
析技術については、遺伝 析技術
子組換えに係る表示が義 ① 遺伝子組換えに係る表 ・表示対象加工食品からの ◇遺伝子組換えに係る表示が 【事業報告書の記述】
務付けられた食品の定性 示が義務付けられた食品 ＤＮＡ抽出方法の検討 義務付けられた加工食品につ 遺伝子組換えに係る表示が義務付けられた加
的判別技術並びに遺伝子 について、前処理技術及 いて、前処理技術の検討を行 工食品のうち、豆腐、凍り豆腐、納豆、豆乳等 ａ
組換え大豆及びとうもろ びＰＣＲ法等による定性 った結果、技術を確立し、又 の大豆加工品からＰＣＲによる検出に適した各
こしの定量分析技術を確 分析技術を確立する。 は結果が次年度の調査研究に 種のＤＮＡ分離用カラムを活用したＤＮＡ抽出
立する。 活用できた。 法を検討した結果、従来の方法では検知できな

ｓ：特に優れた成果が得られ かった遺伝子の検知が可能となった。
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

◇遺伝子組換えに係る表示が
義務付けられた加工食品につ
いて、定性分析技術の検討を
行った結果、技術を確立し、
又は結果が次年度の調査研究
に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成できなかった
（平成１４年度以降の評価指
標）

② 遺伝子組換えの大豆及 ◇遺伝子組換え大豆につい 【事業報告書の記述】
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びとうもろこしについて て、ＰＣＲ法等による定量分 なし。、
ＰＣＲ法等による定量分 析技術を確立し、又は結果が ｓ
析技術を確立する。 次年度の調査研究に活用でき 【その他特記事項】

た。 併任先の食品総合研究所における調査研究に
ｓ：特に優れた成果が得られ より、遺伝子組換え食品の定性及び定量分析技
た 術を開発するため、ＰＣＲの鋳型となるＤＮＡ

ａ：達成した の抽出手法の検討及び検知感度の高いプライマ
ｂ：概ね達成した ーの設計を行った。
ｃ：達成されなかった 研究の結果、遺伝子組換えダイズ１系統につ
（平成１４年度以降の評価指 いてＰＣＲ定量分析技術を開発した。
標） 当該研究結果は日本食品衛生学会奨励賞を受

賞した。

◇遺伝子組換えとうもろこし 【事業報告書の記述】
について、ＰＣＲ法等による なし。
定量分析技術を確立し、又は ｓ
結果が次年度の調査研究に活 【その他特記事項】
用できた。 併任先の食品総合研究所における調査研究に
ｓ：特に優れた成果が得られ より、遺伝子組換え食品の定性及び定量分析技
た 術を開発するため、ＰＣＲの鋳型となるＤＮＡ

ａ：達成した の抽出手法の検討及び検知感度の高いプライマ
ｂ：概ね達成した ーの設計を行った。
ｃ：達成されなかった 研究の結果、遺伝子組換えトウモロコシ５系
（平成１４年度以降の評価指 統についてＰＣＲ定量分析技術を開発した。
標） 当該研究結果は日本食品衛生学会奨励賞を受

賞した。

・加工食品への定量ＰＣＲ ◇遺伝子組換えに係る表示が 【事業報告書の記述】
法の適用 義務付けられた加工食品のう 遺伝子組換えに係る表示が義務付けられた大

ち、２品目以上選定し、ＰＣ 豆加工食品のうち、豆腐、油揚げ、凍り豆腐、 ａ
Ｒ法等による定量分析法の適 ゆばの4品目について、遺伝子組換え体の定量
用について検討を行った結 の可能性を検討した。
果、１品目程度について定量 豆腐等はＤＮＡの分解が進んでいる加工食品
分析技術が確立でき、若しく であるが、定量ＰＣＲ法に関する前処理方法の
は定量ＰＣＲ法が適用できる 改良を検討した結果、4品目について定量ＰＣ
品目についておおよその絞り Ｒ法の適用が可能なＤＮＡ抽出方法が確立でき
込みができ、又は結果が次年 た。
度の調査研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

・ジャガイモ加工品等から ◇遺伝子組換えに係る表示が 【事業報告書の記述】
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のＤＮＡ抽出方法の検討 義務付けられていない加工食 内在性遺伝子の検知ができなないため、遺伝
品について、品質表示基準に 子組換えに係る表示が義務付けられていないば ａ
基づく表示を行わせる必要性 れいしょ加工食品のうち、マッシュポテト、マ
を調査するため 前処理法 Ｄ ッシュポテトを原料にした食品、冷凍ばれいし、 （
ＮＡ抽出方法等）の適用につ ょ、ばれいしょスナック菓子等について前処理
いて検討を行った結果、前処 方法を検討した結果、新たに開発されたカラム
理法が確立でき、若しくは前 を使用することにより大部分のばれいしょ加工
処理法が適用できる品目につ 品からＤＮＡ抽出が可能となった。
いておおよその絞り込みがで
き、又は結果が次年度の調査
研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

エ 微量物質の分析技術に エ 微量物質及び機能性成
ついては、食品衛生法に 分の効率的な分析技術
基づく残留基準や農薬取
締法に基づく登録保留基 ① 農薬、合成抗菌剤等の ・ＰＤＡ検出器付きＨＰＬ ◇農産物等を対象として、一 【事業報告書の記述】
準が定められ、かつ、使 一斉分析法の確立のため Ｃを用いた残留農薬の多 斉分析法が確立されていない 一斉分析法が確立されていない農薬22種類を、
用量が多い農薬であっ 抽出方法、精製方法、カ 成分同時分析法の検討 農薬５種類以上について多成 対象として、りんご、オレンジ、にんじん、ト ａ

、 、て、現在、一斉分析法が ラム条件等についての調 分同時分析法の検討を行った マト ほうれんそう等の8種類13品目について
確立されていないもの 査研究を行う。 結果、３種類以上の農産物等 農薬を分析する際の前処理方法を検討した結
１０種類程度（トリフル において分析が可能であるこ 果、2種類の分離用ｶﾗﾑの組合わせによる精製法
ミゾール、エチルチオミ とを確認し、又は結果が次年 の改良により、液体クロマトグラフ（ＰＤＡ検
トン イソキサチオン等 度の調査研究に活用できた。 出器付き）による同時定量が可能であることを、 ）
について一斉分析法を確 ｓ：特に優れた成果が得られ 確認した。
立する。 た

ａ：達成した 【その他特記事項】
ｂ：概ね達成した マイコトキシンの分析方法の改良を検討し
ｃ：達成されなかった た。

② ＬＣ－ＭＳを利用し、 ＬＣ－ＭＳを利用し、機能
ポリフェノール類等の機 性成分等の効率的な分析方法
能性成分についての効率 を確立し、又は結果が次年度
的な分析方法を確立する の調査研究に活用できた。。

ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった
（平成１４年度以降の評価指
標）
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【事業報告書の記述】
重点４分野のほか、以下の検討を行った。
・ 廃棄バレイショ酵素等を利用したフェノー
ル性内分泌かく乱物質の無毒化・低減化技術
開発を目的として各種バレイショの酵素活性
を調査するとともに、粗酵素の濃縮方法を検
討し、粗酵素カラムを通過させた場合のフェ
ノール性内分泌かく乱物質無毒化・低減化の
メカニズムを検討した （食品総合研究所と。
の共同研究）
・ しょうゆ分析の技能試験において必要な比
較値について、２種類の分析方法を比較検討
し、分析条件を定め、分析者の技能を評価す
る比較値の算出方法を検討した （食品総合。
研究所との共同研究）
・ 生糸の物性値の一つであるヤング率を非破
壊で効率よく測定するためのプログラムを開
発するとともに装置を試作することにより、
非破壊での測定表示が可能になった。
・ バレイショ塊茎中のグリコアルカロイド量
の光照射による影響を調査するために、HPLC
によるグリコアルカロイドの分析条件を検討
後、品種別、熟度別、貯蔵期間別に測定を行
った。
・ 軟Ｘ線による非加熱殺菌技術の開発を目的
に作製した試作機について、Ｘ線発生装置、
防護装置等を改良した。

(3) 調査及び研究の成果に (2) 調査研究成果の公表
ついては、積極的に公表 ア 調査研究の成果につい ☆ 調査研究結果について ◇調査研究結果の報告書を作 【事業報告書の記述】
するとともに 調査分析 ては、調査研究報告書に は、報告書を作成すると 成し、公表した。 平成12年度調査研究結果について「調査研究 ａ、 、
検査及び技術指導等の業 取りまとめ、公表すると ともに、ホームページに ａ：報告書を作成し、公表し 報告書25号」を作成し、公表するとともに、ホ
務に迅速かつ積極的に活 ともに、成果の概要につ 当該結果の概要を掲載す た ームページに当該結果の概要を掲載し、広く一
用する。 いてインターネット等を るものとする 〔Ⅵ-２〕 ｃ：報告書を作成しなかった 般に広報した。。

活用して広く一般に広報
する。 ◇調査研究結果の報告書の概

要をホームページに掲載し
た。 ａ
ａ：ホームページに掲載した
ｃ：ホームページに掲載しな
かった

○ 調査及び研究の成果の イ 調査及び研究テーマに ☆ 調査研究発表会を開催 ◇調査研究の公開発表会を開 【事業報告書の記述】
公開発表会の開催回数： 関係する登録認定機関等 するものとする Ⅵ-３ 催した。 平成13年11月1日に公開の調査研究発表会を。〔 〕
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各事業年度１回以上 及び関係業界を対象とし ａ：開催した 開催した。発表課題は 「フォトダイオードア ａ、
て、調査研究の成果の公 ｃ：開催しなかった レイ検出器を用いた農産物中に含まれる残留農
開発表会を各事業年度に 薬の一斉分析法 「遺伝子組換え農産物の新し」、
１回開催するとともに、 い定量分析法の開発」等10課題（食品等特性把
必要に応じ個別業界ごと 握調査2課題含む 。外部からの参加者は、14。）
の説明会を開催する。 名であった。

◇必要に応じ個別業界ごとの 【事業報告書の記述】
説明会を開催した。 なし。
ａ：要請に応じ開催し、又は ａ
要請がなかった 【その他特記事項】

ｃ：要請はあったが、特段の 要請がなかったことから、説明会を開催しな
理由なく開催しなかった かった。

(3) 調査研究の適切な実施
ア 調査研究の水準の向上 ☆ 独立行政法人食品総合 ◇独立行政法人食品総合研究 【事業報告書の記述】
を図るため、独立行政法 研究所と連携を図り、共 所の共同分析センターを活用 以下の2課題について独立行政法人食品総合 ａ
人食品総合研究所等の試 同分析センターを活用し して調査研究を実施した。 研究所と共同で調査研究を実施した。
験研究機関、分析機関等 て調査研究を行うものと ａ：共同分析センターを活用 ・ 廃棄馬鈴薯酵素等を利用したフェノール「
と共同で調査研究を実施 する 〔Ⅵ-４-(1)〕 して調査研究を実施した 性内分泌かく乱物質の無毒化・低減化技術の。
する等連携を強化する。 ｃ：共同分析センターを活用 開発 （独立行政法人食品総合研究所の共同」

した調査研究を実施しなか 分析センター（化学機器分析センターに名称
った 変更）を活用）

・ しょうゆの技能試験に用いる比較値の算「
出方法」

◇調査研究を必要に応じて共
同研究で実施した。
ａ：共同研究を実施した ａ
ｃ：共同研究を実施する課題
があったがしなかった

イ 調査研究の課題の選定 ◇外部の専門家を含めて検討 【事業報告書の記述】、
実施方法及び成果につい を行い、必要に応じて業務の 平成14年2月28日に外部の有識者を含めた調
て適正な点検・評価を行 運営を改善した。 査研究総合評価委員会を開催し、平成13年度の ａ
い、その結果を業務の運 ａ：検討し、又は必要な改善 調査研究成果を点検・評価するとともに、平成
営に反映させるため、外 を行い、若しくは検討の結 14年度調査研究課題について検討し、必要性の
部の専門家を含めて各事 果、改善の必要性がなかっ 高い調査研究課題を選定した。
業年度において１回以上 た
検討を行う。 ｃ：検討せず、又は必要な改

善を行わなかった

(4) 調査及び研究の成果を (4) 調査研究成果の活用 ◇関係業界等からの要望等を 【事業報告書の記述】
事業者、登録認定機関等 調査研究の成果を製造 踏まえ技術講習会を開催し 関係業界等の要望を踏まえ、財団法人食品産
に技術移転するための検 業者、登録認定機関等に た。 業センター、独立行政法人食品総合研究所とも ａ
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査技術に関する講習を行 技術移転するため、関係 ａ：要請に応じて開催した 連携し、産学官連携技術講習会を全国で8回開
う。 業界等からの要望等を踏 ｃ：特段の理由もなく応じな 催した。

まえ技術講習会を開催す かった事例があった 食品製造企業、事業者団体、地方公共団体等
る。 からの依頼に応じて 残留農薬分析技術 遺、「 」、「

伝子組換え食品の検査技術」などの分析技術等
（ ） 。 、に関する受入研修を7回 9名 実施した また

講習会等に講師として職員を260回派遣し 「遺、
伝子組換え食品 「ＪＡＳ制度、食品表示」な」、
どについて講演した。

◇関係業界からの要請に応じ
て受入研修を行った。
ａ：要請に応じて行った ａ
ｃ：特段の理由もなく応じな
かった事例があった

４ 立入検査等に関する事 ４ 立入検査等に関する事 ○立ち入り検査等に関する事
項 項 項

Ｂ

小項目の総数 ：３
評価ａの小項目数：２×２点＝４点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：１×０点＝０点

合 計 ４点
(４／６＝67％）

認定製造業者等に対し 農林水産大臣から指示 ☆ 農林水産大臣から、製 ◇検査員の人選基準を策定 【事業報告書の記述】
農林物資の規格化及び品 された検査を迅速かつ的 造業者等に対するＪＡＳ し、基準に基づき人選をし 農林水産大臣から27件（48事業者）の立入検
質表示の適正化に関する 確に行うため、検査員の 法第２０条の２に基づく た。 査の指示があり、実施した。 ａ

疑 義 対象農林 立入検 立入事 検査員法律（昭和２５年法律第 人選基準の策定及び検査 立入検査の命令（ＪＡＳ ａ：人選基準を策定し、又は
内 容 物資 査件数 業者件 延べ人175号 以下 ＪＡＳ法 手順のマニュアル化を行 法第１９条の６第１項第 基準に基づき人選をした。 「 」

数 数という ）第２０条の２ う。 ７号の検査を含む ）があ ｃ：人選基準を策定せず、又。 。
原 料 畜産物､第１項の規定による立入 った場合には適切にこれ は基準に基づく人選をしな

検査を行うに当たって を実施するものとする。 かった 21 37 374原 産 農産物､

地 表 水産物､は、 なお、農林水産大臣か
示 加工魚介(1) 検査能力等の資質、経 ら指示された検査を迅速

類験等を勘案した立入検査 かつ的確に行うため、検
Ｊ Ａ 有機農産職員の適切な人選 査員の人選基準の策定及

(2) 農林水産大臣から指示 び検査手順のマニュアル 5 6 19Ｓ マ 物

ー ク 有機農産された調査事項の的確な 化を行うものとする Ⅶ。〔 〕
不 正 物加工品実施
表 示 果実飲料(3) 農林水産大臣への迅速
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かつ正確な報告等に留意 1 5 15日 付 削りぶし

表 示し厳正に実施する。
なお、ＪＡＳ法第１９ 計 27 48 408

条の６第１項第７号に規 農林水産大臣から指示された検査を迅速かつ
、 、定する外国認定製造業者 的確に行うため 立入検査員の人選基準を定め

等に対して行う検査につ 当該基準に基づき検査員を人選するとともに、
いても上記の留意点を踏 「立入検査マニュアル」を作成した。
まえて実施する。 なお、平成14年3月31日現在の検査員登録数

は125名である。
他機関が行う立入検査に、当該機関からの技
術的協力依頼による当該立入検査への同行を12
案件(15業者）実施した。
立入検査に係る事前調査、確認調査等を農林
水産省総合食料局品質課と協力し、22件（34業
者）実施した。

◇立入検査手順のマニュアル
を作成するとともに、定期的
な見直しを行い、必要な改訂 ａ
を行った。
ａ：作成し、又は必要な改訂
を行った

ｃ：作成せず、又は必要な改
訂を行わなかった

○ 立入検査結果の報告期 ◇検査員の適切な人選、手順 立入検査は例年に比較して、件数が多く、ま
間：立入検査実施後３日 のマニュアル化の結果、立入 た複数事業所に渡るものなど規模も大きかった
以内 検査結果の報告期間を検査実 ことから、検査実施後3日以内に報告した件数 ｃ

施後３日以内とした。 は6件であった。
ａ：３日以内に報告した件数 達成度合22％
が９０％以上であった

ｂ：３日以内に報告した件数
が５０％以上９０％未満で
あった

ｃ：３日以内に報告した件数
が５０％未満であった

５ 緊急時の要請に関する ５ 緊急時の要請に関する ○緊急時の要請に関する事項
事項 事項

Ａ
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小項目の総数 ：２
評価ａの小項目数：２×２点＝４点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

農林水産大臣から独立 農林水産大臣から要請 ☆ 農林水産大臣からセン ◇センターの調査研究結果を 【事業報告書の記述】
行政法人農林水産消費技 のあった調査等を迅速か ター法第１２条第１項に 体系的に整理し、随時更新・ 農林水産大臣から要請のあった調査等を迅速
術センター法（平成１１ つ的確に行うため、調査 基づく緊急時の要請があ 再整理した。 かつ的確に行うため、緊急調査分析実施規程を ａ
年法律第１８３号）第 研究結果や研究論文等を った場合には、総合食料 ａ：整理し、又は再整理した 作成した。実施に当たっては、専門の委員会を
１２条の規定に基づき調 体系的に整理し、必要に 局品質課長と協議の上同 ｃ：整理せず、又は再整理し 設置することとした。なお、13年度は、農林水
査、分析又は検査を緊急 応じた分析方法、データ 条第２項に基づき必要な なかった 産大臣からの要請はなかった。
に実施するよう要請があ を効率よく検索できる情 事項について調査を行う 想定される事項別に対応方法を検討するた
ったときは、他の業務に 報管理体制を構築すると ものとする。 め、過去の緊急調査分析の事例の収集及び内容
最優先して組織的に取り ともに、要請に対して常 なお、要請に応じ迅速 ・事項別分類を行い、緊急調査のモデル化を検
組み、必要な調査、分析 に迅速に対応できる組織 に対応できるよう業務執 討した。
又は検査の迅速かつ正確 体制を整備する。 行体制を整備するととも
な実施に努めるととも に、その対応方法につい 【その他特記事項】
に、その結果について農 て想定される事項別に対 ホームページ上で調査研究成果を検索可能と
林水産大臣に迅速に報告 応方法を検討するものと した。
する。 する 〔Ⅷ-１〕。

◇要請に対して常に迅速に対
応できる組織体制を整備す
るとともに、定期的な検討 ａ
を行い、必要な改善を行っ
た。
ａ：整備し、又は必要な検討
を行い、若しくは検討の結
果、改善の必要はなかった

ｃ：整備せず、又は必要な改
善を行わなかった

◇研究論文等を体系的に整理
、 。し 随時更新・再整理した

ａ：整理し、又は再整理した
ｃ：整理せず、又は再整理し
なかった
（平成１４年度以降の評価指
標）

◇必要に応じた分析方法、デ
ータを効率よく検索できる情
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報管理体制を構築し、定期的
にその内容を更新した。
ａ：構築し、又は更新した
ｃ：構築せず、又は更新しな
かった

（平成１４年度以降の評価指
標）

６ 国際協力 ６ 国際協力 ○国際協力

Ａ

小項目の総数 ：３
評価ａの小項目数：３×２点＝６点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

可能な範囲において、 発展途上国からの技術 ☆ 国際技術協力等につい ◇専門家の海外派遣を行っ 【事業報告書の記述】
研修生の受入、海外への 支援の要請の増大に対応 ては、農林水産省総合食 た。 国際協力事業団のウルグアイ林産品試験計画
専門家の派遣等の国際協 して、センターの技術力 料局品質課、国際部国際 ａ：派遣を行った に専門家として職員1名を派遣した。 ａ
力を行う。 を活用した専門家の海外 協力課及び技術協力課、 ｃ：正当な理由なく、派遣を 国際協力事業団のヴィエトナム食品工業研究

派遣及び海外からの研修 生産局特産振興課並びに 行わなかった事例がある 所強化計画に専門家（調査団員）として職員1
生の受入れを積極的に推 国際協力事業団等の関係 名を派遣した。
進する。また、職員の語 機関との連携を密にし、
学力の向上を図るため、 積極的に対応するものと
国際協力事業団の主催す する 〔Ⅰ-11〕 ◇海外からの研修生の受入れ 【事業報告書の記述】。
る研修等に職員を派遣す を行った。 専門家派遣前研修に職員1名を派遣した。
る。 ａ：受入れを行った 技術協力専門家養成研修（第1回）に職員1名 ａ

ｃ：正当な理由なく、受入れ を派遣した。
を行わなかった事例がある 海外からの研修生を受入れ、ＪＡＳ制度、食

。品等の分析技術等に関する研修を6回実施した
また、センターの施設見学について、随時対応
した。

国際協力事業団の主催する
研修等に職員を派遣した。
ａ：派遣した ａ
ｃ：派遣しなかった

第４ 財務内容の改善に関 第３ 予算、収支計画及び 予算、収支計画及び資金 ◎予算、収支計画及び資金計
する事項適切な業務運 資金計画 計画 画
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営を行うことにより、 〔略〕 〔略〕 Ａ
収支の均衡を図る。

中項目の総数 ：２
評価Ａの中項目数：２×２点＝４点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
① 法人からの自己評価をもとに、農林水産
消費技術センター評価基準に基づき評価を
行った結果、すべての中項目についてＡ評
価となったことから、大項目の評価はＡ評
価とする。
② 次年度以降、評価を行うための資料とし
て比較財務諸表を作成することが必要であ
る。

○経費（業務経費及び一般管
理費）節減にかかる取り組み

Ａ

小項目の総数 ：１
評価ａの小項目数：１×２点＝２点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

◇経費（業務経費及び一般管 【事業報告書の記述】
理費）節減に係る取り組みは 財務諸表等を参照のこと。なお、運営費交付
十分であった。 金等の節減に努め、年度末に集中した立入検査 ａ
ａ：取り組みは十分であった に要する経費に充当した。
ｂ：取り組みはやや不十分で
あった

ｃ：取り組みは不十分であっ
た

（なお、本指標の評価に当た
っては 中期計画に定める 業、 「
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務運営の効率化による経費の
抑制」の評価結果に十分配慮
するものとする ）。

○法人運営における資金の配
分状況

Ａ

小項目の総数 ：１
評価ａの小項目数：１×２点＝２点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

◇法人運営における資金の配 【事業報告書の記述】
分状況は、十分であった。 財務諸表等を参照のこと。なお、運営費交付
ａ：効果的な資金の配分は十 金等の節減に努め、年度末に集中した立入検査 ａ
分であった に要する経費に充当した。

ｂ：効果的な資金の配分はや
や不十分であった 【その他特記事項】

ｃ：効果的な資金の配分は不 年度計画に基づく予算の当初配分を行い、四
十分であった 半期毎に業務の執行状況把握し、必要な予算の

追加配布を実施した。

第４ 短期借入金の限度額 （短期借入金の予定額） ◎短期借入金の限度額

７億円 Ａ

中項目の総数 ：１
評価Ａの中項目数：１×２点＝２点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
法人からの自己評価をもとに、農林水産消

費技術センター評価基準に基づき評価を行っ
た結果、すべての中項目についてＡ評価とな

、 。ったことから 大項目の評価はＡ評価とする
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○法人の借入金について、借
入に至った理由及び使途、金
額及び金利、返済の見込み Ａ

小項目の総数 ：１
評価ａの小項目数：１×２点＝２点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

◇法人の短期借入金につい 【事業報告書の記述】
て、借入に至った理由及び使 短期借入金を借り入れる事態は生じなかっ
途、金額及び金利、返済の見 た。 ａ
込みに関しては適切であっ
た。
ａ：借入は行われなかった、
又は、短期借入金の借入に
至った理由等については適
切であった

ｂ：短期借入金の借入に至っ
た理由等についてはやや不
適切であった

ｃ：短期借入金の借入に至っ
た理由等については不適切
であった

第５ 剰余金の使途 （剰余金の使途） ◎剰余金の使途

剰余金が生じた場合
には、消費者のニーズ
に対応できるような検
査分析機器の購入等の
経費に充当する。 中項目の総数 ：０

評価Ａの中項目数：０×２点
評価Ｂの中項目数：０×１点
評価Ｃの中項目数：０×０点

合 計

剰余金は、平成１４年度以降、中期計画に
定めた使途に充てることとなるため、評価の
対象外。
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○剰余金の使途について、中
期計画に定めた使途に当てた
結果、当該事業年度に得られ
た成果

剰余金は、平成１４年度以降、中期計画に
定めた使途に充てることとなるため、評価の
対象外。

◇剰余金の使途について、中
期計画に定めた使途に充てた
結果、当該事業年度に得られ
た成果は、十分であった。
ａ：得られた成果は十分であ
った

ｂ：得られた成果はやや不十
分であった

ｃ：得られた成果は不十分で
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
をおこなう ）。

第５ その他業務運営に関 第６ その他主務省令で定 その他業務運営に関する ◎その他主務省令で定める業
する重要事項 める業務運営に関する 事項 務運営に関する事項

事項 Ａ

中項目の総数 ：２
評価Ａの中項目数：２×２点＝４点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
法人からの自己評価をもとに、農林水産消

費技術センター評価基準に基づき評価を行っ
た結果、すべての中項目についてＡ評価とな
ったことから、大項目の評価はＡとする。
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１ 施設及び設備に関する ○施設及び設備に関する計画
計画

Ａ

小項目の総数 ：１
評価ａの小項目数：１×２点＝２点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

業務の適切かつ効率的 ☆ 本部の検査設備拡充の ◇中期計画に定められている 【事業報告書の記述】
な実施の確保のため、業 ための整備工事を行うも 施設及び設備について、当該 本部の検査設備拡充の整備工事を行った。
務実施上の必要性及び既 のとする 〔ⅩⅣ-１〕 事業年度における改修・整備 名古屋センターのドラフトチャンバーの改修 ａ。
存の施設・設備の老朽化 ☆ 名古屋センターのドラ 前後の業務運営の改善の成果 工事を行った。
等に伴う施設及び設備の フトチャンバーの改修工 は十分であった。 神戸センターの検査室の整備工事を行った。
整備・改修等を計画的に 事を行うものとする。 ａ：改善の成果は十分であっ
行う。 〔ⅩⅣ-２〕 た
〔略〕 ☆ 神戸センターの検査室 ｂ：改善の成果はやや不十分

の整備工事を行うものと であった
する 〔ⅩⅣ-３〕 ｃ：改善の成果は不十分であ。

った

２ 職員の人事に関する計 ○職員の人事に関する計画
画 （人員及び人件費の効率化に

関する目標を含む） Ａ

小項目の総数 ：19
評価ａの小項目数：19×２点＝38点
評価ｂの小項目数：０×１点＝０点
評価ｃの小項目数：０×０点＝０点

合 計 38点
(38／38＝100％)

(1) 方針
ア 生糸の格付業務につい ☆ 職場研修等を実施し、 ◇生糸の格付業務について 【事業報告書の記述】
ては、退職者の不補充や 配置転換要員の確保に努 は、退職者不補充とした。 生糸の生産量、格付件数等並びに他部門の業 ａ
有機農産物等の検査業務 めるものとする。 ａ：不補充とした 務量の推移及び今後の予測等に基づき、生糸格
等ＪＡＳ法改正による新 〔ⅩⅤ-１〕 ｃ：補充した 付業務職員の配置転換計画を作成した。
規・拡充業務等への職員
の計画的な配置転換を行 【その他特記事項】
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う。 平成13年度の退職者2名について補充しなか
った。

◇生糸の格付業務の職員の配
置転換計画を作成し、必要に
応じ見直し、変更を行った。 ａ
ａ：計画を作成し、又は必要
な変更を行った

ｃ：計画を作成せず、又は必
要な変更を行わなかった

◇配置転換計画に基づき職員 配置転換計画では、平成13度において他部門
の配置転換を行った。 への配置転換計画がなく、また実績もないこと
ａ：計画に基づき配置転換を から、評価の対象としない。
行い、又は配置転換の必要
性がなかったので行わなか
った

ｃ：計画に基づく配置転換を
行わなかった

イ 外国林産物の格付業務 ◇平成１４年度に各部門の業
については、平成１４年 務量を勘案して人員の配置を
度の廃止に伴い人員の適 行った。
正配置を図る。 ａ：業務量を勘案し人員の配

置を行った
ｂ：業務量を勘案せず人員の
配置を行った

ｃ：人員の配置を行わなかっ
た

（平成１４年度限りの評価指
標）

(2) 人員に関する指標 ☆ 常勤職員の数を１％ ５ ◇常勤職員の数を平成１３年 【事業報告書の記述】（
期末の常勤職員数を合 人）削減し、４８０人か 度当初を基準として１％（５ 常勤職員の数を1％(5人)削減した。

理化減を図ることにより ら４７５人に縮減する。 人）程度削減した。 ａ
期初の９５％とする。 〔Ⅹ-２〕 ａ：計画値の達成度合は９０ 【その他特記事項】

％以上であった 達成度合100％
ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

(1) 業務内容の高度化及び (3) 人材の確保・育成
専門化に対応するととも ア 人材の育成
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に分析技術及び分析能力 別に定める職員技術研
の維持向上を図るため、 修計画に基づき、以下の

。内部研修及び外部の高度 研修を計画的に実施する
な分析技術を有する分析 (ｱ) 職員の検査分析技術、 ★ 研修 ◇専門的知識を有する職員及 【事業報告書の記述】
機関や試験研究機関等へ 分析能力及び品質管理技 別紙９により実施するも び試験研究機関の研究者等の 職員の検査分析技術、分析能力及び品質管理
の職員の派遣研修、人事 術等の維持向上を図るた のとする 〔Ⅸ〕 学識経験者を講師とした分析 技術等の維持向上を図るため、以下の研修を実。
交流等を行う。 め、専門的知識を有する ・新規採用者導入研修 技術に関する研修を１０回以 施した。 ａ
○ 分析技術の内部研修の 職員及び試験研究機関の ・技術系職員基礎研修 上行った。 ・新規採用者導入研修計6回、延べ12人。
開催回数：各事業年度 研究者等の学識経験者を ・品質管理等研修 ａ：計画値の達成度合は100 ・技術系職員基礎研修計1回、延べ10人。
１０回以上 講師とした分析技術に関 ％以上であった ・専門技術研修計5回、延べ59人。

する研修を各事業年度に ・機器操作技能研修 ｂ：計画値の達成度合は７０ ・機器操作技能研修計39回、延べ217人。
１０回以上開催する。 ・技術能力向上研修 ％以上100％未満であった ・技術能力向上研修計13回、延べ48人。

・その他の研修 ｃ：計画値の達成度合は７０ ・その他の研修計45回、延べ668人。
％未満であった

【その他特記事項】
専門技術研修のうち分析技術に関する研修2

回、機器操作技能研修39回及び技術能力向上研
修のうち分析技術に関する研修6回、計47回実
施した。
達成度合470％

○ 外部機関への派遣研修 (ｲ) 外部の高度な検査分析 ・分析技術研修 ◇先進的な分析技術を有する 【事業報告書の記述】
の開催回数：各事業年度 技術の導入を図るため、 ・品質管理技術等研修 試験研究機関及び高度な分析 外部の高度な検査分析技術の導入を図るた
１０回以上 先進的な分析技術を有す 技術を有する検査機関等への め、独立行政法人食品総合研究所へ2名、独立 ａ

る試験研究機関及び高度 中長期の職員派遣研修を１０ 行政法人水産総合研究センターへ1名及び環境
な分析技術を有する検査 回以上行った。 省環境研修センターへ1名を2週間程度派遣し
機関等への中長期の職員 ａ：計画値の達成度合は100 た。また、独立行政法人食品総合研究所へ6名
派遣研修を各事業年度に ％以上であった を併任させた。
１０回以上開催するとと ｂ：計画値の達成度合は７０
もに、業務上密接な関係 ％以上100％未満であった 【その他特記事項】
を有する独立行政法人食 ｃ：計画値の達成度合は７０ 達成度合100％
品総合研究所等との人事 ％未満であった
交流を行う。

◇独立行政法人食品総合研究
所等との人事交流を行った。
ａ：人事交流を行った ａ
ｃ：人事交流を行わなかった

(ｳ) 放射線取扱主任者、Ｉ ・放射線取扱主任者 ◇ 年度計画に基づいて放射 【事業報告書の記述】
ＳＯ９０００の審査員補 線取扱主任者を養成するた 業務運営上必要な資格を有する職員を養成す、
労働安全衛生法に係る作 め、研修会の開催及び研修会 るため、以下の研修会に職員を派遣又は研修会 ａ
業環境測定士等業務運営 へ職員を派遣した。 を開催した
上必要な資格を有する職 ａ：研修会の開催及び研修会 ・放射線取扱主任者講習会1名
員を養成するため、研修 へ派遣した ・作業環境測定士指定講習8名
会の開催及び外部機関が ｃ：養成する必要があった ・ＩＳＯ9000内部監査員講習会2名



- 61 -

主催する研修会への派遣 が、研修会の開催及び研修 ・ＩＳＯ9000審査員養成コース2名
を行う。 会へ派遣しなかった ・審査員内部研修を3回60名実施した。

・ＩＳＯ９０００審査員補 ◇年度計画に基づいてＩＳＯ
取得研修 ９０００の審査員補を養成す

るため、研修会の開催及び研 ａ
修会へ職員を派遣した。
ａ：研修会の開催及び研修会
へ派遣した

ｃ：養成する必要があった
が、研修会の開催及び研修
会へ派遣しなかった

・作業環境測定士取得研修 ◇年度計画に基づいて作業環
境測定士を要請するため、研
修会の開催及び研修会へ職員 ａ
を派遣した。
ａ：研修会へ派遣しなかった
ｃ：養成する必要があった
が、研修会へ派遣しなかっ
た

(ｴ) 新規・拡充業務に適切 ・生糸格付業務担当職員研 ◇生糸格付業務担当職員を消 【事業報告書の記述】
に対応するため、生糸格 修 費者対応業務、ＪＡＳ関係業 新規・拡充業務に適切に対応するため、生糸
付業務担当職員を対象に 務等に活用するための研修計 格付業務担当職員研修を2回24名実施した。 ａ、
消費者対応業務、ＪＡＳ 画を作成し、研修を行った。
関係業務等に関する研修 ａ：研修計画を作成し、研修
を計画的に実施する。 を行った

ｃ：研修を行わなかった

(2) 農林水産行政との連携 イ 農林水産行政と連携し ☆ 人事交流は、総合食料 ◇行政部局との人事交流を計 【事業報告書の記述】
を図るため、行政部局と た業務運営の推進 局を中心とする農林水産 画的に実施した。 農林水産行政と連携した業務運営を推進する
の円滑な人事交流を図る 農林水産行政と連携し 本省及び地方農政局等と ａ：人事交流を実施した ため、農林水産省総合食料局を中心とした行政 ａ
とともに、センター職員 た業務運営を推進するた 積極的に行い、業務の活 ｃ：人事交流を実施しなかっ 部局との人事交流を実施した。
の採用に当たっては、広 め、センターの業務と密 性化・円滑化に資するも た また、行政部局が開催する行政研修等に参加
く我が国の行政にも従事 接な関連を有する総合食 のとする。 した。
できる人材の確保に留意 料局を中心とした行政部 〔ⅩⅤ-３〕
する。 局との人事交流を計画的 ◇行政部局が開催する行政研

に実施するとともに、行 修等に参加した。
政部局が開催する行政研 ａ：研修等に参加した ａ
修等に積極的に参加する ｃ：研修等に参加しなかった。

ウ 職員の採用 ☆ 業務を適正に実施する 化学、農学等及び行政の試 【事業報告書の記述】
職員の採用に当たって ため、必要な人員を確保 験区分の国家公務員試験合格 化学、農学等の試験区分の国家公務員試験合

は、センターの業務を遂 するものとする。 者を中心として採用した。 格者を採用し、必要な人員を確保した。 ａ
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行する上で必要とされる 〔ⅩⅤ-４〕 ａ：国家公務員試験合格者を
分析の基礎的能力、農林 中心として採用した
水産物や食品の製造等の ｃ：国家公務員試験合格者を
専門的知識等を有する化 採用しなかった
学、農学等及び行政の試
験区分の国家公務員試験
合格者を中心として採用
する。

エ 検査分析能力等の向上 ★ センターの所掌する業 ◇ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５ 【事業報告書の記述】
検査分析等における検 務の基盤である分析の精 の要求事項を満たす品質マニ ＩＳＯ／ＩＥＣ17025の考え方を導入した検
査分析能力及び検査分析 度を維持向上させるため ュアル（１次文書 、手順書 査分析業務執行マニュアルの1次文書である試 ａ、 ）
精度の向上のため、検査 理化学検査項目のクロス ２次文書 及び作業標準 ３ 験業務品質マニュアルを制定し、その下位文書（ ） （
分析の実施体制に適正試 チェック、分析技術に関 次文書 （以下「品質マニュ である2次文書、3次文書を作成した。）
験所規範（ＧＬＰ）及び する研修、検査分析機器 アル等」という ）を作成す 「毒劇物危害防止管理規程及び危険物管理規。
検査分析機関としての国 の保守管理等を行うこと るとともに、定期的な見直し 程」を整備し、試薬類の使用状況に関する定期
際標準であるＩＳＯ／Ｉ により、検査分析に関し を行い、必要に応じて改訂し 点検を実施した。
ＥＣ１７０２５の考え方 総合的な精度管理の改善 た。
を導入する。 向上を図り、ＧＬＰ体制 ａ：品質マニュアル等を作成

、 、の基礎を構築するものと し 又は必要な改訂を行い
する 〔Ⅹ-２〕 若しくは見直しの結果、改。

訂の必要性がなかった
ｃ：品質マニュアル等を作成
せず、又は必要な改訂を行
わなかった

オ 検査分析業務執行マニ ☆ 検査分析能力の向上の ◇分析機器に係る業務執行マ
ュアルの作成 ため、各種管理規程を文 ニュアルを作成するととも
施設・機器類管理マニ 書化し、検査分析業務関 に、定期的な見直しを行い、 ａ

ュアル、毒劇物管理規程 係を管理するための業務 必要に応じて改訂した。
及び危険物管理規程等に 執行マニュアルを整備す ａ：マニュアルを作成し、又
基づいて、分析機器及び るものとする 〔Ⅹ-１〕 は必要な改訂を行い、若し。
試薬等の維持管理及び記 くは見直しの結果、改訂の
録等に係る業務執行マニ 必要性がなかった
ュアルを作成する。 ｃ：マニュアルを作成せず、

又は必要な改訂を行わなか
った

◇試薬等に係る業務執行マニ
ュアルを作成するとともに、
定期的な見直しを行い、必要 ａ
に応じて改訂した。
ａ：マニュアルを作成し、又
は必要な改訂を行い、若し
くは見直しの結果、改訂の
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必要性がなかった
ｃ：マニュアルを作成せず、
又は必要な改訂を行わなか
った

◇記録等に係る業務執行マニ
ュアルを作成するとともに、
定期的な見直しを行い、必要 ａ
に応じて改訂した。
ａ：マニュアルを作成し、又
は必要な改訂を行い、若し
くは見直しの結果、改訂の
必要性がなかった

ｃ：マニュアルを作成せず、
又は必要な改訂を行わなか
った

(3) 職員の技術力の向上を
図るため、検査機関とし
ての国際標準の導入、分
析業務における精度管理
の実施等を行う。
○ 実験室間精度管理の実 ★ センターの所掌する業 【事業報告書の記述】
施回数：各事業年度５回 カ 精度管理の実施 務の基盤である分析の精 ◇実験室間精度管理を５回以 外部精度管理を3回、センター間精度管理を5
以上 分析精度の確認のため 度を維持向上させるため 上実施した。 回実施した。外部精度管理のうち、Ｃｏｄｅｘ ａ、 、

実験室間精度管理を各事 理化学検査項目のクロス ａ：計画値の達成度合は100 に関連したカドミウムの分析については、ＦＡ
業年度に５回以上実施し チェック、分析技術に関 ％以上であった ＰＡＳ（英国中央科学研究所が主催する食品分、
その結果に基づき必要な する研修、検査分析機器 ｂ：計画値の達成度合は７０ 析技術評価システム）に参加した。
措置を講じる。 の保守管理等を行うこと ％以上100％未満であった

により、検査分析に関し ｃ：計画値の達成度合は７０ 【その他特記事項】
総合的な精度管理の改善 ％未満であった 達成度合160％
向上を図り、ＧＬＰ体制
の基礎を構築するものと
する。 ◇実験室間精度管理の結果に 実験室間精度管理の結果に基づき、3点につ
また、各地域センター 基づき必要な是正措置等を講 いて是正措置を講じた。

間の統一的なクロスチェ じた。 ａ
ックを分野別に５回以上 ａ：必要な措置を講じた
行う 〔Ⅹ-２〕 ｃ：必要な措置を講じなかっ。

た事例があった
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［総合評価］

特 記 事 項 評 価

１．当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等 中項目の総数 ：15
① 法人からの自己評価をもとに、農林水産消費技術センター評価基準に基づき評価を行った結果、一部の中項目にＢ 評価Ａの中項目数：14×２点＝28点
評価はあったものの、総じて高い評価であることから、総合評価はＡ評価とする。 評価Ｂの中項目数：１×１点＝１点
② 食肉の産地虚偽表示の多発やＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題の発生などの予期せぬ社会情勢の変動に即応して、農林 評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点 Ａ
水産大臣からの指示による立入検査やＢＳＥ関連などの緊急業務を優先して行ったため、予定していた業務量を減ら 合 計 29点
さざるを得なかった業務があったが、これらの業務の評価項目については、本年度の業務実態を表すために指標に基 (29／30＝97％)
づく評価とし、評価結果に修正は加えないこととした。また、その経緯等については、総合評価の中で記載すること
とした。

２．ｓ評価となった項目について
調査研究において、遺伝子組換え大豆やとうもろこしの定量分析技術を開発し、日本食品衛生学会奨励賞を受賞す

るなど、特に優れた成果が得られている。

３．ｂ、ｃ評価となった項目について
① 「品質表示基準の遵守状況の確認のための検査を効率的に行うため前年度の検査において不適合率が高い品目等に
ついて重点的に行うこと」について
平成13年度に原料原産地表示に係る品質表示基準の改正が見込まれた品目については、重点的な調査を平成14年度

に繰り越したことなどにより計画が達成できなかった。
今後は、平成13年度の品質表示基準の検査結果を踏まえて、検査業務の重点化を図ることが必要である。

② 「生鮮食品の原産地表示等の調査」について
達成率は96％であったが、社会的に大きな問題となった原産地虚偽表示等に係る立入検査への対応、ＢＳＥ問題へ

の対応等の緊急性及び重要性の高い業務に優先的に要員及び資金を投入したため、本調査に係る業務量を減らさざる
を得なかったことは、やむを得ないと考える。
③ 「登録認定機関の登録等のための申請書類受領後30日以内に総合食料局長あてへ調査結果を回答すること」につい
て
年間を通じての達成率は48％であり、30日を超えて報告したものについては、進行管理が適切に実施できていなか

ったことが原因である。平成13年10月に事務処理マニュアルを作成し、適切な進行管理を行う体制を整備した結果、
それ以降すべて30日以内に報告していることから、次年度以降においても、調査結果を30日以内に報告できるものと
考える。
④ 「農林水産大臣からの指示による立入検査結果の報告期間を検査実施後３日以内にすること」について

達成率が22％であったが、原産地虚偽表示問題に係る立入検査件数が例年に比べて著しく多く、また、規模も大き
かったため、当初、立入検査要員の確保が困難であったことから、収集した資料の集計、整理に時間を要したことな
どにより報告期間が３日を超えたことについては、やむを得ないと考える。
今後は、立入検査要員の増員、立入検査マニュアルの見直し、検査実施センター間の連絡体制の整備等により、検

査及び報告の迅速化に努めることが必要である。


