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独立行政法人種苗管理センター平成１４年度業務実績評価シート

［中期目標・中期計画の各項目ごとの評価］ （大項目◎、中項目○、小項目◇）

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価方法等 評価事業報告書及び特記事項

第２ 業務運営の効率化に 第１ 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 Ａ

関する事項 関する目標を達成するため 関する目標を達成するため 指標＝各中項目の評価点数の

とるべき措置 とるべき措置 合計

各中項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：６点以上

Ｂ：０点～５点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

１ 農林水産植物の品種登 １ 農林水産植物の品種登 １ 農林水産植物の品種登 ○栽培試験の効率化 【事業報告書の記述】 Ａ

録に係る栽培試験 録に係る栽培試験 録に係る栽培試験 指標＝各小項目の評価点数の ○平成14年度栽培試験業務実施状況

合計 (第１－1表参照：２頁)

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：３点以上

Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮
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する。

第１-1表 栽培試験業務実施状況（括弧内は13年度の実績）

栽培試験実施点数 394点(414点)

うち特殊検定 37点(36点)

栽培・特性調査マニュアル作成件数 3種類(3種類)

特殊検定マニュアル作成件数 4項目(5項目)

登録出願品種保管点数 3,096品種(2,943品種)

登録審査用品種保存点数 2,792品種(2,405品種)

種類別審査基準（案）作成件数 14種類(9種類)

(1)栽培試験対象植物につ (1)栽培試験対象植物の集 (1)栽培試験対象植物の集 ◇栽培試験対象植物について 【事業報告書の記述】 Ａ

いて、農場の立地条件、植 約化 約化 の農場ごとの担当植物の集 ○農場長会議において植物の種類毎

物の適地性等を勘案し、栽 植物の種類ごとに、適し 植物の種類ごとに、適し 約化 の農場の専門化及び対象植物の集約

培試験実施農場ごとの担当 ている気象・土壌条件、栽 ている気象・土壌条件、栽 Ａ：順調に進んでいる 化について検討を行い、平成17年度

植物の集約化を図る。 培技術の蓄積状況等の観点 培技術の蓄積状況等の観点 Ｂ：概ね順調に進んでいる を目標に、実施場所数を現在の９箇

から実施農場を専門化し、 から実施農場を専門化し、 Ｃ：不十分 所から６箇所程度としていくことと

栽培試験対象植物について 栽培試験対象植物について 本項目については、各年 し、以下の集約化計画を取りまとめ

集約化を図る。 集約化を図ることとしてお 度の年度計画において定 た。

り、14年度は、前年度の検 められている具体的目標 ・本所：特殊検定、新規植物及び直

討を踏まえ、「栽培試験対 等に照らし、達成度の評 接品種特性審査官の技術指導を要

象植物の集約化計画」を作 価を行うものとする。 する困難な試験を担当する。

成する。 ・西日本：栽培試験の拠点農場とし

て拡充する。

・中央、八岳、金谷、雲仙、知覧に

おいては専門植物に対して継続す

る。

(2)栽培試験の実施に当た (2)栽培試験の合理的な実 (2)栽培試験の合理的な実 ◇対照品種の選定、ほ場の選 【事業報告書の記述】 Ａ

って、対照品種の選定、ほ 施 施 択等を的確かつ迅速に行う ○対照品種の選定を可能にするため

場の選択等を的確かつ迅速 既存の栽培試験成績等の 既存の栽培試験成績等の ことによる栽培試験の合理 に、品種特性のグループ分けによる
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に行うことにより、一層の データベースの構築により データベースの構築により 化 品種検索システムを開発した。

合理化を図る。 、対照品種の選定、出願品 、対照品種の選定、出願品 Ａ：順調に進んでいる ○品種特性の類似度を数値化し最適

種に適したほ場の選択等を 種に適したほ場の選択等を Ｂ：概ね順調に進んでいる な対照品種を抽出するプログラム（

的確かつ迅速に行い、栽培 的確かつ迅速に行い、栽培 Ｃ：不十分 対照品種選定プログラム）の開発を

試験の一層の合理的な実施 試験の一層の合理的な実施 本項目については、各年 行った。

を図る。 を図ることとしており、14 度の年度計画において定 ○栽培試験ほ場の、ほ場管理情報デ

年度は、前年度に引き続き められている具体的目標 ータベースの基本的なテーブル及び

、栽培試験実施品種及び保 等に照らし、達成度の評 フォームを作成した。

存品種に係る情報、種苗の 価を行うものとする。 （第１－2表参照）

入手先情報等を入力する。

また、対照品種選定プログ

ラムの詳細設計を検討する 第１-2表 データベース情報入力実績（括弧内は13年度実績）

とともに、ほ場管理情報デ 平成14年度 (平成13年度) 累計

ータベースの基本テーブル 品種情報 1,591品種 (2,381品種) 19,972品種

、フォームを作成する。 保存品種情報 1,313品種 (505品種) 3,018品種

栽培試験情報 64件 (174件) 1,098件

品種特性情報 983件 (753件) 6,736件

種苗の入手先情報 4,639件 ( － ) 4,639件

定型情報データ 4,686品種 ( － ) 4,686品種

画像情報 2,727品種 ( － ) 2,727品種

【その他特記事項】

○これらデータの一般への公開につ

いても検討を進めるべきである。

(3)栽培試験結果の取りま (3)栽培試験結果の報告の (3)栽培試験結果の報告の ◇栽培試験結果の報告の迅速 【事業報告書の記述】 Ａ

とめを効率的に行うことに 迅速化 迅速化 化 ○栽培試験担当者会議において調査

より、報告の迅速化を図る 調査野帳記録等の電子化 調査野帳記録等の電子化 Ａ：順調に進んでいる 野帳記録等の電子化について検討を

。 、様式の定型化、データ送 、様式の定型化、データ送 Ｂ：概ね順調に進んでいる 行い、各実施場所が有する種類別の

付のオンライン化等により 付のオンライン化等により Ｃ：不十分 野帳ファイル様式を一覧表に整理し

、報告書作成の迅速化を図 、報告書作成の迅速化を図 本項目については、各年 、これらを共有できるようにした。

る。 ることとしており、14年度 度の年度計画において定 今後の推進方法は、種類別に標準

は、調査野帳記録等の電子 められている具体的目標 の野帳ファイル様式を定めて、電子

化を推進するとともに、デ 等に照らし、達成度の評 化を図ることとし、数種の野帳ファ

ータ送付等のオンライン化 価を行うものとする。 イルをモデルとして様式を標準化し

の検討を行う。 た場合の問題点及び備えるべき機能

を整理した。

○インターネットを介して調査野帳

ファイル等のファイルを転送するた
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めのソフトウェアの検討を行った結

果、操作性、セキュリティ等の面か

ら、Ａ社のシステムを利用したオン

ラインシステムを構築することとし

た。

(4)先進的な技術・知識等 (4)栽培試験担当者の業務 (4)栽培試験担当者の業務 ◇栽培試験担当者の業務運営 【事業報告書の記述】 Ａ

の導入に努めつつ、栽培試 運営能力の向上 運営能力の向上 能力の向上 ○栽培試験担当者会議において、栽

験担当者の業務運営能力の 栽培試験担当者による試 栽培試験担当者による試 Ａ：順調に進んでいる 培試験一般マニュアルの内容につい

向上を図る。 験実施上の問題点等の早期 験実施上の問題点等の早期 Ｂ：概ね順調に進んでいる て検討し、案を作成した。また、新

解決のための検討を行うと 解決のための検討を行うと Ｃ：不十分 規に栽培試験を行うための収集実地

ともに、専門技術研修等の ともに、専門技術研修等の 本項目については、各年 調査を12件、専門家への意見聴取を

実施、栽培地の調査、専門 実施、栽培地の調査、専門 度の年度計画において定 ８件実施した。ペチュニア、シクラ

家等の意見の聴取、栽培・ 家等の意見の聴取、栽培・ められている具体的目標 メンについて作物種類別の専門技術

特性調査マニュアルの作成 特性調査マニュアルの作成 等に照らし、達成度の評 研修を実施し、当該種類への理解を

等を行うことにより、栽培 等を行うことにより、栽培 価を行うものとする。 深め、栽培試験一般マニュアル作成

試験担当者の業務運営能力 試験担当者の業務運営能力 に向け整理を行った。以上の流れの

の向上を図る。 の向上を図ることとしてお 中で栽培・特性調査マニュアル３種

り、14年度は、栽培試験担 類、特殊検定マニュアル４項目の作

当者会議を開催するととも 成を行い、業務運営能力の向上に努

に、栽培地の調査、専門家 めた。

等の意見の聴取、作物種類

別の専門技術研修の開催及

び栽培・特性調査マニュア

ルの作成等により、業務運

営能力の向上を図る。

２ 農作物（飼料作物を除 ２ 農作物（飼料作物を除 ２ 農作物（飼料作物を除 【事業報告書の記述】

く。）の種苗の検査 く。）の種苗の検査 く。）の種苗の検査 ○平成14年度種苗検査業務実施状況

第１－3表 種苗検査業務実施状況

実施年度 平成14年度 (平成13年度)

集取点数 1,755点(秋種) (1,695点(秋種))

1,861点(春種) (2,001点(春種))

指定種苗 発芽率検査 1,755点(秋種) (1,695点(秋種))

2,001点(春種) (2,036点(春種))

制度に係 純度検査 120点 (141点)

純潔種子率 1,630点(秋種) (1,597点(秋種))

る検査 検査 1,816点(春種) (1,890点(春種))

病害検査 74点(秋種) ( 79点(秋種))
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86点(春種) －

依頼検査 国内種子検査 679点 (710点)

国際種子検査 247点 (230点)

災害対策用

保管種子検査 158点 272点

ECナショナルカタログ

へ品種登録した種子の 30品種 ( 30品種)

事後検定

先進的な技術・知識等の ○ 種苗検査担当者の業務 ○ 種苗検査担当者の業務 ○ 種苗検査担当者の業務運 【事業報告書の記述】 Ａ

導入に努めつつ、種苗検査 運営能力の向上 運営能力の向上 営能力の向上 ○種苗検査担当者会議を開催し、下

担当者の業務運営能力の向 種苗検査担当者による試 種苗検査担当者による試 Ａ：順調に進んでいる 記について検討を行った。

上を図る。 料抽出技術の向上、病害検 料抽出技術の向上、病害検 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・試料抽出に関してのチェックシス

査技術確立のための検討等 査技術確立のための検討等 Ｃ：不十分 テム等の検討後、試料抽出講習(I

を行うとともに、専門技術 を行うとともに、専門技術 本項目については、各年 STA規程改定における試料抽出法

研修等を実施することによ 研修等を実施することによ 度の年度計画において定 の改正点等)の実施。

り、種苗検査担当者の業務 り、種苗検査担当者の業務 められている具体的目標 ・種子伝染性病害検査について、各

運営能力の向上を図る。 運営能力の向上を図ること 等に照らし、達成度の評 場で行われた調査研究の成果発表

としており、14年度は、種 価を行うものとする。 を実施。

苗検査担当者会議により、 ・キャベツ黒腐病の年度内検査開始

試料抽出技術の講習、病害 等今後の実施計画の承認。

検査技術調査の結果及び次 ・依頼検査の種子伝染性病害検査に

年度調査計画案の検討を行 対するニーズの把握、調査研究の

うとともに、専門技術研修 今後の進め方等。

により発芽検査、純潔種子

検査等の種苗検査能力の向

上を図る。

３ ばれいしょ、茶樹及び ３ ばれいしょ、茶樹及び ３ ばれいしょ、茶樹及び ○種苗生産の効率化 【事業報告書の記述】 Ａ

さとうきびの増殖に必要な さとうきびの増殖に必要な さとうきびの増殖に必要な 指標＝各小項目の評価点数の ○平成14年度種苗生産業務実施状況

種苗の生産及び配布 種苗の生産及び配布 種苗の生産及び配布 合計 (平成14年度計画項目、第２－３－

各小項目の評価点数の区 (1)第２－5表参照：32～33頁)

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：７点以上

Ｂ：０～６点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等
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の特筆すべき事項も考慮

する。

(1)食料・農業・農村基本 (1)効率的な原原種等の生 (1)効率的な原原種等の生 ◇ばれいしょ原原種生産量当 【事業報告書の記述】 Ｂ

計画に即し、都道府県の需 産 産 たりの労働時間及びコスト ○労働時間及びコストを把握する材

要に対応した供給を前提に 食料・農業・農村基本計 食料・農業・農村基本計 の把握によるその低減 料として増殖段階別・項目別に生産

、品質・生産力の向上、省 画に即し、都道府県の需要 画に即し、都道府県の需要 Ａ：順調に進んでいる 費調査を実施した。このデータを今

力化及びコストの低減を図 に対応した原原種等の生産 に対応した原原種等の生産 Ｂ：概ね順調に進んでいる 後の年次変動とあわせ、経費を多く

り、効率的な原原種等の生 配布を行う。 配布を行うとともに、原原 Ｃ：不十分 要している段階・項目を把握し、そ

産を行う。 原原種等の生産に当たっ 種等の生産に当たっては、 の低減について検討を進める。

ては、生産品種数の増加、 生産品種数の増加、無病性 （第１－4表参照）

無病性及び品質の維持向上 及び品質の維持向上等の要

等の要望等に対応しつつ、 望等に対応しつつ、生産量 ◇茶原種生産量当たりの労働 Ｂ

生産量当たりの労働時間及 当たりの労働時間及びコス 時間及びコストの把握によ

びコストを把握し、その低 トを把握し、その低減を図 るその低減

減を図るとともに、以下の ることとしており、14年度 Ａ：順調に進んでいる

対策を講じ、効率的な原原 は、前年度に引き続き労働 Ｂ：概ね順調に進んでいる

種等の生産を図る。 時間及びコストの的確な把 Ｃ：不十分

握に努めるとともにその分

析方法の検討を行う。また ◇さとうきび原原種生産量当 Ｂ

、以下の対策を講じ、効率 たりの労働時間及びコスト

的な原原種等の生産を図る の把握によるその低減

こととしている。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分

上記３項目については、

各年度における取り組み

状況を勘案し、達成度の

評価を行うものとする。

第１－4表 原原種生産に要するコスト

当該作物生産 当該作物生産

コスト試算 コスト試算 配布価格

（人件費を除く） （人件費を含む）

ばれい 2,566円／袋 14,868円／袋 1,570円／袋

しょ
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茶 72円／本 317円／袋 19円／本

さとう 14,829円／千本 61,234円／千本 1,427円／千本

きび

【その他特記事項】

コスト試算が出されたことは評価で

きるが、算出方法、算出項目等多方

面からの分析が必要である。

ア 原原種等の栽培、病害 ア 原原種等の栽培、病害 ◇原原種等生産配布技術指針 【事業報告書の記述】 Ａ

虫の検定・防除作業等を適 虫の検定・防除作業等を適 （仮称）等の作成による原 ○原原種等生産担当者会議において

正に実施するため、原原種 正に実施するため、原原種 原種等生産の合理化 担当部長及び関係者による検討を行

等生産配布技術指針（仮称 等生産配布技術指針（仮称 Ａ：順調に進んでいる い、新技術等に対応して「ばれいし

）等を作成し、原原種等生 ）等を作成し、原原種等生 Ｂ：概ね順調に進んでいる ょ原原種生産配布技術指針」、「茶

産の合理化を図る。 産の合理化を図ることとし Ｃ：不十分 原種生産配布技術指針」及び「さと

ており、14年度は、前年度 うきび原原種生産配布技術指針」の

に作成した原原種等生産配 改訂を行った。

布技術指針等について生産

現場に対し周知を図るとと

もに、新技術等に対応して

必要に応じ当該指針等の見

直しを行う。

イ 病害虫の侵入及び発生 イ 病害虫の侵入及び発生 ◇土壌改良の推進 【事業報告書の記述】 Ａ

の防止に留意しつつ、排水 の防止に留意しつつ、排水 Ａ：順調に進んでいる ○各農場のほ場の土壌分析は、胆振

改良、有機質の施用等によ 改良、有機質の施用等によ Ｂ：概ね順調に進んでいる 農場において上北農場以北の５農場

り土壌改良を図る。 り土壌改良を図ることとし Ｃ：不十分 (中央、胆振、後志、十勝、上北)分

ており、14年度は、前年度 の102点(各11項目)を行うとともに

に引き続き、土壌分析等に 嬬恋農場において当該農場以南の４

より土壌改良が必要なほ場 農場(嬬恋、八岳、雲仙、鹿児島)分

の特定・把握を行うととも の201点(各13項目)を行った。土壌

に、前年度の検討を踏まえ 分析、ほ場排水及び石礫の分布等に

土壌改良方針を策定し、土 ついて、当該データを視覚的に特定

壌改良を推進する。 ・把握できるようにほ場ごとに土壌

図の作成を昨年度に引き続き行なっ

た。

○担当者会議において、各農場の土

壌の現状と課題及びその対応策につ

いて検討を行い、土壌改良方針を策
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定するとともに、当該方針による各

農場毎の年次別の具体的な土壌改良

計画を策定した。

ウ 施設・機械等の更新・ ウ 施設・機械等の更新・ ◇施設・機械等の業務実施体 【事業報告書の記述】 Ａ

導入に当たっては、性能向 導入に当たっては、性能向 制に合わせた重点的配置、 ○原原種生産に必要な機械・機具等

上を図るとともに、業務実 上を図るとともに、業務実 保守管理の徹底による機械 の導入に当たっては、固定資産物品

施体制に合わせ重点的配置 施体制に合わせ重点的配置 器具費の低減 （購入予定価格50万円以上の物品）

を推進する。また、現有の を推進することとし、また Ａ：順調に進んでいる について、当該機械等機種選定委員

機械について保守管理の徹 、現有の機械について保守 Ｂ：概ね順調に進んでいる 会（25案件）を開催し、業務の効率

底による機械器具費の低減 管理の徹底による機械器具 Ｃ：不十分 化、作業の安全性確保等について検

を図る。 費の低減を図ることとして 討し、最適な機械・機種を選定した

おり、14年度は、前年度に 。

引き続き、機械等機種選定 ○農林水産省主催のトラクターエン

委員会等により最適な機械 ジン整備技術研修(１名)、農作業安

・機種を選定し、有用な更 全実践技術と指導法研修(７名)に参

新・導入を行うとともに、 加させた。また、各農場においても

機械整備等に関する講習に 農機具等の修理に欠かせない必要な

参加し、保守管理に関する 技能（アーク溶接、クレーン技能等

能力を向上させる。 ）の取得を計画的に進め、延べ112

名を講習に参加させることにより、

保守管理能力が向上した。

エ ばれいしょ原原種生産 エ ばれいしょ原原種生産 ◇ばれいしょ原原種生産にお 【事業報告書の記述】 Ａ

においては、生産品種数の においては、生産品種数の ける農場ごとの品種構成の ○13年度に作成された集約化案を農

増加を踏まえ、農場ごとの 増加を踏まえ、農場ごとの 見直しによる集約化 場長会議、担当者会議において検討

品種構成を見直し、大規模 品種構成を見直し、大規模 Ａ：順調に進んでいる 、確認し、17年度までの集約化計画

で少数の品種を生産する農 で少数の品種を生産する農 Ｂ：概ね順調に進んでいる を作成した。なお、品種ごとの危険

場と小規模で多数の品種を 場と小規模で多数の品種を Ｃ：不十分 率や備蓄数量及び備蓄の処分時期等

生産する農場とに集約化を 生産する農場とに集約化を ついて今後更に検討を行う必要があ

図る。 図ることとしており、14年 る。また、需要の変動などにも対応

度は、前年度の検討を踏ま し、毎年見直しを行う必要がある。

え、生産農場の地理的、気

象的条件及び実需者の要望

等を考慮した集約化計画の

。作成を行う

オ 茶原種生産においては オ 茶原種生産においては ◇茶原種生産における１年生 【事業報告書の記述】 Ａ

、現在、２年生苗を供給し 、現在、２年生苗を供給し 苗の生産配布技術の確立に ○１年生苗の試行的配布を１品種に

ているため植付け時の需要 ているため植付け時の需要 よる配布時のロスの減少 ついて行った。１年前の要望（2,46
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量と配布申請時の需要量が 量と配布申請時の需要量が Ａ：順調に進んでいる 0本）と配布申請量（2,500本）は概

異なる場合が多いことから 異なる場合が多いことから Ｂ：概ね順調に進んでいる ね同じ数字であり、それに対応して

、１年生苗の生産配布技術 、１年生苗の生産配布技術 Ｃ：不十分 配布することができた。

の確立を図り、配布時のロ の確立を図り、配布時のロ ○１年生苗の技術的な検討を引き続

スを減少させる。 スを減少させることとして き行い、下記の結果を得た。

おり、14年度は、前年度の ・時期、栽植密度等の育苗方法は２

検討を踏まえ、１年生苗の 年生苗と同様の方法で問題ない。

試行的な生産配布を行う ・振動型掘取機の活用は可能である。

が、乾燥を避けるため、選別・結

束作業は屋内で行うこと。

・遠方への配布の場合は乾燥防止措

置を講じ段ボール等による包装が

必要。

【その他特記事項】

○一年生苗の配布先からの品質等に

ついてのクレームはなかった。

カ さとうきび原原種生産 カ さとうきび原原種生産 ◇さとうきび原原種生産にお 【事業報告書の記述】 Ａ

においては、増殖体系の効 においては、増殖体系の効 ける組織培養苗又は側枝苗 ○側枝苗による種苗の生産力は慣行

率化を進めるため、組織培 率化を進めるため、組織培 の増殖技術の確立 茎節苗と比較し、大差がないことが

養苗又は側枝苗の増殖技術 養苗又は側枝苗の増殖技術 Ａ：順調に進んでいる 確認できた。

の確立を図る。 の確立を図ることとしてお Ｂ：概ね順調に進んでいる 側枝苗生産のための基礎的な技術

り、14年度は、前年度に引 Ｃ：不十分 は会得したものの更なる安定的かつ

き続き、側枝苗の効率的増 効率的側枝苗の生産及び活用のため

殖方法について検討を行う 上記６項目については、 には、品種毎の梢頭部カット時期、

とともに、原原種生産体系 各年度の年度計画におい 採苗時期、潅水方法等の条件を検討

への活用について検討を行 て定められている具体的 する必要がある。今後、さとうきび

う。 目標等に照らし、達成度 側枝苗の増殖体系への活用について

の評価を行うものとする。 、これまでの知見を基に実証的な試

験を実施し、実用化を目指す。

（2)先進的な技術・知識等 (2)原原種等生産担当者の (2)原原種等生産担当者の ◇原原種等生産担当者の業務 【事業報告書の記述】 Ａ

の導入に努めつつ、原原種 業務運営能力の向上 業務運営能力の向上 運営能力の向上 ○原原種等生産担当者会議において

等の生産担当者の業務運営 原原種等生産担当者によ 原原種等生産担当者によ Ａ：順調に進んでいる 以下について検討を行った。

能力の向上を図る。 る効率的かつ高品質な原原 る効率的かつ高品質な原原 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・的確な生産コスト把握と効率的な

種等の生産のための検討を 種等の生産のための検討を Ｃ：不十分 原原種生産

行うとともに、試験研究機 行うとともに、試験研究機 本項目については、各年 ・アンケート調査に対する改善計画

関、大学等との連携を通じ 関、大学等との連携を通じ 度の年度計画において定 の策定

た技術等の導入・開発、専 た技術等の導入・開発、専 められている具体的目標 ・土壌改善対策
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門技術研修等の実施等によ 門技術研修等の実施等によ 等に照らし、達成度の評 ・農機具などの適正な保有台数及び

り、原原種等生産担当者の り、原原種等生産担当者の 価を行うものとする。 修繕に要する経費

業務運営能力の向上を図る 業務運営能力の向上を図る ・生産配布技術指針の検証と見直し

。 こととしており、14年度は （ばれいしょ検討事項）

、原原種等生産担当者会議 ・ばれいしょ原原種生産集約化の推

により、原原種等生産改善 進

計画、土壌改良方針、ばれ ・ばれいしょ塊茎のいわゆる黒目（

いしょ原原種の農場別・品 茎頂部壊死・黒変。以下「黒目症

種別生産計画（集約化計画 状」という。）、ウイルス病等へ

）の実施体制等の検討を通 の対応

じ業務運営能力の向上を図 ・水耕栽培による種ばれいしょの増

る。 殖

・配布の迅速化（品種別配布数量決

定）

（さとうきび検討事項）

・新形態種苗等を活用した機械化生

産体系の検討

・気象災害等に対処できる生産対策

・品質調査における発芽率確認手法

の検討

（茶検討事項）

・茶原種配布形態

○ばれいしょ原原種検定技術検討会

を開催し黒あし病の検定技術等につ

いて検討を行い、検定手法の統一を

行うと同時に、黒目症状対策等につ

いても検討を行い、全農場一体とな

った改善のための調査を進めること

とした。

○遺伝子診断法の高度化、新品種の

早期無病化増殖のため、試験研究機

関と協力・分担し調査研究、情報交

換を行った。

○原原種等生産に係る担当係長を対

象として、原原種等に求められてい

る要望事項や業務実施に必要なデー

タ処理等について、外部講師による

講義を含む研修を行った。
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４ １～３の業務に係る技 ４ １～３の業務に係る技 ４ １～３の業務に係る技 ○調査研究の効率化 Ａ

術に関する調査及び研究 術に関する調査及び研究 術に関する調査及び研究 指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：３点以上

Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

(1)調査研究課題の選定に (1)調査研究課題の重点化 (1)調査研究課題の重点化 ◇調査研究課題の選定におけ 【その他特記事項】 Ａ

おいて、外部の有識者等の 調査研究課題の選定に当 調査研究課題の選定に当 る関連技術の開発方向、関 ○アンケート調査による顧客ニーズ

意見を反映させる仕組みを たっては、政策の展開方向 たっては、政策の展開方向 係者のニーズ、外部有識者 の把握により、種子伝染性病害検査

導入するとともに、政策の 、関連技術の開発方向、農 、関連技術の開発方向、農 の意見等の反映 やばれいしょの品質等についての課

展開方向や農業生産現場、 業者や種苗業者のニーズ等 業者や種苗業者のニーズ等 Ａ：順調に行っている 題を的確に実施するほか、行政的ニ

種苗業者等のニーズを考慮 を的確に把握するとともに を的確に把握するとともに Ｂ：概ね順調に行っている ーズについても施策の動向の把握に

して優先順位の高いものを 、外部有識者の意見を聴き 、外部有識者の意見を聴き Ｃ：不十分 努めている。

選定し、重点化を図る。 、独立行政法人種苗管理セ 、独立行政法人種苗管理セ

ンター（以下「センター」 ンター（以下「センター」 ◇業務の円滑な推進に資する 【事業報告書の記述】 Ａ

という。）の業務の円滑な という。）の業務の円滑な 技術の開発・実用化に向け ○「調査研究基本計画」に基づき調

推進に資する技術の開発・ 推進に資する技術の開発・ た課題の重点的な実施 査研究の拠点農場、センター本所、

実用化について課題ごとの 実用化について課題ごとの Ａ：順調に進んでいる 北海道中央農場、嬬恋農場、関西農

具体的な達成目標を定め、 具体的な達成目標を定め、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 場及び沖縄農場での調査研究業務を

重点的に取り組む。 重点的に取り組むこととし Ｃ：不十分 重点的に実施した。（平成14年度計

ており、14年度は、前年度 画項目第２ー４、第２－8表 14年度

に作成した「調査研究基本 上記２項目については、 調査研究業務実施状況参照：42頁）

計画」に基づき調査及び研 各年度の年度計画におい

究を効率的に実施する。 て定められている具体的

目標等に照らし、達成度

の評価を行うものとする。

(2)業務の実施に当たって (2)業務実施体制の整備 (2)業務実施体制の整備 ◇調査研究業務実施体制の拠 【事業報告書の記述】 Ａ

、効率的に調査及び研究の 農場が全国に展開してい 農場が全国に展開してい 点化 ○種苗管理センター内に設けた組織

業務が行えるよう体制の整 ることを活用し、それぞれ ることを活用し、それぞれ Ａ：順調に進んでいる 体制検討委員会において、効率的に

備を図る。 の自然立地条件を生かした の自然立地条件を生かした Ｂ：概ね順調に進んでいる 調査及び研究を行うため、拠点農場

課題を選定するとともに、 課題を選定するとともに、 Ｃ：不十分 での調査研究担当者の複数配置を検
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効率的に調査及び研究を行 効率的に調査及び研究を行 本項目については、各年 討した。

うため、調査研究業務の拠 うため、調査研究業務の拠 度の年度計画において定

点化を図る。 点化を図ることとしており められている具体的目標

、14年度は、前年度の検討 等に照らし、達成度の評

を踏まえ、拠点化計画の検 価を行うものとする。

討を行う。

(3)先進的な技術・知識等 (3)調査研究担当者の業務 (3)調査研究担当者の業務 ◇調査研究担当者の業務運営 【事業報告書の記述】 Ａ

の導入に努めつつ、調査研 運営能力の向上 運営能力の向上 能力の向上 ○平成15年３月19日に各農場の技術

究担当者の業務運営能力の 調査研究担当者による検 調査研究担当者による検 Ａ：順調に進んでいる 調査係長を参集し、調査研究担当者

向上を図る。 討会や先進的な技術及び知 討会や先進的な技術及び知 Ｂ：概ね順調に進んでいる 会議を開催した。会議において各農

識の導入に係る専門技術研 識の導入に係る専門技術研 Ｃ：不十分 場での各業務に関する技術開発の推

修等を実施することにより 修等を実施することにより 本項目については、各年 進方策等を検討するともに委託研究

、調査研究担当者の業務運 、調査研究担当者の業務運 度の年度計画において定 を中心にした調査研究成果の発表を

営能力の向上を図る。 営能力の向上を図ることと められている具体的目標 行った。

しており、１４年度は、調 等に照らし、達成度の評

査研究担当者会議（調査研 価を行うものとする。

究成果発表会を含む。）の

開催等を通じ、業務運営能

力の向上を図る。

５ １～４の業務に附帯す ５ １～４の業務に附帯す ５ １～４の業務に附帯す

る業務 る業務 る業務

国、種苗業者等からの要 ○ 附帯業務の重点化 ○ 附帯業務の重点化 ○附帯業務の重点的な実施 【事業報告書の記述】 Ａ

望の強い次の業務について 中期目標により指示された 中期目標により指示され Ａ：順調に行われている 附帯業務の質の向上への取り組み

、重点的に実施する。 附帯業務を重点的に実施す た附帯業務を重点的に実施 Ｂ：概ね順調に行われている (平成14年度計画項目、第２－５－

る。 することとしており、14年 Ｃ：不十分 (1)～(5)の附帯業務の質の向上の取

度に実施する具体的な業務 本項目については、各年 り組み参照：49～53頁)

項目は以下のとおりとする 度の年度計画において定

。 められている具体的目標

(1)種苗に係る情報の収集 ア 種苗に係る情報の収集 等に照らし、達成度の評

、整理及び提供並びに技術 、整理及び提供並びに技 価を行うものとする

指導 術指導 ※ Ｐ49「○附帯業務の質の

(2)国際会議への職員の出 イ 国際会議への職員の出 向上」において、サービス

席 席 等の向上に係る具体的内容

(3)諸外国への職員の派遣 ウ 諸外国への職員の派遣 について評価することとす

による技術指導 による技術指導 る。

(4)海外研修員の受入れ エ 海外研修員の受入れ
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(5)災害対策用種子の増殖 オ 災害対策用種子の増殖

及び保存 及び保存

６ 指定種苗の集取 ６ 指定種苗の集取 ６ 指定種苗の集取

先進的な技術・知識等の ○ 種苗検査担当者の業務 ○ 種苗検査担当者の業務 ○種苗検査担当者の業務運営 【事業報告書の記述】 Ａ

導入に努めつつ、種苗検査 運営能力の向上 運営能力の向上 能力の向上 ○種苗検査独自の情報ネットによる

担当者の業務運営能力の向 種苗検査担当者による種 種苗検査担当者による種 Ａ：順調に進んでいる 検査担当者間の伝言板において、指

上を図る。 苗関連情報の交換及び検査 苗関連情報の交換及び検査 Ｂ：概ね順調に進んでいる 定種苗をはじめ種苗検査全般につい

上の問題点の検討を行うと 上の問題点の検討を行うと Ｃ：不十分 て意見を交換した。

ともに、専門技術研修等を ともに、専門技術研修等を 本項目については、各年 14年度は関西農場の移転に伴い本

実施することにより、種苗 実施することにより、種苗 度の年度計画において定 所、関西農場、久留米分室の集取検

検査担当者の業務運営能力 検査担当者の業務運営能力 められている具体的目標 査の分担関係の見直しがあったため

の向上を図る。 の向上を図ることとしてお 等に照らし、達成度の評 、担当者間で情報交換を密にし、混

り、14年度は、種苗検査担 価を行うものとする。 乱なく確実に集取・検査を行った。

当場所間で種苗検査結果情

報、種苗業者関係情報の共

有化を試行するとともに、

専門技術研修により発芽検

査、純潔種子検査等の種苗

検査能力の向上を図る。

７ 農作物に関する技術上 ７ 農作物に関する技術上 ７ 農作物に関する技術上 ○遺伝資源業務の効率化 【事業報告書の記述】 Ｂ

の試験及び研究の素材とな の試験及び研究の素材とな の試験及び研究の素材とな 指標＝各小項目の評価点数の ○平成14年度遺伝資源業務実施状況

る植物の保存及び増殖 る植物の保存及び増殖 る植物の保存及び増殖 合計 (第１－5表参照：13～14頁)

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

第１－5表 遺伝資源業務実施状況（括弧内は13年度実績）
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計画 実績 達成率

栄養体保存 9,859点 9,851点 99.9％

点数 (9,655点) (9,635点) (99.8％)

種子増殖 612点 591点 96.6％

点数 (736点) (764点) (103.8％)

1次特性 23,482点 21,180点 90.2％

特 調査項目 (22,733点) (20,496点) (90.2％)

性 2次特性 1,160点 1,122点 96.7％

調 調査項目 (550点) (549点) (99.8％)

査 3次特性 1,670点 1,633点 97.8％

調査項目 (1,395点) (1,360点) (97.5％)

(1)業務の実施に当たって (1)植物遺伝資源の保存、 (1)植物遺伝資源の保存、 ◇植物遺伝資源に関して効率 【事業報告書の記述】 Ｂ

、効率的な業務運営が行え 増殖及び特性評価の効率的 増殖及び特性評価の効率的 的な業務運営が行える体制 ○遺伝資源担当者会議を開催し、各

るよう体制の整備を図る。 実施 実施 の整備 植物の気象・土壌条件からみた適性

独立行政法人農業生物資 独立行政法人農業生物資 Ａ：順調に進んでいる と、これに集約化の観点を加えた平

源研究所（センターバンク 源研究所（センターバンク Ｂ：概ね順調に進んでいる 成17年度までの作物別再配置計画(

）からの委託に基づき、植 ）からの委託に基づき、植 Ｃ：不十分 案)を提示し、問題点の整理を行っ

物遺伝資源の保存、増殖及 物遺伝資源の保存、増殖及 本項目については、各年 た。

び特性評価を行うこととす び特性評価を行うこととす 度の年度計画において定

るが、植物の種類ごとに気 るが、植物の種類ごとに気 められている具体的目標

象・土壌条件からみて保存 象・土壌条件からみて保存 等に照らし、達成度の評

及び増殖に適した農場への 及び増殖に適した農場への 価を行うものとする。

再配置を行い、効率的な保 再配置を行い、効率的な保

存及び増殖が行える体制を 存及び増殖が行える体制を

確立する。 確立することとしており、

14年度は、前年度の検討を

踏まえ、植物種類ごとの再

配置計画の作成を行う。

(2)先進的な技術・知識等 (2)遺伝資源保存業務担当 (2)遺伝資源保存業務担当 ◇遺伝資源保存業務担当者の 【事業報告書の記述】 Ａ

の導入に努めつつ、業務担 者の業務運営能力の向上 者の業務運営能力の向上 業務運営能力の向上 ○13年度に検討・作成した遺伝資源

当者の業務運営能力の向上 遺伝資源保存業務担当者 遺伝資源保存業務担当者 Ａ：順調に進んでいる 業務の手引きの改訂素案に基づき、

を図る。 による遺伝資源保存業務実 による遺伝資源保存業務実 Ｂ：概ね順調に進んでいる 実際の業務を行い問題点の洗い出し

施上の問題点の早期解決の 施上の問題点の早期解決の Ｃ：不十分 を行った。その上で平成15年の２月

ための検討を行うとともに ための検討を行うとともに 本項目については、各年 に遺伝資源業務担当者会議を開催し

、専門技術研修等の実施、 、専門技術研修等の実施、 度の年度計画において定 、改定案の見直しを行ったが、一部

センターバンクの専門家等 センターバンクの専門家等 められている具体的目標 項目について未完成となり15年の施

からの意見の聴取及び栽培 からの意見の聴取及び栽培 等に照らし、達成度の評 行には至らなかった。

・特性調査マニュアルの作 ・特性調査マニュアルの作 価を行うものとする。 ○上北農場にて、りんご栽培管理・
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成により、遺伝資源保存業 成により、遺伝資源保存業 特性調査マニュアル作成現地検討会

務担当者の業務運営能力の 務担当者の業務運営能力の の一環として、りんご保存農場の担

向上を図る。 向上を図ることとしており 当者の専門技術研修を行った。各農

、14年度は、遺伝資源保存 場の担当者間で業務上の問題点を討

業務担当者会議により「遺 議するとともに(独)農業技術研究機

伝資源業務の手引」の改訂 構果樹研究所リンゴ研究部(盛岡)の

を検討するとともに、植物 専門家と質疑を行い、増殖(接ぎ木)

種類別の専門技術研修を開 方法から栽培管理、特性調査まで有

催し、栽培・特性調査マニ 益な情報を得た。

ュアルの作成を通じ、業務 ○宮崎県都城市にて、かんしょ栽培

運営能力の向上を図る。 管理・特性調査マニュアル作成現地

検討会の一環として、かんしょ保存

農場の担当者を参集し専門技術研修

を行った。各農場の担当者間で業務

上の問題点を討議するとともに(独)

九州沖縄農業研究センター(都城)の

専門家と質疑を行った。増殖方法か

ら栽培管理、特性調査まで有益な情

報を得た。

８ 業務運営一般の効率化 ８ 業務運営一般の効率化 ８ 業務運営一般の効率化 ○業務運営一般の効率化 Ａ

指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満

※ 評価対象外の小項目があ

る場合は、これを差し引い

て算定を行う。

(1)人員及び施設の有効活 (1)業務運営の集約化 (1)業務運営の集約化 ◇業務運営の集約化及び組織 【事業報告書の記述】 Ａ

用を図るため、１～７の業 センターが行う業務の動 センターが行う業務の動 体制の在り方についての検 ○業務の集約化については、センタ

務運営の集約化を図るとと 向、各農場の立地条件等を 向、各農場の立地条件等を 討 ー内に設置した組織体制検討委員会

もに、組織体制の在り方に 踏まえ、業務運営の集約化 踏まえ、業務運営の集約化 Ａ：順調になされている において、15年４月に発足する西日

ついて検討する。 を図るとともに、組織体制 を図るとともに、組織体制 Ｂ：概ね順調になされている 本農場の位置付け及び各業務の集約
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の在り方について検討する の在り方について検討する Ｃ：不十分 化の方向等を検討し、第１次報告案

。 こととしており、14年度は 本項目については、各年 として取りまとめを行った。主な内

「組織体制検討委員会」に 度の年度計画において定 容は次の通り。

おいて業務運営の集約化等 められている具体的目標 ○西日本農場を栽培試験、種苗検査

を検討する。 等に照らし、達成度の評 及び遺伝資源業務の西日本における

価を行うものとする。 拠点とし増員を行うとともに、必要

な施設を整備する。また、久留米分

室は、西日本農場にその機能、人員

を移すことを検討する。

○種苗管理センターの業務を以下の

ように集約する。

・栽培試験の実施場所を９カ所から

６カ所程度に集約化する。また農

場ごとに植物の専門化を進める。

・種苗検査の実施場所を４カ所から

３カ所に集約化する。

・種苗生産は少品種大量生産農場、

多品種生産農場など農場ごとの役

割分担を明確化し、効率的な生産

に努める。また、新品種の早期立

ち上げ体制を整備する。

・遺伝資源は植物の再配置により、

効率的な保存に努める。また、高

次特性調査や種子の再増殖を積極

的に行う。

・調査研究の専任係を10カ所から５

カ所として拠点化を図り、拠点農

場では担当者の複数配置を行う。

【その他特記事項】

○業務運営の効率化・スリム化に関

し、業務運営の集約化等の検討結果

を取りまとめていることは十分評価

でき、今後の具体化を期待したい。

(2)関西農場について、平 (2)関西農場の移転 (2)関西農場の移転 ◇関西農場の移転の進捗 【事業報告書の記述】 Ａ

成15年３月までに移転を完 関西農場（大阪市平野区 関西農場（大阪市平野区 Ａ：順調に進んでいる ○「スムーズに移転する」「高く売

了する。 、6,302㎡）について、平 、6,302㎡）について、平 Ｂ：概ね順調に進んでいる り、安く移転する」「立派な農場を

成15年３月までに現農場を 成15年３月までに現農場を Ｃ：不十分 作る」の基本方針の下、センター内

売却する。なお、センター 売却する。なお、センター 本項目については、各年 の関係者による関西農場移転推進委
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業務を引き続き円滑に実施 業務を引き続き円滑に実施 の年度計画において定め 員会における検討を通じ関西農場の

するため、売却収入等によ するため、売却収入等によ られている具体的目標等 売却、新農場用地など施設の取得、

り新たな農場用地を取得す り新たな農場用地を取得す に照らし、達成度の評価 物品搬送、職員の移動等、一連の移

るとともに、業務に必要な るとともに、業務に必要な を行うものとする。 転業務を関係職員一丸となった努力

施設、機械等を整備する。 施設、機械等を整備するこ （移転完了年度まで適用） により、円滑に実施できた。

ととしており、14年度は、 ○「公用・公共用優先の原則」を準

円滑な移転の実施に向け、 用し、利用計画の意向調査を関西圏

具体的な移転スケジュール に所在する国及び地方公共団体等の

を早期に確立し、移転先の ７機関に対して実施したが、利用・

ほ場整備、施設改修等の事 買い取りの希望を示す機関はなかっ

前準備を行うとともに、現 た。

関西農場用地の売却、移転 ○関西農場の売却については、一般

先の用地、施設の賃借、取 競争入札に付することとし、不動産

得、必要機械の購入、物品 コンサルティングを活用しつつ、現

搬送等の一連の移転に係る 農場をＡとＢの２区画に分割した物

事務を行う。 件として売却することとした。

○一般競争入札の１回目はＢ区画が

不落であったため、Ｂ区画を対象に

２回目を改めて実施したところ、公

示、入札(期間入札)開札とも適正且

つ的確に進めることができた。契約

締結及び不動産所有権移転について

も、落札者と綿密に協議をしつつ円

滑に実施した。

○移転後速やかに栽培試験等業務を

開始できるよう土地及び施設を賃借

し事前整備を行った。

・事前のほ場整備として、６月から

10月にかけて除草、耕起、土壌改

良等を行った。

・移転先の本館及び温室等について

は、14年11月中旬から15年１月中

旬にかけて、これら施設の改修、

又は修繕を行った。

・施設の新設については、敷地全て

を囲むフェンスの整備を完了する

とともに、温室６棟及び育苗温室

１棟の整備に着手した。

○移転先用地の取得については、種

苗管理センターと岡山県の双方にお
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ける不動産鑑定結果の中間点を基本

にした額をもって、岡山県から売払

額として提示があり、当方としても

妥当であるものと判断をして、平成

15年３月14日に不動産売買契約の締

結に至った。なお、不動産所有権移

転、代金支払いは３月31日に行った

。

○移転準備事務所を設置し、事前に

ほ場準備及び施設整備を行わせるた

め、職員を計画的に移転先へ駐在さ

せた。また、関西農場から移転先へ

の物品の搬送も適時行った。

第１－6表 現農場売却事務の経緯

事務内容 Ａ区 Ｂ区

入札の公示(１回目) 14.11.21 同左

入札受付期間(々) 14.12.16 同左

～14.12.26

開札(々) 14.12.27 同左

(落札) (不落)

入札の公示(２回目) 15.1.10

15.2.7

入札受付期間（々） ～15.2.17

開札(々) 15.2.18

(落札)

売買契約 15.1.20 15.3.20

所有権移転(入金) 15.2.7 15.4.1

・14年12月中旬 物品等搬送（第１次）

・15年１月６日 関西農場移転準備事務所の設置(移転地)

・15年１月６日 職員６名駐在発令

・15年１月中旬 物品等搬送（第２次）

・15年１月21日 職員８名駐在発令

・15年３月下旬 物品等搬送（第３次）

【その他特記事項】

適正な方針の下センター一体となっ

た移転業務が行われ、土地の売却・

購入等は適切に行われており、また
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、移転後の業務を速やかに開始でき

るよう、移転先における施設の改修

、整備等が行われる等、順調に進め

られている。

(3)業務運営の効率化によ (3)業務運営の効率化によ (3)業務運営の効率化によ ◇業務運営の効率化による経 【事業報告書の記述】 Ａ

る経費の抑制については、 る経費の抑制 る経費の抑制 費の抑制 ○13年度に引き続き各農場の要望を

各事業年度の人件費を除く 各事業年度の人件費を除 各事業年度の人件費を除 指標＝各年度の運営費交付金 本所が全体調整し、必要な業務・場

運営費交付金で行う事業に く運営費交付金で行う事業 く運営費交付金で行う事業 で行う事業に係る経費 所に必要な資金が配分されるよう努

ついて、少なくとも対前年 について、少なくとも対前 について、少なくとも対前 （人件費を除く）の抑 めた。また、資金運営については以

度比で１％抑制する。 年度比で１％抑制する。 年度比で１％抑制する。 制率 下のように計画的かつ効率的な執行

Ａ：対前年度比の抑制率が に努めた。

１％以上 ・大型農機具や、試験研究器具等の

Ｂ：対前年度比の抑制率が 高額な機器購入にあたっては、機

0.7％以上１％未満 種選定委員会における綿密な検討

Ｃ：対前年度比の抑制率が による効率的な機種選定を励行。

0.7％未満 ・センター一体的に機械更新サイク

ルの見直しの実施。

・年間稼働数が少量の機器について

はレンタルへ移行等の積極的な対

応。

【その他特記事項】

○運営費交付金の削減に対応し、既

存業務運営の合理化、経費の節減等

により人件費を除く経費について１

％以上の抑制が行われている。

(4)会計事務の合理化、機 (4)事務運営の合理化 (4)事務運営の合理化 ◇支払事務、給与事務及び資 【その他特記事項】 Ｂ

械・施設の調達、整備等の 支払事務、給与事務及び 支払事務、給与事務及び 産管理を本部で一元的に処 ○支払事務、給与事務及び資産管理

効率化等により事務運営の 資産管理を本部で一元的に 資産管理を本部で一元的に 理できる会計処理のシステ 事務のうち、本部で一元的に実施す

合理化を図る。 処理できるよう会計処理を 処理できるよう会計処理を ム化 ることが必須又は効率的と判断した

システム化するとともに、 システム化するとともに、 Ａ：順調に進んでいる 業務については13年度から本部に集

一括契約が可能な物品の本 一括契約が可能な物品の本 Ｂ：概ね順調に進んでいる 約化しており、会計システムを活用

部あるいはブロック単位で 部あるいはブロック単位で Ｃ：不十分 して業務を進めている。

の一括調達、施設整備にお の一括調達、施設整備にお

ける自主施工の推進等を行 ける自主施工の推進等を行 ◇一括契約が可能な物品の本 【事業報告書の記述】 Ａ

うことにより、一層の事務 うことにより、一層の事務 部あるいはブロック単位で ○センター全体の一括調達を行うこ

運営の合理化を図る。 運営の合理化を図ることと の一括調達 とで、経費節減に有効と判断できる

しており、14年度は、前年 Ａ：順調になされている ものについては、可能な限り本所で
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度に実施した合理化等の検 Ｂ：概ね順調になされている 入札等を実施してきた。

討結果を踏まえ、農業資材 Ｃ：不十分 ・14年度実績:５件 総額22,155千円

等についてブロック単位で (13年度実績:３件 総額19,206千円)

の一括入札を試行的に実施 ○定型的な書式類、帳簿、封筒等の

するとともに、施設及び設 一括契約は前年度より増加した。

備の整備を行うこととして ・14年度実績：７件 総額約500千円

いる全ての事案（第７-１ ○試行的に、北海道ブロック及び嬬

の７事案）について経費の 恋・八岳ブロックにおいて、農薬、

節減のため自主施工等を行 ばれいしょ出荷用紙袋、コピー用紙

う。 を実施した。

・14年度実績

北海道ブロック ３件

総額 6,987千円

嬬恋・八岳ブロック ２件

総額 2,614千円

・（13年度実績：手法のみの検討で

実績無し。）

◇施設整備における自主施工 【事業報告書の記述】 Ａ

の推進等 ○14年度施設整備の７事案について

Ａ：順調になされている は全て自主施工とし、実施した。計

Ｂ：概ね順調になされている 画に沿って以下７事案全てが年度内

Ｃ：不十分 に完成した。

上記３項目については、 ・庁舎上水道設備改修（胆振）

各年度の年度計画におい ・ポンプ室新設等（北海道中央）

て定められている具体的 ・種苗貯蔵管理施設新築（後志）

目標等に照らし、達成度 ・軽量鉄骨ハウス新設等（知覧）

の評価を行うものとする。 ・品種保存棟増築（北海道中央）

・育苗温室新築（雲仙）

・砂防ダム浚渫等（沖縄）

【その他特記事項】

○トップマネジメントに関しては、

理事長等は、法人の課題を的確に認

識し、法人の設立目的及び中期目標

に対応した明確な経営戦略を持って

いる等、組織運営においてその機能

を発揮している。

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す ◎業務の質の向上 Ａ
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るサービスその他の業務の るサービスその他の業務の るサービスその他の業務の 指標＝各中項目の評価点数の

質の向上に関する事項 質の向上に関する目標を達 質の向上に関する目標を達 合計

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置 各中項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：５点以上

Ｂ：０点～４点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

１ 農林水産植物の品種登 １ 農林水産植物の品種登 １ 農林水産植物の品種登 ○栽培試験業務の質の向上 Ａ

録に係る栽培試験 録に係る栽培試験 録に係る栽培試験 指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：８点以上

Ｂ：０点～７点

Ｃ：０点未満

(1)栽培試験を計画的かつ (1)栽培試験実施体制の強 (1)栽培試験実施体制の強 ◇栽培試験の計画的かつ的確 【事業報告書の記述】 Ａ

的確に実施するとともに、 化 化 な実施 ○農林水産省からの通知に基づき48

出願動向を踏まえ、栽培試 農林水産大臣から通知を 農林水産大臣から通知を Ａ：順調に実施されている 4点の栽培試験実施計画を作成した

験実施体制の強化を図る。 受けた栽培試験について、 受けた栽培試験について、 Ｂ：概ね順調に実施されてい が、取り下げ、遅延申請等による中

農林水産省との緊密な連絡 農林水産省との緊密な連絡 る 止が90点あり、実施点数は394点で

調整を図りつつ、計画的か 調整を図りつつ、計画的か Ｃ：不十分 あった。また、委託による栽培試験

つ的確に実施する。また、 つ的確に実施し、また、近 は12県17機関を委託先とし46点を実

近年、出願数及び種類数が 年、出願数及び種類数が増 施した。

増加傾向にあることを踏ま 加傾向にあることを踏まえ （第１-1表参照：２頁）

え、栽培試験担当者に必要 、栽培試験担当者に必要な

な専門技術研修等を行うと 専門技術研修等を行うとと ◇栽培試験実施体制の強化 【事業報告書の記述】 Ａ

ともに栽培試験対象植物の もに栽培試験対象植物の集 Ａ：順調に進んでいる ○年度計画に基づき、作物別専門技
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集約化を図り、栽培試験実 約化を図りつつ、栽培試験 Ｂ：概ね順調に進んでいる 術研修として次の２種類について実

施体制を強化する。 実施体制の強化を図ること Ｃ：不十分 施した。①ペチュニア(知覧)②シク

としており、14年度は、前 ラメン(金谷)の個別マニュアル作成

年度の検討を踏まえ、作物 上記２項目については、 に向け十分な整理ができた。

種類別の専門技術研修を実 各年度の年度計画におい ○栽培試験対象植物の集約化計画を

施するとともに、「栽培試 て定められている具体的 取りまとめた。（平成14年度計画項

験対象植物の集約化計画」 目標等に照らし、達成度 目、第１－１－（１）栽培試験対象

を作成する。 の評価を行うものとする。 植物の集約化参照：２頁）

(2)栽培試験対象植物の種 (2)栽培試験実施能力の向 (2)栽培試験実施能力の向 ◇栽培試験対象植物の種類の 【事業報告書の記述】 Ａ

類を拡大（中期目標の期間 上 上 拡大（中期目標の期間中に ○たばこ、ひおうぎ及びヤマモモソ

中に10種類程度）するとと ア 栽培試験対象植物の種 ア 栽培試験対象植物の種 10種類程度） ウの３種類の拡大を行った。

もに、植物の種類別の栽培 類の拡大 類の拡大 Ａ：年間２種類以上の拡大 ○上記３種類について栽培計画等の

・特性調査マニュアル（２ センターにおいて栽培試 センターにおいて栽培試 Ｂ：年間１種類以上の拡大 段階に於いて栽培方法の検討を行っ

種類／年度）及び特殊検定 験を実施したことが無い種 験を実施したことが無い種 Ｃ：対象植物の種類の拡大な た。

マニュアル（５項目／年度 類について、必要性の高い 類について、必要性の高い し

）の作成により栽培試験実 品種から栽培方法等につい 品種から栽培方法等につい

施能力の向上を図る。 て検討を行い、中期計画期 て検討を行い、中期計画期

間中に10種類程度の栽培試 間中に10種類程度の栽培試

験対象植物の拡大を図る。 験対象植物の拡大を図るこ

ととしており、14年度は、

２種類程度の植物について

栽培方法等の検討を行う。

イ 植物の種類別の栽培・ イ 植物の種類別の栽培・ ◇植物の種類別の栽培・特性 【事業報告書の記述】 Ａ

特性調査マニュアル及び特 特性調査マニュアル及び特 調査マニュアル（２種類／ （第２－1表参照：23頁）

殊検定マニュアルの作成 殊検定マニュアルの作成 年度程度）の作成

センターで栽培試験を実 センターで栽培試験を実 Ａ：年間２種類以上の作成 【その他特記事項】

施する種類で品種数の多い 施する種類で品種数の多い Ｂ：年間１種類の作成 ３種類作成。

ものから毎年２種類程度の ものから毎年２種類程度の Ｃ：マニュアルの作成なし

栽培・特性調査マニュアル 栽培・特性調査マニュアル

を作成する。また、従来か を作成することとし、また ◇特殊検定マニュアル（５項 【事業報告書の記述】 Ａ

ら行っている病害抵抗性の 、従来から行っている病害 目／年度程度）の作成 （第２－2表参照：23～24頁）

検定等に加え、香り、栄養 抵抗性の検定等に加え、香 Ａ：年間４項目以上の作成

成分等の新たな項目につい り、栄養成分等の新たな項 Ｂ：年間３項目の作成

ても検定手法を確立し、毎 目についても検定手法を確 Ｃ：年間０～２項目の作成 【その他特記事項】

年５項目程度の特殊検定マ 立し、毎年５項目程度の特 ４項目作成。

ニュアルを作成する。 殊検定マニュアルを作成す

ることとしており、14年度
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は、栽培・特性調査マニュ

アルを２種類程度作成する 第２－1表 栽培・特性調査マニュアル

とともに、特殊検定につい 平成14年度実績 (平成13年度実績)

ては、ビタミン等栄養成分 植物の種類 経過 植物の種類 経過

の検定手法の確立等計５項 大豆(えだまめ) 作成完了 ばら 作成完了

目程度のマニュアル作成を スターチース 作成完了 いちご 作成完了

行う。 プリムラ 作成完了 ほうせんか 作成完了

シクラメン 作成継続 オステオスペルマム 作成継続

しおん 作成継続 しおん 作成継続

ロードデンドロン 作成継続 スターチース 作成継続

オステオスペルマム 作成継続 プリムラ 作成継続

ペチュニア 作成継続 大豆(えだまめ) 作成継続

トルコぎきょう 作成着手 シクラメン 作成着手

ペチュニア 作成着手

ロードデンドロン 作成着手

○平成14年度栽培・特性調査マニュアル実績合計

(括弧内は平成13年度)

・作成完了３種類（３種類）

・作成継続５種類（５種類）

・作成着手１種類（３種類）

第２－2表 特殊検定マニュアル

平成14年度実績 (平成13年度実績)

項目 経過 項目 経過

ばれいしょ青枯病抵抗性 作成完了 トマト斑点病抵抗性 作成完了

おたねにんじんエキス含量 作成完了 トマトシュークロース含量 作成完了

おたねにんじんサポニン含量 作成完了 カリフラワー萎黄病抵抗性 作成完了

レタス根腐病レース１抵抗性 作成完了 とうがらしカプサイシノイド 作成完了

レタスビッグベイン病抵抗性 作成継続 含量

いちごうどんこ病抵抗性 作成継続 はくさい軟腐病抵抗性 作成完了

トマトサツマイモネコブセン いちごうどんこ病抵抗性 作成継続

チュウ抵抗性 作成継続 トマトサツマイモネコブセン

すいか炭そ病抵抗性 作成着手 チュウ抵抗性 作成継続

トマト全固形物量 作成着手 トマトTMV抵抗性 作成継続

トマト疫病抵抗性 作成着手 おたねにんじんエキス含量 作成着手

いちごビタミンＣ 作成着手 おたねにんじんサポニン含量 作成着手

大豆(エダマメ)糖含量 作成着手 ばれいしょ青枯病抵抗性 作成着手

はくさい根こぶ病抵抗性 作成着手 レタスビッグベイン病抵抗性 作成着手

トマトTMV抵抗性 作成中止 レタス根腐病レース１抵抗性 作成着手
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○平成14年度特殊検定マニュアル実績合計(括弧内は平成13年度)

・作成完了：４項目（５項目）・作成着手：６項目（５項目）

・作成継続：３項目（３項目）・作成中止：１項目（ － ）

(3)遺伝資源業務との連携 (3)栽培試験の実施に必要 (3)栽培試験の実施に必要 ◇対照品種保存点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ａ

を図りつつ、品種保存農場 な対照品種保存の充実 な対照品種保存の充実 Ａ：年間270品種以上の拡大 ○平成14年度対照品種保存点数の実

における植物の種類の専門 ア 対照品種保存の対象と ア 対照品種保存の対象と Ｂ：年間240品種以上270品種 施状況

化及び栄養体種苗の保存・ なる植物及び品種保存点数 なる植物及び品種保存点数 未満の拡大 （第２－3表参照）

増殖技術の向上により、栽 の拡大 の拡大 Ｃ：年間240品種未満の拡大 【その他特記事項】

培試験の実施のために保存 近年、品種の変遷等によ 近年、品種の変遷等によ 387品種拡大。

する対照品種の充実（300 り入手困難となっている対 り入手困難となっている対

品種拡大／年度）を図る。 照品種について、栽培試験 照品種について、栽培試験 第２－3表 対照品種保存点数の実施状況(括弧内は13年度実績)

実施点数の多い種類から、 実施点数の多い種類から、 14年度収集 14年度保存 累計種類 累計品種

順次、対象となる植物の種 順次、対象となる植物の種 種類数 品種数

類の拡大を図るとともに、 類の拡大を図るとともに、 合 計 44種類 467品種 115種類 2,792品種

300品種／年度程度の品種 300品種／年度程度の品種 (32種類) (491品種) (107種類) (2,405品種)

保存点数の拡大を図る。 保存点数の拡大を図ること 種子 33種類 256品種 91種類 1,723品種

としており、14年度は、前 (27種類) (355品種) (80種類) (1,467品種)

年度の検討を踏まえ、「既 種菌 － － 5種類 113品種

存品種の収集・保存計画」 (－) (－) (5種類) (113品種)

を作成し、その計画に基づ 栄養体 11種類 211品種 19種類 956品種

き収集・保存を行う 種苗 (5種類) (136品種) (22種類) (825品種)。

イ 品種保存農場における イ 品種保存農場における ◇品種保存農場における植物 【事業報告書の記述】 Ｂ

植物の種類の専門化 植物の種類の専門化 の種類の専門化 ○栽培試験の実施のために保存する

収集保存する植物のうち 収集保存する植物のうち Ａ：順調に進んでいる 対照品種などの充実を図るため、既

栽培により保存が必要な栄 栽培により保存が必要な栄 Ｂ：概ね順調に進んでいる 存品種の収集・保存計画を策定する

養繁殖性植物について、当 養繁殖性植物について、当 Ｃ：不十分 とともに、栽培条件、栽培状況を考

該植物の栽培試験実施状況 該植物の栽培試験実施状況 本項目については、各年 慮し、種類別の保存農場を決定した

等を考慮して、保存農場の 等を考慮して、保存農場の 度の年度計画において定 。また、保存を効果的に行うため対

専門化を図る。その際、遺 専門化を図ることとし、そ められている具体的目標 照品種としての必要度によってラン

伝資源保存業務との連携を の際、遺伝資源保存業務と 等に照らし、達成度の評 ク付けを行うこととし、14年度はキ

強化し、効率的な業務運営 の連携を強化し、効率的な 価を行うものとする。 クを実施した。

に努める。 業務運営に努めることとし

ており、14年度は、前年度

の検討を踏まえ、遺伝資源

保存業務と連携させて、植

物の種類ごとの保存農場を

決定する。
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ウ 栄養体種苗の保存・増 ウ 栄養体種苗の保存・増 ◇栄養体種苗の保存・増殖技 【事業報告書の記述】 Ａ

殖技術の向上 殖技術の向上 術の向上 ○栄養体種苗の保存・増殖技術につ

保存する植物の種類ごと 保存する植物の種類ごと Ａ：順調に進んでいる いてはペチュニアを課題として取り

に、保存方法及び増殖方法 に、保存方法及び増殖方法 Ｂ：概ね順調に進んでいる 上げ検討を行い、マニュアル作成に

の検討を行うとともに、専 の検討を行うとともに、専 Ｃ：不十分 向け整理した。

門技術研修等を通じて保存 門技術研修等を通じて保存 本項目については、各年

実施担当者の保存技術及び 実施担当者の保存技術及び 度の年度計画において定

増殖技術の向上を図る。 増殖技術の向上を図ること められている具体的目標

としており、14年度は、作 等に照らし、達成度の評

物種類別の専門技術研修を 価を行うものとする。

実施し、１種類程度の作物

を課題として取り上げ技術

向上を図る。

(4)新規植物の種類別審査 (4)種類別審査基準案の作 (4)種類別審査基準案の作 ◇新規植物の種類別審査基準 【事業報告書の記述】 Ａ

基準案の作成件数の拡大（ 成の推進 成の推進 案の作成件数の拡大（15種 ○14年度は15種類（種による区分で

15種類／年度）を図るとと 農林水産省における新規 農林水産省における新規 類／年度程度） は18種類。なお、13年度は15種類）

もに、作成期間の短縮化（ 植物の審査に資するため、 植物の審査に資するため、 Ａ：年間14種類以上の拡大 について審査基準案作成に着手し、

平均作成期間２年／種類） センターにおいて作成する センターにおいて作成する Ｂ：年間12～13種類の拡大 13年度以前の計画分とあわせて39種

を図る。 種類別審査基準案について 種類別審査基準案について Ｃ：年間12種類未満の拡大 類について審査基準案の作成のため

は、類似する種類の審査基 は、類似する種類の審査基 の情報収集を行った。

準案を並行的に作成する等 準案を並行的に作成する等 ○14年度は13年度以前の計画分とし

により効率的に実施し、15 により効率的に実施し、15 て14種類（13年度は9種類）につい

種類／年度程度に作成件数 種類／年度程度に作成件数 て審査基準案を作成し、生産局長に

を拡大するとともに、植物 を拡大するとともに、植物 報告した。

新品種保護国際同盟（UPOV 新品種保護国際同盟（ＵＰ ◇新規植物の種類別審査基準 ○新規植物の種類別審査基準案の作 Ｂ

）、農林水産省、学識経験 ＯＶ）、農林水産省、学識 案の作成期間の短縮化 成期間は、現地調査等が計画どおり

者等との連携を図り、１種 経験者等との連携を図り、 指標＝当該年度における１種 進んだため2年1ヶ月で昨年（2年3ヶ

類当たりの作成期間を平均 １種類当たりの作成期間を 類当たりの審査基準案の 月）より短縮されている。

２年以内とする。 平均２年以内とすることと 平均作成期間 ○種類別審査基準案作成検討委員、

しており、14年度は、前年 Ａ：２年以内 種苗課、栽培試験実施場所及び本所

度までに着手した種類の審 Ｂ：２年を超え３年以内 関係者を参集範囲とする種類別審査

査基準案を作成するととも Ｃ：３年を超える 基準案作成検討会議を開催し、審査

に、新たに15種類程度の種 基準案を作成する上で留意すべき共

類別審査基準案の作成に着 通事項について周知確認するととも

手する。 に、14年度に実施した各作物の基準

案の内容についての検討を行った。
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(5)出願者から送付された (5)出願品種の種子及び種 (5)出願品種の種子及び種 ◇出願者から送付された出願 【事業報告書の記述】 Ａ

出願品種の種子及び種菌の 菌の保存 菌の保存 品種の種子及び種菌の確実 ○平成14年度出願品種の種子及び種

確実な保存を図る。 出願時に申請者から提出 出願時に申請者から提出 な保存 菌の保存実績

される種子及び種菌につい される種子及び種菌につい Ａ：順調に進んでいる （第２－4表参照）

て、種類ごとの保存条件に て、種類ごとの保存条件に Ｂ：概ね順調に進んでいる

留意しつつ、適切な保存管 留意しつつ、適切な保存管 Ｃ：不十分 【その他特記事項】

理を実施する。 理を実施する。 本項目については、種子 ○出願品種の種子及び種菌の保存が

及び種菌の種類ごとの保 的確に行われている。

存条件等に照らし、達成

度の評価を行うものとす

る。

第２-4表 出願品種の種子及び種菌の保存実績(括弧内は13年度)

新規保管 新規保管 累計種類 累計点数 返還

種類数 点 数 廃棄

種子 45種類 150点 150種類 2,846点 －

(47種類) (146点) (146種類) (2,696点) (－)

種菌 7種類 22点 14種類 250点 28点

(注 (4種類) (17点) (13種類) (247点) (19点)

注）種菌は（独）森林総合研究所に委託保管。

(6)栽培試験により得られ (6)栽培試験に関する情報 (6)栽培試験に関する情報 ◇栽培試験及び栽培試験に関 【事業報告書の記述】 Ａ

た情報及び知見を農林水産 及び知見の農林水産省への 及び知見の農林水産省への する業務により得られた情 ○種苗法施行規則に基づき14年9月

省に提供する。 提供 提供 報及び知見の農林水産省へ 、12月、15年3月の3回、計13種類69

品種登録審査業務の適切 品種登録審査業務の適切 の提供 品種について種苗未提出、生育異常

な実施、改善等に資するよ な実施、改善等に資するよ Ａ：十分行われている 等により問題ありとの報告を農林水

う、栽培試験及び栽培試験 う、栽培試験及び栽培試験 Ｂ：概ね行われている 産省に行った。これらについては全

に関する業務を実施する中 に関する業務を実施する中 Ｃ：不十分 て栽培試験を中止する旨の通知が農

で知り得た情報及び知見に で知り得た情報及び知見に 本項目については、各年 林水産省からあった。

ついて、農林水産省に積極 ついて、農林水産省に積極 度の年度計画において定 ○登録出願品種審査要領に基づき、

的に提供する。 的に提供することとしてお められている具体的目標 12月１日現在の栽培試験実施状況に

り、14年度は、栽培試験実 等に照らし、達成度の評 ついて整理し、定められた様式に則

施状況等の定期的な報告及 価を行うものとする。 り農林水産省に報告した。

び事案発生ごとの随時報告 ○四半期に１度、定期的に栽培試験

を中心に情報・知見の提供 実施状況を整理し、問題点について

を行う。 は種苗課審査室、本所、各場所関係

者に報告し、審査室から示された対

処方法を栽培試験実施責任者に通知

し、対処した。
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○栽培試験の成否に係る事項、区別

性・均一性の問題に影響がありそう

な事項について逐次種苗課審査室に

報告し、指導があった場合はその指

示に基づき対処した。

○農林水産省の委託事業である審査

基準国際統一事業に、企画委員、部

会委員として本部、農場から６名が

参画し、委員会に出席するとともに

、オーストラリア及びニュージーラ

ンドにおける品種登録制度の状況に

ついて海外調査を行い、STAFF、農

林水産省にその知見を提供した。

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

く。）の種苗の検査 く。）の種苗の検査 く。）の種苗の検査 指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満

※ 評価対象外の小項目があ

る場合は、これを差し引い

て算定を行う。

(1)検査件数の90％以上に (1)検査の迅速化 (1)検査の迅速化 ◇検査の迅速化 【事業報告書の記述】 Ａ

ついて、検査依頼のあった 検査職員に対して専門技 検査職員に対して専門技 指標＝当該年度における50日 ○証明書の発行の徹底したシステム

日から50日以内に検査結果 術研修等を行い、的確かつ 術研修等を行い、的確かつ 以内に検査報告を行った 化、検査結果の決裁に係る期間の短

の報告を行うことにより、 迅速な検査を実施するとと 迅速な検査を実施するとと 件数の全検査件数に対す 縮に引き続き努力した結果、検査件

検査の迅速化を図る。 もに、検査件数の90％以上 もに、検査件数の90％以上 る割合 数の926点の全てについて、検査依

について、検査依頼のあっ について、検査依頼のあっ Ａ：90％以上 頼のあった日から50日以内に検査結

た日から50日以内に検査結 た日から50日以内に検査結 Ｂ：80%以上90％未満 果の報告が行われた。

果の報告を行うこととする 果の報告を行うこととして Ｃ：80％未満 ○検査職員に十分な研修、技能検定

。 おり、14年度は、技能検定 を課し、結果的に検査の依頼があっ

試験及び専門技術研修によ た日から、検査報告を行うまでの日

り、発芽検査、純潔種子検 数の短縮を図った。
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査等に係る検査職員の技術 ○ISTAが実施したレフリーテストで

能力の高位平準化及び事務 一部是正の指摘を受けたことから以

処理の効率化を目指す。 下のように改善を図った。

・特に純潔検査について検査を丁寧

に行う。

・リファレンスコレクションの充実

を図る。

・発芽試験等における検査担当者同

士の連携を密に行う。

(2)検査結果について依頼 (2)依頼業者の意向把握 (2)依頼業者の意向把握 ◇依頼業者に対する意向把握 【事業報告書の記述】 Ｂ

業者に対して意向把握のた 検査の依頼のあった種苗 検査の依頼のあった種苗 のためのアンケート調査の ○拡充要望の高い種子伝染性病害検

めのアンケート調査を行い 業者等にアンケート調査を 業者等にアンケート調査を 実施、分析 査についての意向把握を目的・内容

、その調査結果を分析し、 実施し、その調査結果を分 実施し、その調査結果を分 Ａ：順調に行われている としたアンケート調査を行った。項

業務の質の向上を図るとと 析し、クレームがあった場 析し、クレームがあった場 Ｂ：概ね順調に行われている 目内容は以下の通り。

もに、クレームがあった場 合には速やかに対応すると 合には速やかに対応すると Ｃ：不十分 ・種子貿易・種子消毒に関わる問題

合には適切に処理する。 ともに、業務の改善を図る ともに、業務の改善を図る について

。 こととしており、14年度は ・会社の種子伝染性病害検査体制に

、アンケートを実施してそ ついて

の結果の分析等を行い、業 ・センターに求める種子伝染性病害

務の改善を図る。 検査の形態等（証明、試験的依頼

、条件）

・その他依頼検査への要望について

【その他特記事項】

○アンケート調査の充実を図るべき

との昨年の指摘に対応し、本年のア

ンケートは、病害検査の依頼のあっ

た会社及び国内に大きなシェアを持

つ会社35社を対象に実施された。回

収率は60％と昨年（33％）に比べて

改善した。

◇クレームへの対処 【事業報告書の記述】 Ａ

Ａ：速やかに対応している ○種子伝染性病害についての要望等

Ｂ：一部に問題があった はあったが、クレームに該当するも

Ｃ：問題があった のはなかった。

（クレームがない場合は本

項目の評価は行わない。） 【その他特記事項】

○重要なクレームはなかったものの
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上記２項目については、 要望等には答えており、評価対象と

各年度の年度計画におい した。

て定められている具体的

目標等に照らし、達成度

の評価を行うものとする。

(3)依頼検査における検査 (3)検査項目の拡大 (3)検査項目の拡大 ◇依頼検査における検査項目 【事業報告書の記述】 Ａ

項目の拡大を図る。 種子流通の国際化、臭化 種子流通の国際化、臭化 の拡大 ○種子伝染性病害検査については13

メチルの使用禁止等に対応 メチルの使用禁止等に対応 Ａ：順調に進んでいる 年度から開始していたにんじん黒斑

して、ニーズの高まりつつ して、ニーズの高まりつつ Ｂ：概ね順調に進んでいる 病について66件の実績があり、確実

ある病害検査を新たに実施 ある病害検査を新たに実施 Ｃ：不十分 かつ速やかにこれを行い信頼を得た

する。また、異種種子の粒 することとし、また、異種 本項目については、各年 。しかしながら14年度当初から開始

数検査を検査項目に追加す 種子の粒数検査を検査項目 度の年度計画において定 したゆうがおつる割病、いんげんま

る。 に追加することとしており められている具体的目標 め炭そ病、えんどう褐紋病・褐斑病

、14年度は、前年度に開始 等に照らし、達成度の評 については、問い合わせ等はあった

した４作物５病害について 価を行うものとする。 ものの検査の依頼はなかった。

の病害検査を確実に実施す ○幼苗検定を必要とする細菌性病害

るとともに、キャベツの黒 等の検定等を可能にするために種子

腐れ病の検査を新たに開始 伝染性病害検査温室を竣工した。

する。また、近年関心を集 ○異種種子検査については、平成14

めている遺伝子組換え種子 年度は４点の検査を行った。この検

の混入検査に関する実施体 査を行う際のリファレンスコレクシ

制の確立を検討する。 ョンについては不足が指摘されてお

り、早急に関係機関に依頼し、また

自らも野外で収集した結果、237点

を新たなコレクションに加えた。

(4)種苗の品質証明等に係 (4)種苗の品質証明等の確 (4)種苗の品質証明等の確 ◇種苗の品質証明等に係る検 【事業報告書の記述】 Ａ

る次の検査を着実に実施す 実な実施 実な実施 査の着実な実施 ○てんさい種子の品質の証明のため

る。 種苗業者の輸出用てんさ 種苗業者の輸出用てんさ Ａ：順調に実施されている の検査は、依頼がなかったため実施

ア 輸出用てんさい種子の い種子の品種の証明に係る い種子の品種の証明に係る Ｂ：概ね順調に実施されてい しなかった。

品種の証明に係る検査 種子の検査、種苗業者が災 種子の検査、種苗業者が災 る ○13年度の保管種子検査は、検査結

イ 種苗業者が災害対策用 害対策用に保管する園芸種 害対策用に保管する園芸種 Ｃ：不十分 果が14年度の６月までかかったため

に保管する園芸種子の検査 子の検査及び種苗業者がEC 子の検査及び種苗業者がEC 本項目については、中期 、14年度の保管種子検査は早くから

ウ 種苗業者がECナショナ ナショナルカタログへ品種 ナショナルカタログへ品種 計画において定められて 日本種苗協会、農林水産省との連携

ルカタログへ品種登録した 登録した種子の事後検定を 登録した種子の事後検定を いる検査等の実施状況に をとり円滑に進めた結果、２月には

種子の事後検定 実施するとともに、検査終 実施するとともに、検査終 照らし、達成度の評価を 検査を開始し年度内にほぼ終了した

了後、検査結果を適切に報 了後、検査結果を適切に報 行う。 。検査の結果は適切に農林水産省に

告する。 告する。 報告した。

・平成14年度保管種子検査
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（13年度に集取した種子）

検査点数 158点：52.051リットル

合格点数 154点：51.551リットル

○ECナショナルカタログへ品種登録

した種子の事後検定を30点実施し、

検査結果を適切に農林水産省に報告

した。

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

さとうきびの増殖に必要な さとうきびの増殖に必要な さとうきびの増殖に必要な 指標＝各小項目の評価点数の

種苗の生産及び配布 種苗の生産及び配布 種苗の生産及び配布 合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：１９点以上

Ｂ：０点～１８点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

※ 評価対象外の小項目があ

る場合は、これを差し引い

て算定を行う。

(1)食料・農業・農村基本 (1)需要に即した供給の確 (1)需要に即した供給の確 【事業報告書の記述】

計画に即し、都道府県の需 保 保 ○ばれいしょ、茶樹、さとうきびの

要量に対応した原原種等の 食料・農業・農村基本計 食料・農業・農村基本計 原原種等について、それぞれ都道府

供給量を確保（需要量のほ 画に即し、都道府県の需要 画に即し、都道府県の需要 県の需要量を把握するとともに、原

ぼ100％を確保できる生産 量のほぼ100％を確保でき 量をほぼ100％確保できる 原種生産のための種苗確保の状況を

配布計画の作成）する。 る生産配布計画を作成し、 生産配布計画を作成し、需 鑑みた上で、その需要量に見合った

需要に応じた供給を行う。 要に応じた供給を行うこと 生産配布計画を策定することができ

としており、14年度におけ た。

る各作物の具体的な生産計 ○生産管理については、需要に応じ

画は以下のとおりとする。 た供給を行うため、原原種等数量（

平成15年秋植用ばれいし 規格内数量）の確保、原種等生産体

ょ原原種 6.200袋 制（増殖方法）の改善、ほ場等の確

平成15年春植用ばれいし 保、病害虫防除、また台風等の気象

ょ原原種 71.400袋 災害への対応を図った。
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平成15年春植用茶原種 ○14年度における各作物の生産・配

（１年生苗配布分） 布概況。

2.500本 ◇秋植用ばれいしょ原原種の ・14年秋植用ばれいしょ原原種は、 Ａ

平成16年春植用茶原種 需要量に即した供給の確保 需要に応じた供給数量を確保

（２年生苗配布分） 指標＝当該年度における秋植 （生産計画達成率：107.2％、申請

32.500本 用ばれいしょ原原種供給 数量達成率：97.7％）

平成15年春植用さとうき 量の都道府県需要量に対 ・15年秋植用ばれいしょ原原種は、

び原原種 1.177千本 する割合 計画に基づき生産中

平成15年夏植用さとうき Ａ：90％以上

び原原種 1.743千本 Ｂ：80％以上90％未満

Ｃ：80％未満

◇春植用ばれいしょ原原種の ・15年春植用ばれいしょ原原種は、 Ａ

需要量に即した供給の確保 需要に応じた供給数量を確保

指標＝当該年度における春植 （生産計画達成率：113.7％、申請

用ばれいしょ原原種供給 数量達成率：98.9％）

量の都道府県需要量に対

する割合

Ａ：90％以上

Ｂ：80％以上90％未満

Ｃ：80％未満

◇茶原種の需要量に即した供 ・15年春植用茶原種２年生苗は、需 Ｂ

給の確保 要に応じた供給数量を確保

指標＝当該年度における茶原 （生産計画達成率：145.5％、申請

種供給量の都道府県需要 数量達成率：82.3％）

量に対する割合 ・15年春植用茶原種１年生苗は、需

Ａ：90％以上 要に応じた供給数量を確保

Ｂ：80％以上90％未満 （生産計画達成率：101.6％、申請

Ｃ：80％未満 数量達成率：100％）

・16年春植用茶原種２年生苗は、計

画に基づき生産中

・16年春植用茶原種１年生苗は、計

画に基づき生産中

◇春植用さとうきび原原種の ・15年春植用さとうきび原原種は、 Ｂ

需要量に即した供給の確保 生育初期に台風による折損などで

指標＝当該年度における春植 大きな被害を受け生産数量を確保

用さとうきび原原種供給 できなかったが、申請数量に応じ

量の都道府県需要量に対 た供給数量は確保。
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する割合 (生産計画達成率：66.9％、申請

Ａ：90％以上 数量達成率：100％)

Ｂ：80％以上90％未満

Ｃ：80％未満

◇夏植用さとうきび原原種の ・14年夏植用さとうきび原原種は、 Ｂ

需要量に即した供給の確保 例年より早い、また度重なる台風

指標＝当該年度における夏植 の被害により、生産数量を確保で

用さとうきび原原種供給 きなかった。

量の都道府県需要量に対 (生産計画達成率：81.7％、申請

する割合 数量達成率：92.1％)

Ａ：90％以上 ・15年夏植用さとうきび原原種は、

Ｂ：80％以上90％未満 生産計画を達成できる見込み。

Ｃ：80％未満 （第２－5表参照：32～33頁）

【その他特記事項】

○需要と供給の差を少なくするため

の取り組みが進められているものの

、台風等の自然災害などの影響もあ

り十分な成果を上げるまでには至っ

ていない。このような不可抗力なも

のに対しては、法人の努力が必ずし

も結果に結びつかないといった難し

い面もあるが、これらの不利な状況

を克服するための特段の工夫を望み

たい。

なお、春植用と夏植用の「さとう

きび原原種の需要量に即した供給の

確保」の評価については、評価基準

ではＡ評価の基準を満たしていたが

、生産計画が未達成であり実質的に

は需要を満たしていないと判断され

たことからＢ評価とした。

第２－5表 原原種等の需要量と供給量

原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種 申請数量

需要数量 生産計画数量 相当生産数量 達成率％ 申請数量 配布数量 達成率％

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

14年秋植用ばれいしょ原原種（袋） 5,754 5,800 6,216 107.2 5,191 5,071 97.7
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15年春植用ばれいしょ原原種（袋） 69,855 71,400 81,199 113.7 69,729 68,956 98.9

15年秋植用ばれいしょ原原種（袋） 6,115 6,200 － － － － －

15年春植用茶原種（本）２年生苗 27,000 30,000 43,640 145.5 44,850 36,920 82.3

15年春植用茶原種（本）１年生苗 2,460 2,500 2,540 101.6 2,500 2,500 100.0

16年春植用茶原種（本）２年生苗 31,700 32,500 － － － － －

16年春植用茶原種（本）１年生苗 28,400 28,400 － － － － －

14年夏植用さとうきび原原種（千本） 1,750 1,750 1,430 81.7 1,552 1,430 92.1

15年春植用さとうきび原原種（千本） 1,177 1,177 787 66.9 787 787 100.0

15年夏植用さとうきび原原種（千本） 1,743 1,743 － － － － －

注：15年春植用ばれいしょ原原種には15年４月の追加申請配布分を含む。

注：15年春植用さとうきび原原種には15年５月までの配布分を含む。

(2)原原種等の無病性の維 (2)原原種等の無病性、品 (2)原原種等の無病性、品 ◇ばれいしょ原原種生育期間 【事業報告書の記述】 Ａ

持・向上（病害罹病率0.1 質の維持・向上 質の維持・向上 中のほ場での肉眼による病 ○原原種等生産配布技術指針及び病

％未満）を図るとともに、 ア 原原種等の無病性の維 ア 原原種等の無病性の維 害検定の実施 害虫寄生消長調査等に基づいた病害

原原種等の品質の維持・向 持・向上 持・向上 Ａ：１作期当たり５回（２期 虫防除を行った。

上（ばれいしょ萌芽率90％ 原原種等生産配布技術指 原原種等生産配布技術指 作で３回）以上 ○生育期間中のほ場での肉眼による

以上、茶樹活着率90％以上 針等に基づき、病害虫防除 針等に基づき、病害虫防除 Ｂ：１作期当たり４回（２期 病害検定を計画的かつ病害虫の発生

、さとうきび発芽率80％以 対策を講じるとともに、生 対策を講じるとともに、生 作で２回） 状況に応じて以下の通り実施した。

上）を図る。 育期間中のほ場での肉眼に 育期間中のほ場での肉眼に Ｃ：１作期当たり３回（２期 ・14年秋植用ばれいしょ原原種(２

よる病害検定を、ばれいし よる病害検定を、ばれいし 作で１回）以下 期作)

ょ５回（２期作で３回）以 ょ５回（２期作で３回）以 ：４～10回

上、茶樹12回以上（１年生 上、茶樹12回以上（１年生 ・15年春植用ばれいしょ原原種

苗４回以上）及びさとうき 苗４回以上）及びさとうき ：５～９回

び12回以上実施し、収穫直 び12回以上実施し、収穫直

前の検定における病害罹病 前の検定における病害罹病 ◇茶原種生育期間中のほ場で ・15年春植用茶原種 Ａ

率を0.1％未満とする。 率0.1％未満とすることを の肉眼による病害検定の実 ：14回（２年生苗）

目指す。 施 ・15年春植用茶原種

Ａ：１作期当たり１２回（１ ：５回（１年生苗）

年生苗４回）以上

Ｂ：１作期当たり１１回（１

年生苗３回）
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Ｃ：１作期当たり１０回（１

年生苗２回）以下

◇さとうきび原原種生育期間 ・14年夏植用さとうきび原原種 Ａ

中のほ場での肉眼による病 ：13～14回

害検定の実施 ・15年春植用さとうきび原原種

Ａ：１作期当たり１２回以上 ：14回

Ｂ：１作期当たり１１回

Ｃ：１作期当たり１０回以下

◇ばれいしょ原原種無病性の ○ばれいしょ：極一部の農場品種で Ａ

維持・向上 0.1％を上回ったが、その他の農場

指標＝当該年度におけるばれ 、品種では全て0.1％未満であり、

いしょ原原種収穫直前の 全体として0.1％未満であった。

検定による病害罹病率

Ａ：0.1％未満

Ｂ：0.1％以上0.3％未満

Ｃ：0.3％以上

◇茶原種無病性の維持・向上 ○茶：全ての農場、品種で0.1％未 Ａ

指標＝当該年度における茶原 満であった。

種収穫直前の検定による

病害罹病率

Ａ：0.1％未満

Ｂ：0.1％以上0.3％未満

Ｃ：0.3％以上

◇さとうきび原原種無病性の ○さとうきび：全ての農場、品種で Ａ

維持・向上 0.1％未満であった。

指標＝当該年度におけるさと

うきび原原種収穫直前の

検定による病害罹病率

Ａ：0.1％未満

Ｂ：0.1％以上0.3％未満

Ｃ：0.3％以上

イ 原原種等の品質の維持 イ 原原種等の品質の維持 ◇原原種等の品質の維持・向 【事業報告書の記述】 Ａ

・向上 ・向上 上 (土壌改良方針は、平成14年度計画

原原種等生産配布技術指 原原種等生産配布技術指 Ａ：順調に進んでいる 項目、第１－３－(1)－ア参照：７

針等に基づき、土壌改良、 針等に基づき、土壌改良、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 頁)
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輪作年限の確保等の対策を 輪作年限の確保等の対策を Ｃ：不十分

実施し、配布する原原種等 実施し、配布する原原種等 本項目については、各年

について、ばれいしょ萌芽 について、ばれいしょ萌芽 度の年度計画において定

率90％以上、茶樹活着率90 率90％以上、茶樹活着率90 められている具体的目標

％以上、さとうきび発芽率 ％以上、さとうきび発芽率 等に照らし、達成度の評

80％以上を満たすようにす 80％以上を満たすことを目 価を行うものとする。

る。 指しており、14年度は、土

壌改良等の対策を実施し、 ◇ばれいしょ萌芽率 ○萌芽率等の確認方法については、 Ａ

配布する原原種等について Ａ：９０％以上 以下のとおり確認した。

萌芽率又は活着率（ばれい Ｂ：８０％以上９０％未満 ・ばれいしょ：配布した原原種の状

しょ90％以上、茶樹90％以 Ｃ：８０％未満 況を確認し、萌芽や塊茎に問題が

上）を満たすことを目指す ある場合は配布先等にその旨を伝

とともに、さとうきびにつ えるための材料とするためにも、

いては、前年度に引き続き 貯蔵中に萌芽の状況を確認するこ

、発芽率の確認方法の検討 ととし、調査数については原原種

を行う。 の品質調査（個別検定）と同数（

植付株数の0.3％以上、100塊茎以

上）以上とすることとし萌芽率を

確認した。結果は以下の通りであ

った。

14年秋植用：99.3％

15年春植用：97.6％

ただし、一部品種で塊茎の萎れ

や黒目症状が確認された。近年、

特に問題となっている黒目症状に

ついてその改善を図るため、「黒

目症状改善プロジェクト」を立ち

上げ、原因の究明を進めるべく関

係農場一帯となった総合的調査検

討を行うこととした。

◇茶樹活着率 ・茶：配布と同時期に各品種20本を Ａ

Ａ：９０％以上 抽出し、活着率を確認した。結果

Ｂ：８０％以上９０％未満 は以下の通りであった。

Ｃ：８０％未満 14年春植用：100％、

◇さとうきび発芽率 ・さとうきび：昨年度収穫配布時に Ａ

Ａ：８０％以上 行った土壌植付による調査方法で

Ｂ：７０％以上８０％未満 は、労力的に難しいことから、14

Ｃ：７０％未満 年度はバット等において湿潤条件
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を維持し発芽率を確認したところ

、従前の土壌に植え付ける方法と

遜色が無かったことから、本手法

により発芽率を確認することとし

た。

本方法による発芽率を確認した

結果は以下の通り。

14年夏植用：85.4％

15年春植用：95.5％

(3)原原種等の配布の申請 (3)原原種等の配布の迅速 (3)原原種等の配布の迅速 ◇原原種等の配布の迅速化 【事業報告書の記述】 Ａ

期限から配布開始までの期 化 化 Ａ：順調に進んでいる ○全国のばれいしょ採種道県協議会

間を次の期間以内とし、原 原原種等の生産見込数量 原原種等の生産見込数量 Ｂ：概ね順調に進んでいる や各道県等で行われる種苗の需給協

原種等の配布の迅速化を図 の把握を適時に行い、収穫 の把握を適時に行い、収穫 Ｃ：不十分 議会等に参加し、需要動向を的確に

る。 調製から配布数量決定まで 調製から配布数量決定まで 本項目については、各年 把握するように努めるとともに原原

の期間の短縮に努めるとと の期間の短縮に努めるとと 度の年度計画において定 種等生産農場から定期的に報告され

ア ばれいしょ：1.5か月 もに、生産見込数量を関係 もに、生産見込数量を関係 められている具体的目標 る選別状況等を元に的確な配布数量

道県に早期に提示し、配布 道県に早期に提示し、配布 等に照らし、達成度の評 の把握に努めた。

イ 茶樹：１か月 数量決定までに係る事務処 数量決定までに係る事務処 価を行うものとする。 （第２－6表参照：37頁）

理の迅速化を図り、配布の 理の迅速化を図り、配布の

ウ さとうきび：２か月 申請期限から配布開始まで 申請期限から配布開始まで

の期間をばれいしょ1.5ヶ の期間をばれいしょ1.5ヶ

月、茶樹１か月、さとうき 月、茶樹１か月、さとうき

び２か月以内とする。 び２か月以内とすることを

目指す。

◇ばれいしょ原原種の申請期 【その他特記事項】 Ａ

限から配布開始までの期間 ○それぞれ、Ａ評価の期間内であっ

Ａ：1.5ヶ月以内 た。

Ｂ：1.5ヶ月を超え2.5ヶ月以

内

Ｃ：2.5ヶ月を超える

◇茶原種の申請期限から配布 Ａ

開始までの期間

Ａ：１ヶ月以内

Ｂ：１ヶ月を超え２ヶ月以内

Ｃ：２ヶ月を超える

◇さとうきび原原種の申請期 Ａ

限から配布開始までの期間
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Ａ：２ヶ月以内

Ｂ：２ヶ月を超え３ヶ月以内

Ｃ：３ヶ月を超える

第２－6表 種苗の申請から配布までの期間（括弧内は13年度）

種苗名 配布種苗 申請期限 配布開始

(13年秋植用) (８月14日)

14年秋植用 ６月末 ８月６日

ばれいしょ原原種 (14年春植用) (10月31日)

15年春植用 ９月15日 10月31日

茶原種 (14年春植用) (３月12日)

15年春植用 １月末日 ２月28日

(13年夏植用) (10月１日)

14年夏植用 ７月末日 ９月30日

さとうきび原原種 (14年春植用) (３月12日)

15年春植用 １月15日 ３月12日

(4)原原種等の配布先であ (4) 実需者における評価 (4)実需者における評価 ◇アンケート結果に基づく次 【事業報告書の記述】 Ａ

る都道府県に対し意向把握 原原種等の配布先である 原原種等の配布先である 年度以降の原原種等生産配 ○14年度は市町村単位の農協（最小

のためのアンケート調査を 都道府県に対し、アンケー 都道府県に対し、アンケー 布に関する改善計画の作成 の組織単位）及び道県を調査対象と

行い、その調査結果を分析 ト調査を毎年度実施し、ア ト調査を毎年度実施し、ア による業務の改善 してアンケートを行った。また、ア

し、業務の質の向上を図る ンケート結果に基づき次年 ンケート結果に基づき次年 Ａ：順調に進んでいる ンケート様式についても13年度試行

とともに、クレームがあっ 度以降の原原種等生産配布 度以降の原原種等生産配布 Ｂ：概ね順調に進んでいる 的アンケートで対象者から寄せられ

た場合には適切に処理する に関する改善計画を作成し に関する改善計画を作成し Ｃ：不十分 た改善事項を見直すとともに、より

。その際、顧客満足度を５ て業務の改善を図るととも て業務の改善を図るととも 分かりやすい質問となるよう改善を

段階評価で数値化し、４以 に、クレームがあった場合 に、クレームがあった場合 行った。市町村単位の対象者に対し

上を目標とする。 には適切に対処する。この には適切に対処し、アンケ ては、原原種等の品質及び当センタ

ことにより、アンケート結 ート結果で顧客満足度５段 ーの問い合わせへの対応等について

果で顧客満足度５段階評価 階評価の4.0以上を得るよ 、５段階の評価で把握できるように

の4.0以上を得るよう努め う努めることとしており、 するとともに、道県に対しては価格

る。 14年度は、前年度に行った 、規格等の原原種等の制度的な面に

試行的なアンケートが対象 ついて、主に記述式アンケートを行

者の意見等を的確に反映し った。

ているかを確認するととも ・アンケートには原原種の品質や対

に、必要に応じてアンケー 応等の個別の項目毎に評価を付け

ト様式の見直しを行い、当 るものと、原原種等を総合的に見

該様式によりアンケート調 た場合の評価を付けるものがある

査を行う。また、原原種等 (下記の表には総合評価の評価点

生産配布に関する改善計画 を記載した)。

へのアンケート結果の的確 ・改善計画へのアンケート結果の的
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な反映のための検討を行う 確な反映の為、評価点の低い事項

とともに、生産配布に関す 及び記述回答事項について、全て

る改善計画を作成する。さ ピックアップしその対応策を検討

らに、クレームがあった場 し、改善計画とした。

合にはそれらについて適切 （第２－7表参照）

に対処する。 第２－7表 アンケート回集結果

平成14年度農協等向アンケート

回答 送付 回集率 総合

農協等数 農協等数 評価

春植用ばれいしょ 75 81 92.6％ 4.1

秋植用ばれいしょ 12 14 85.7％ 4.0

春植用 茶 ５ ５ 100 ％ 4.2

春植用さとうきび 44 44 100 ％ 4.1

夏植用さとうきび 43 46 93.5％ 3.8

全 体 179 190 94.2％

アンケート回集結果（つづき）

平成14年度道県向アンケート(括弧内は平成13年度結果)

回答道県 送付道県 回集

春植用ばれいしょ 注)15(11) 注)15(13) 100 ％(84.6)

秋植用ばれいしょ (６) (９) (66.7)

春植用 茶 ４(３) ４(３) 100 ％(100)

春植用さとうきび 注)１(１) 注)２(２) 50 ％(50.0)

夏植用 (２) (２) (100)

全 体 20(23) 21(29) 95.2％(79.3)

注）14年度は主に制度的事項についてアンケートを行ったこ

から、昨期ごとの区分はない。

【その他特記事項】

○顧客満足度の向上のための取り組みについては、原原種・原

種に関するアンケート調査の結果を基に具体的な業務改善計画

を作成していることや、顧客からのクレームへの対処が、きめ

細かくかつオープンに行われていることから、それらを今後の

業務改善に活かしていこうとしており、高く評価できる。

なお改善計画の実施時期について確認を行ったところ、殆ど

は当該年度に対応していた。また、ある程度時間を要するもの

は、今後、改善計画に実施時期を記入させることとした。

◇クレームへの対処 【事業報告書の記述】 Ａ

Ａ：適切に対処されている ○クレーム等に対する対応
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Ｂ：一部に問題があった ・最善の注意を払っても間違いは起

Ｃ：問題があった こり得るという認識を持ちつつ対

（クレームがない場合は本 応する。

項目の評価は行わない。） ・クレーム等が発生した際には相手

側に対し誠意を持って対応する。

上記２項目については、 ・正確な情報で適切に対応する。

各年度の年度計画におい ・原原種等に対するクレーム・問い

て定められている具体的 合わせについては、確認シートに

目標等に照らし、達成度 より、必要事項を確認しつつ対応

の評価を行うものとする。 する。

14年度は配布した原原種等について

、配布先からのクレーム11件及び問

い合わせ６件があった。このため当

該原原種に係る情報の収集に努める

とともに、上記のような適時的確に

対処を行った結果、クレーム先等に

は概ね了解を得ることができたもの

と考える。

◇ばれいしょ原原種配布先の 【その他特記事項】 Ａ

満足度の向上 アンケート調査の総合評価におけ

指標＝当該年度におけるばれ る満足度により、評価を行った。

いしょ原原種配布先アン （第２－7表参照：38頁）

ケート結果での顧客満足 ・14年春植用ばれいしょ：4.1

度 ・14年秋植用 〃 ：4.0

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

◇茶原種配布先の満足度の向 ・14春植用 茶 ：4.2 Ａ

上

指標＝当該年度における茶原

種配布先アンケート結果

での顧客満足度

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

◇さとうきび原原種配布先の ・14年春植用さとうきび：4.1 Ｂ

満足度の向上 ・14年夏植用 〃 ：3.8
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指標＝当該年度におけるさと

うきび原原種配布先アン さとうきびでは、一部、Ｂ評価の

ケート結果での顧客満足 基準に該当しているため、Ｂ評価と

度 した。

Ａ：4.0以上

Ｂ：3.0以上4.0未満

Ｃ：3.0未満

(5)食料・農業・農村基本 (5)不測時における食料安 (5)不測時における食料安 ◇不測時におけるばれいしょ 【事業報告書の記述】 Ａ

計画に即し、不測時におい 全保障への支援体制の整備 全保障への支援体制の整備 への転換等による食料の増 ○ばれいしょの大量急速増殖手法の

てばれいしょへの転換等に マイクロチューバー、挿 マイクロチューバー、挿 産のための種苗の緊急増殖 開発のため以下の調査課題に取り組

より食糧の増産が図られる し木増殖等を利用したばれ し木増殖等を利用したばれ 体制の確立等による支援体 んだ。

よう、種苗の緊急増殖体制 いしょ等の大量急速増殖手 いしょ等の大量急速増殖手 制の整備 ・ばれいしょの挿し木(発根移植法)

の確立等による支援体制を 法の開発や増殖体系の検討 法の開発や増殖体系の検討 Ａ：順調に進んでいる による種苗の緊急大量増殖技術

整備する。 を行うこと等により、不測 を行うこと等により、不測 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・ばれいしょの種苗(小切片)による

の事態に対処するための支 の事態に対処するための支 Ｃ：不十分 大量増殖技術

援体制を整備する。 援体制を整備することとし 本項目については、各年 ・ばれいしょの種苗(全粒・小粒)に

ており、14年度は、13年度 度の年度計画において定 よる大量増殖技術

に引き続き、マイクロチュ められている具体的目標 ・マイクロチューバー利用の実証試

ーバー・挿し木増殖を用い 等に照らし、達成度の評 験

たばれいしょの急速増殖手 価を行うものとする。 ・マイクロチューバー簡易培養化に

法及び小粒塊茎・小切片を 関する調査

用いた種苗の有効利用方法 ・マイクロチューバー栽培の機械化

の開発について検討を行う 実証試験

。 ・養液栽培実証試験

・養液栽培由来スモールチューバー

生産能力の検討

(6)ばれいしょ、茶樹及び (6)試験研究機関等への協 (6)試験研究機関等への協 ◇試験研究機関等との情報交 【事業報告書の記述】 Ａ

さとうきびに係る試験研究 力 力 換及び育種、栽培技術開発 ○北海道農業研究センター、九州沖

を行う試験研究機関等に対 試験研究機関との情報交 試験研究機関との情報交 等に必要な調査用種苗の提 縄農業研究センター等の試験研究機

し、技術の提供及び健全無 換を密接に行うとともに、 換を密接に行うとともに、 供 関と新品種等の品種特性、病害検定

病種苗の配布を行うととも 育種、栽培技術開発等に必 育種、栽培技術開発等に必 Ａ：順調に行われている 等に係る情報交換を実施した。

に、試験研究機関と連携し 要な調査用種苗の提供を行 要な調査用種苗の提供を行 Ｂ：概ね順調に行われている ・調査用種苗の提供として、

、母本の早期無毒化等によ う。また、試験研究機関と い、また、試験研究機関と Ｃ：不十分 14年秋植用ばれいしょ

り新品種の早期普及に資す 連携し、有望育成系統等の 連携し、有望育成系統等の ：３機関に７品種 930kg

る。 段階から母本の無病化、増 段階から母本の無病化、増 15年春植用ばれいしょ

殖特性の確認等を行うとと 殖特性の確認等を行うとと ：８機関に42品種6,094kg

もに、必要に応じ急速増殖 もに、必要に応じ急速増殖 15年春植用茶

を行うことにより、新品種 を行うことにより、新品種 ：３機関に12品種1,060本
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の早期普及に資する。 の早期普及に資する。 15年春植用さとうきび

：１機関に１品種1,200本

の配布を行い要望を概ね満たした。

◇試験研究機関との連携、母 ○有望育成系統等の母本の無病化、 Ａ

本の早期無毒化等による新 増殖特性の確認を延べで以下の通り

品種の早期普及 行った。

Ａ：順調に進んでいる ・ばれいしょ：無病化17系統、増殖

Ｂ：概ね順調に進んでいる 特性確認29系統

Ｃ：不十分 ・茶：増殖特性確認８系統

・さとうきび：無病化15系統、増殖

上記２項目については、 特性確認16系統

各年度の年度計画におい なお、ばれいしょについては新品種

て定められている具体的 等の加工適性を評価するために加工

目標等に照らし、達成度 食品メーカー等を含めた研究会に参

の評価を行うものとする。 画し、新系統の早期無病化調査用種

苗の配布を行った。

(7)原原種等の生産及び配 (7)種苗生産に関する情報 (7)種苗生産に関する情報 ◇原原種等の生産及び配布に 【事業報告書の記述】 Ａ

布により得られた情報及び 及び知見の農林水産省への 及び知見の農林水産省への より得られた情報及び知見 ○原原種等の配布実績報告について

知見を農林水産省に提供す 提供 提供 の農林水産省への提供 は、各作物配布終了後各配布農場か

る。 ばれいしょ、茶樹及びさ ばれいしょ、茶樹及びさ Ａ：十分行われている らの配布実績報告書をとりまとめ,

とうきびの生産の振興及び とうきびの生産の振興及び Ｂ：概ね行われている 農林水産省に報告を行った。また、

適正な流通に資するため、 適正な流通に資するため、 Ｃ：不十分 ばれいしょ、茶及びさとうきびに係

原原種等の生産配布業務を 原原種等の生産配布業務を 本項目については、各年 る各地域の情報の収集、提供につい

実施する中で知り得た情報 実施する中で知り得た情報 度の年度計画において定 ては、原原種等配布先での種苗生産

及び知見について、農林水 及び知見について、農林水 められている具体的目標 等に係る状況を調査後、随時農林水

産省に積極的に提供する。 産省に積極的に提供するこ 等に照らし、達成度の評 産省に提供（メールを活用し11回報

ととしており、14年度は、 価を行うものとする。 告）するとともに、当該結果を「平

原原種等の配布実績等の定 成14年度ばれいしょ原原種、茶原種

期的報告を行うとともに、 及びさとうきび原原種配布先調査報

当該作物に係る各地域の情 告書」として取りまとめ提供した。

報の収集等を行い、随時提

供する。

４ １～３の業務に係る技 ４ １～３の業務に係る技 ４ １～３の業務に係る技 ○調査研究業務の質の向上 Ｂ

術に関する調査及び研究 術に関する調査及び研究 術に関する調査及び研究 指標＝各小項目の評価点数の

調査及び研究に係る目標 合計

の作成に当たって、次のよ 各小項目の評価点数の区

うに定義した用語を主に使 分は以下のとおりとする。
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用して段階的な達成目標を Ａ評価：１点、Ｂ評価：

示している。また、調査及 ０点、Ｃ評価：－１点

び研究の対象等を明示する Ａ：８点以上

ことにより、必ず達成すべ Ｂ：０点～７点

き目標を具体的に示してい Ｃ：０点未満

る。 なお、特殊事情、業績等

開発する：利用可能な技 の特筆すべき事項も考慮

術を作り上げること。 する。

確立する：技術を組み合

わせて技術体系を作り上げ 第２－8表 平成14年度調査研究業務実施状況

ること。 （重要課題）

香り、成分等の生理生態的特性の調査手法の開発(H13～17)

DNA分析技術を用いた品種識別手法の開発(H13～17)

種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発(H13～17)

DNA分析技術を用いたGM種苗の検査手法の開発(H13～17)

PCR法を用いたばれいしょ原原種検定技術の開発(H11～14)

高品質ばれいしょ原原種生産管理技術体系の確立(H12～16)

組織培養技術等を利用した原原種生産技術体系の開発(H13～17

)

（受託共同課題）

不測時の食料安全保障確立のための調査研究のうち「いも類（

ばれいしょ）種苗の緊急大量増殖技術の確立」（H12～14)

遺伝子組換え体の産業利用における安全性確保総合研究(トウ

モロコシ、ナタネの花粉飛散・交雑に関する調査研究)

(H14～17)

「野菜・茶及びウメの原産地表示判別技術の開発（DNA多型に

よるエダマメ品種識別技術の開発）(H14～16)

(1)各業務が直面する課題 (1)センターにおける調査 (1)センターにおける調査 ◇各業務の直面する課題を踏 【事業報告書の記述】 Ａ

を踏まえ、次の調査研究課 及び研究の実施に当たって 及び研究の実施に当たって まえた具体的な調査研究課 ○中期計画に挙げた重点７調査研究

題について、具体的達成目 は、各業務の直面する課題 は、各業務の直面する課題 題及びその達成目標の設定 課題に関し年度計画に沿って調査研

標を設定しつつ重点的に実 を踏まえ、具体的な調査研 を踏まえ、具体的な調査研 Ａ：順調に進んでいる 究の実施を図るとともに、平成15年

施する。 究課題及びその達成目標を 究課題及びその達成目標を Ｂ：概ね順調に進んでいる ３月19日に調査研究担当者会議と合

定めるものとし、各業務に 定めるものとし、各業務に Ｃ：不十分 同で重点調査研究課題推進会議の開

ついて次の調査研究課題に ついて次の調査研究課題に 催を行い、その成果を報告した。

重点的に取り組むものとす 重点的に取り組むとともに

る。また、調査研究結果に 、調査研究結果については

ついては、適宜評価を行い 、適宜評価を行い、調査研 ◇調査研究結果の評価による 【事業報告書の記述】 Ａ

、調査研究内容の見直し、 究内容の見直し、新規課題 調査研究内容の見直し、新 ○近年問題となっているばれいしょ

新規課題の設定等に反映さ の設定等に反映させるとと 規課題の設定等への反映 原原種のいわゆる黒目症状対策にセ
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せるとともに、可能なもの もに、可能なものから各業 Ａ：反映させている ンター全体として取り組むこととし

から各業務へ調査研究成果 務へ調査研究成果を順次導 Ｂ：概ね反映させている 、各農場における課題の分担などを

を順次導入するものとする 入するものとしており、14 Ｃ：不十分 行った。

。 年度は、下記の重点７調査

研究課題の調査研究の推進 ◇調査研究成果の各業務への 【事業報告書の記述】 Ｂ

を図り、それに伴う推進会 導入 ○調査研究成果の業務導入として種

議等を開催する。 Ａ：順調に進んでいる 子病害検査項目に14年度からキャベ

Ｂ：概ね順調に進んでいる ツ黒腐病を導入した。

Ｃ：不十分

上記３項目については、

各年度の年度計画におい

て定められている具体的

目標等に照らし、達成度

の評価を行うものとする。

ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係

(ｱ)香り、成分等の生理生 (ｱ)香り、成分等の生理生 (ｱ)香り、成分等の生理生 ◇香り、成分等の生理生態的 【事業報告書の記述】 Ｂ

態的特性の調査手法を開発 態的特性の調査手法の開発 態的特性の調査手法の開発 特性の調査手法の開発 ○ラベンダーの香気対象を23成分と

する。 ガスクロマトグラフィー ガスクロマトグラフィー Ａ：順調に実施されている して、前年度同様に花萼エーテル抽

等を用いて、花の香り、野 等を用いて、花の香り、野 Ｂ：概ね順調に実施されてい 出物のGC-MS分析で測定を行った。

菜の栄養成分等を効率的に 菜の栄養成分等を効率的に る その結果、同時期に採取した品種内

抽出し、その品種間差を分 抽出し、その品種間差を分 Ｃ：不十分 で組成の均一性が確認されており、

析する手法を開発する。 析する手法を開発すること 供試した27品種で組成の品種間差が

としており、14年度は、13 認められた。また、花萼の発育初期

年度に実施したラベンダー ～開花期までを５段階のステージに

の香気成分の分析結果を活 分け、成分の含有量と組成を調査し

用し、13年度と同様な手法 たところ、花萼の肥大期～開花直前

で試験を行い、その結果を に成分含有量が多く開花後減少して

比較することで香気主要成 いる傾向であり、組成もステージ間

分の年次・季節間変動等の で変動している。また花萼の採取時

有無を検討する。 期による成分の含有量と組成の調査

では、時期間で含有量と組成が変動

することが確認された。

(ｲ)DNA分析技術を用いた品 (ｲ)DNA分析技術を用いた品 (ｲ)DNA分析技術を用いた品 ◇DNA分析技術を用いた品種 【事業報告書の記述】 Ａ

種識別手法を開発する。 種識別手法の開発 種識別手法の開発 識別手法の開発 ○ナシのSSRマーカーの開発に関しR

AFLP又はSSR等DNA分析技 AFLP又はSSR等DNA分析技 Ａ：順調に実施されている AHM法、 アンカー法、濃縮ゲノミ5’

術を用いたイネ、ナシ等の 術を用いたイネ、ナシ等の Ｂ：概ね順調に実施されてい ックライブラリー法の異なる３つの

品種識別技術を開発する。 品種識別技術を開発するこ る 方法で 種類のSSRマーカーを開発35
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ととしており、14年度は、 Ｃ：不十分 した。これらSSRマーカーは世界初

13年度に開発したナシのマ の例となった。

イクロサテライト（SSR） SSRマーカーを用いた品種識別等

マーカーを利用して、種苗 では11種類のSSRマーカーを用いる

法におけるナシの登録品種 ことで、ナシ５種59品種のうち、同

の品種識別及び同一性の手 名異種、異名同種を除く57品種の識

法開発を検討する。また、 別が可能でありさらに系統樹の作成

エダマメについては、既存 により遺伝的類縁性の特徴も裏付け

のSSRマーカーを使用し、 られた。またSSRマーカーは品種内

品種識別技術の手法を開発 では安定しており、品種の均一性、

する。 安定性の評価に利用可能であった。

○エダマメの品種識別に関しては、

既存のSSRマーカーの中から選抜を

進めることにより、これまで識別で

きなかった２品種間で多型を示すSS

Rマーカーを選抜できた。

イ 種苗検査関係 イ 種苗検査関係 イ 種苗検査関係 ◇種苗伝染性病害の簡易な検 【事業報告書の記述】 Ｂ

(ｱ)種苗伝染性病害の簡易 (ｱ)種苗伝染性病害の簡易 (ｱ)種苗伝染性病害の簡易 定手法の開発 ○にんじん黒斑病、トマトかいよう

な検定手法を開発する。 な検定手法の開発 な検定手法の開発 Ａ：順調に実施されている 病、いんげんまめ炭そ病、キャベツ

種子伝染性病害の病原体 種子伝染性病害の病原体 Ｂ：概ね順調に実施されてい 根朽病、ウリ類つる枯れ病、トマト

による種子汚染について、 による種子汚染について、 る ・トウガラシモザイク病（TMV）、

正確かつ再現性のある簡易 正確かつ再現性のある簡易 Ｃ：不十分 レタスモザイク病（LMV）の簡易検

検定手法をニンジン等につ 検定手法をニンジン等につ 定手法に関する調査研究を実施し、

いて開発する。 いて開発することとしてお 概ね順調に進んだ。特にニンジン黒

り、14年度は、13年度で開 斑病検査法として近紫外光を用いた

発したニンジン黒斑病の検 凍結ブロッター法及びARSA選択培地

定法に加え、トマト・トウ を用いた方法が適当であることが判

ガラシモザイク病等の病害 明した。

検定手法を開発する。

(ｲ)DNA分析技術等を用いた (ｲ)DNA分析技術を用いたGM (ｲ)DNA分析技術を用いたGM ◇DNA分析技術等を用いたGMO 【事業報告書の記述】 Ａ

GMO種苗の検査手法を開発 O種苗の検査手法の開発 O種苗の検査手法の開発 種苗の検査手法の開発 ○遺伝子組み換えの出願カーネショ

する。 品種登録出願された遺伝 品種登録出願された遺伝 Ａ：順調に実施されている ン品種に関しGMカーネーションに導

子組換え種苗について、そ 子組換え種苗について、そ Ｂ：概ね順調に実施されてい 入されている遺伝子の塩基配列を特

の導入遺伝子を検出する特 の導入遺伝子を検出する特 る 許情報から入手し、この遺伝子の一

異的プライマー等を開発す 異的プライマー等を開発す Ｃ：不十分 部領域を増幅するプライマーを２組

る。 ることとしており、14年度 作製した｡非GMカーネーション品種

は、13年度に収集した遺伝 及びこの品種由来のGMカーネーショ

子組換え作物における導入 ンからDNAを抽出してPCRの鋳型とし
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遺伝子のＤＮＡ情報等の分 、作製した２組のプライマーを用い

析を踏まえ、市販のキット てそれぞれ導入遺伝子の増幅を試み

を使用しとうもろこし（ス た。その結果、両プライマー共にGM

イートコーン）種子からの カーネーション特異的バンドを検出

導入遺伝子の有無の検出を することが可能であった。

実施するとともに、遺伝子

組換え作物が出願された場

合は、遺伝子情報を得て検

出技術の手法開発を行う。

ウ 原原種等の生産及び配 ウ 原原種等の生産及び配 ウ 原原種等の生産及び配 ◇PCR法を用いたばれいしょ 【事業報告書の記述】 Ａ

布関係 布関係 布関係 原原種検定技術の開発 ○集団検定に必須とされるサンプリ

(ｱ)PCR法を用いたばれいし (ｱ)PCR法を用いたばれいし (ｱ)PCR法を用いたばれいし Ａ：順調に実施されている ング・検出感度の向上を目的に調査

ょ原原種検定技術を開発す ょ原原種検定技術の開発 ょ原原種検定技術の開発 Ｂ：概ね順調に実施されてい 研究を実施した。抗血清と磁気ビー

る。 PCR法によるばれいしょ PCR法によるばれいしょ る ズを用いた免疫磁気ビーズを作製し

主要ウイルス等の検定方法 主要ウイルス等の検定方法 Ｃ：不十分 、培地およびPCR法による検出を行

を確立するとともに、検定 を確立するとともに、検定 った結果、標的菌の濃縮集菌が可能

システムを開発する。 システムを開発することと なことが示唆された。一方、目的外

しており、14年度は、13年 菌を含む非単菌条件下での選択的集

度に開発したばれいしょの 菌には、免疫磁気ビ－ズと細菌間の

主要ウイルスの検定方法に 一層の結合力向上を図る必要性があ

ついて、現場における集団 るなど課題も残ったが、概ね順調に

検定への適応を検討すると 推移した。

ともに、黒あし病に対する

遺伝子診断用プライマー等

を検討する。

(ｲ)高品質ばれいしょ原原 (ｲ)高品質ばれいしょ原原 (ｲ)高品質ばれいしょ原原 ◇高品質ばれいしょ原原種生 【事業報告書の記述】 Ｂ

種生産管理技術体系を確立 種生産管理技術体系の確立 種生産管理技術体系の確立 産管理技術体系の確立 ○栽培要因に関する調査として、未

する。 高品質のばれいしょ原原 高品質のばれいしょ原原 Ａ：順調に実施されている 熟塊茎の要因となる遅植や遅植多肥

種に対する需要にこたえる 種に対する需要にこたえる Ｂ：概ね順調に実施されてい 処理を行った。両処理は共に対照区

ため、発芽力の高い塊茎の ため、発芽力の高い塊茎の る と比較して萌芽率、生育及び収量に

充実度検査方法及び原原種 充実度検査方法及び原原種 Ｃ：不十分 は大きな差は見られず、次代への影

品質検査システムを確立す 品質検査システムを確立す 響は認められなかった。また、生育

る。 ることとしており、14年度 中の茎葉に含まれる硝酸態窒素量が

は、前年度に引き続き、茎 熟度の指標になることから、収穫し

葉処理時期による塊茎品質 た結果、生育期間が長いものほど塊

並びに肥料成分が塊茎内成 茎重量は増加し、茎葉に含まれる硝

分、生理障害及び萌芽力に 酸態窒素含有量は低下していたが、

及ぼす影響についての検討 澱粉価と硝酸態窒素含有量について
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を行う。 は傾向はつかめなかった。

○黒目症状による不萌芽の要因に関

する調査として、塊茎内成分と萌芽

及び生育との関係を比較調査した。

その結果、黒目症状と思われる塊茎

は、健全塊茎に比べカルシウム含有

量が低かった。しかし、萌芽率、茎

長、収量に明確な差はなかった。ま

た、黒目症状があった塊茎中の成分

分析を行った。その結果、黒目症状

のある塊茎はホウ素含有量が少なく

、黒目症状とホウ素含有量に関連が

ある可能性が示された。

○粉状そうか病の検知方法を確立す

るため市販のキットを使用し、粉状

そうか病菌接種土壌中から菌の核酸

抽出を行い、PCR法による核酸の増

幅の確認を行った。その結果、接種

したほ場土壌からは核酸の抽出はで

きなかったが、接種したクレハ培養

土からは核酸が抽出でき供試したプ

ライマーでの増幅は良好であった。

(ｳ)組織培養技術等を利用 (ｳ)組織培養技術等を利用 (ｳ)組織培養技術等を利用 ◇組織培養技術等を利用した 【事業報告書の記述】 Ｂ

した原原種生産技術体系を した原原種生産技術体系の した原原種生産技術体系の 原原種生産技術体系の確立 ○ばれいしょのストロンの伸びを根

確立する。 確立 確立 Ａ：順調に実施されている 切りシートで制限し、養液培地のロ

マイクロチューバーを利 マイクロチューバーを利 Ｂ：概ね順調に実施されてい ックウール内での塊茎着生が生じな

用したばれいしょ原原種生 用したばれいしょ原原種生 る いよう養液装置を工夫した結果、塊

産技術体系を確立するとと 産技術体系を確立するとと Ｃ：不十分 茎の収穫は容易になった。今年度は

もに、さとうきび組織培養 もに、さとうきび組織培養 昨年に比べ大規模な装置の設置をし

苗の効率的な生産技術体系 苗の効率的な生産技術体系 上記７項目については、 たため植え付け時期がやや遅れ、栽

及び側枝苗によるペーパー 及び側枝苗によるペーパー 開発、確立すべき課題の 培期間が短かくなって増殖倍率は昨

ポット育苗・機械移植技術 ポット育苗・機械移植技術 調査、研究の進捗状況を 年より低かったが、増殖倍率はデジ

体系を確立する。 体系を確立することとして 勘案して、達成度の評価 マで約70倍、ワセシロで約50倍と既

おり、14年度は、ばれいし を行うものとする。 存の栽培方法(土耕)に比べ高い増殖

ょについては、13年度に確 率が得られた。

立したマイクロチューバー 本年は小粒では生育や収量に対す

（MT）生産の培地条件にか る不安もあるため収穫重量を２倍の

かわる基礎的技術について 20gとして収穫を行った。その結果

、ほ場における生産力の検 収穫個数は10gに比べ６割程度に落
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定を行うとともに、更にＭ ちたが、増殖率は60倍程度と十分高

Ｔの特性を活用して養液栽 い増殖率であった。

培によるスモールチューバ ○養液栽培由来のスモールチューバ

ーの生産を検討し、さとう ー生産能力の検討を行った。養液栽

きびについては、13年度に 培で得られた塊茎(スモールチュー

確立した多芽体等培養苗の バー。以下、STとする。）を通常の

増殖技術の基本的事項につ 塊茎（対照区）と並べてほ場に植え

いて組織培養苗のほ場での 付け、生産能力を調査した。その結

生産力の検証を実施する。 果、ワセシロのSTは対照区に比べて

生育が劣り、途中で生育が停止した

。また、収量は劣ったが規格内の歩

留まりは良好でありライマン価は対

照区並みであった。デジマのSTは対

照区に比べて生育は遜色なく、途中

で生育が停止することもなかった。

また、収量も遜色なかったが、茎数

が少なかったため大粒が発生し歩留

まりは低下した。ライマン価は対照

区以上であった。ワセシロ、デジマ

両品種とも植付けたST重量が５～10

ｇのものより10～20ｇの方が生育が

良かった。

○さとうきび組織培養苗を用いた優

良種苗生産体系を想定し、実用化に

即した多品種同時栽培と、不合格種

苗の形態について調査した。また、

培養苗の効率的増殖方法について検

討した。その結果、多芽体誘導初期

における優良個体形成数、増殖期間

、不合格種苗発生数に品種間差が認

められた。さらに、低増殖品種や低

誘導品種が確認された。また、不合

格種苗の外観形態においてはアルビ

ノ・叢生等の形状が誘導時から馴化

までの各増殖段階及び全品種で観察

された。

○側枝苗を用いた原原種苗生産体系

に必要な新たな病害検定法（黒穂病

・白すじ病）について、側枝苗にお

ける病徴発現や遺伝子診断法等の調
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査を行った。その結果、黒穂病に罹

病した植物体から検出部位として各

側枝形成節位の仮茎長が大きい側枝

の葉鞘部が適当な検定部位として確

認できた。

白すじ病の簡易診断法としてpenc

il line類似症状から細菌の噴出に

よる判別が可能であった。また、PC

Rを用いても容易に診断できたこと

から、菌の噴出が不鮮明な場合や茎

節からの検出等には、PCRを併用す

ることが効果的であった。また、わ

い化病についても検定手法の可能性

を得る等概ね順調に推移した。

(2)調査及び研究を進める (2)試験研究機関等との連 (2)試験研究機関等との連 ◇試験研究機関等との情報交 【事業報告書の記述】 Ａ

に当たっては、試験研究機 携 携 換、共同研究の実施等によ ○14年度は昨年に引き続き農林水産

関等と情報交換、共同研究 試験研究機関等の持つ情 試験研究機関等の持つ情 る密接な連携の推進 省の行政に対応した調査研究として

を行う等、密接な連携を図 報を収集整理するとともに 報を収集整理するとともに Ａ：順調に進んでいる 、(独)農業環境技術研究所及び(独)

る。 、センターの持つ情報を積 、センターの持つ情報を積 Ｂ：概ね順調に進んでいる 農業技術研究機構と共同研究課題「

極的に提供する。また、セ 極的に提供し、また、セン Ｃ：不十分 不測時の食料安全保障確立のための

ンターが実施する調査及び ターが実施する調査及び研 本項目については、各年 調査研究」を実施し、センターは「

研究について、試験研究機 究について、試験研究機関 度の年度計画において定 いも類(ばれいしょ)種苗の緊急増殖

関等と協力して実施できる 等と協力して実施できる場 められている具体的目標 技術の確立」の課題を胆振農場、上

場合にあっては、共同研究 合にあっては、共同研究を 等に照らし、達成度の評 北農場及び八岳農場が担当した。

を行う等緊密な連携を図る 行う等緊密な連携を図るこ 価を行うものとする。 ○14年度から新たに農林水産省の実

。 ととしており、14年度は 施プロジェクトに関し、「遺伝子組

、試験研究機関主催の研究 換え体の産業利用における安全性確

会、シンポジウム等への参 保総合研究」の一環として（独）農

画を図るとともに、他機関 業技術環境研究所等と共同で「組換

との共同研究を実施する。 え体農作物の花粉飛散と交雑に関す

る調査研究」を嬬恋農場及び雲仙農

場の大規模ほ場にて実施するととも

に、更に「野菜・茶およびウメの原

産地表示判別技術の開発」の分担と

してDNA多型によるエダマメ品種識

別技術の開発を本所(調査研究課)に

て実施した。

【その他特記事項】
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調査研究業務については、センター

業務の技術改良のためという位置付

けの中で、先端的な技術開発につい

てもバランスを持って実施されてお

り、特に果樹の品種識別技術など学

会等で高い評価を得ている分野があ

り注目される。

５ １～４の業務に附帯す ５ １～４の業務に附帯す ５ １～４の業務に附帯す ○附帯業務の質の向上 Ａ

る業務 る業務 る業務 指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：６点以上

Ｂ：０点～５点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

※ 評価対象外の小項目があ

る場合は、これを差し引い

て算定した加算点数とする

(1)種苗に係る情報の収集 (1)種苗に係る情報の収集 (1)種苗に係る情報の収集

及び整理を行い、出願者に 、整理及び提供並びに技術 、整理及び提供並びに技術

対する情報提供や適正な種 指導 指導

苗流通を推進するための情 ア 出願者に対する情報提 ア 出願者に対する情報提 ◇出願者に対する情報提供の 【事業報告書の記述】 Ｂ

報提供等を行うとともに、 供の充実 供の充実 充実 ○センターホームページ（以下、HP

増殖特性等新品種の普及に 品種登録出願者等にパン 品種登録出願者等にパン Ａ：順調に進んでいる ）の業務概要の欄に品種登録制度の

資するための情報提供等の フレット、ホームページ（ フレット、ホームページ（ Ｂ：概ね順調に進んでいる 概要を掲載するとともに、ご案内の

充実を図る。また、調査研 HP）等を通じて、標準品種 HP）等を通じて、標準品種 Ｃ：不十分 欄に「栽培試験」の項を設け、セン

究成果の専門誌、ホームペ 及び既存品種の特性情報、 及び既存品種の特性情報、 ターにおける栽培試験の状況を掲載

ージ（HP）等における情報 特性検定のための栽培及び 特性検定のための栽培及び した。また、種苗課のHPにリンクさ

提供の充実を図る。さらに 調査方法、出願手続等につ 調査方法、出願手続等につ せて出願手続き等各種情報が入手で

、必要に応じて職員を種苗 いての情報提供を行う。 いての情報提供を行う。 きるようにした。

業者の技術講習会に派遣す

る等により種苗に係る技術 イ 適正な種苗流通を推進 イ 適正な種苗流通を推進 ◇適正な種苗流通を推進する 【事業報告書の記述】 Ａ

指導を行う。 するための情報提供及び指 するための情報提供及び指 ための情報提供及び指導の ○７月に北海道中央農場で開催され
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導の充実 導の充実 充実 た技術講習会において、種子伝染性

種苗業者に技術講習会、 種苗業者に技術講習会、 Ａ：順調に進んでいる 病害検査の技術等を中心に業者を指

パンフレット、HP等を通じ パンフレット、HP等を通じ Ｂ：概ね順調に進んでいる 導した。業者側の参加者は17名だっ

て、発芽検査方法等の種苗 て、発芽検査方法等の種苗 Ｃ：不十分 た。このほか、８回にわたり業者の

検査に係る情報を提供する 検査に係る情報を提供する 個別研修を行い、種子伝染性病害検

とともに、種苗検査制度が とともに、種苗検査制度が 査技術の普及を行った。

適切に理解されるよう指導 適切に理解されるよう指導

を行い、適正な種苗流通の を行い、適正な種苗流通の

推進を図る。 推進を図る。

ウ 新品種等の普及に資す ウ 新品種等の普及に資す ◇新品種等の普及に資するた 【事業報告書の記述】 Ｂ

るための情報提供等の充実 るための情報提供等の充実 めの情報提供等の充実 ○新品種等の情報紹介のため、ばれ

センターが生産及び配布 センターが生産及び配布 Ａ：順調に進んでいる いしょ新品種「春あかり」、「きた

する原原種等（特に新品種 する原原種等（特に新品種 Ｂ：概ね順調に進んでいる ひめ」、茶新品種「そうふう」のパ

）について、その増殖特性 ）について、その増殖特性 Ｃ：不十分 ンフレットを作成し、昨年度のばれ

等の情報をパンフレット、 等の情報をパンフレット、 いしょ新品種「十勝こがね」、「ユ

HP等により種苗生産農協等 ＨＰ等により種苗生産農協 キラシャ」のパンフレットを原原種

に提供するとともに、調査 等に提供するとともに、調 配布先調査時等に提供するとともに

用種苗の配布を行い、新品 査用種苗の配布を行い、新 、当センターHPに掲載を行った。

種等の普及の推進に資する 品種等の普及の推進に資す ・調査用種苗の提供として、

。 る。 14年秋植用ばれいしょ

：３機関に７品種930kg

15年春植用ばれいしょ

：８機関に42品種6,094kg

15年春植用茶

：３機関に12品種1,060本

15年春植用さとうきび

：１機関に１品種1,200本

の配布を行った。なお調査用種苗の

提供を広報するため、配布に関する

事務手続き(申請方法)や配布可能品

種等をセンターHPに掲載を行った。

エ 調査研究成果の情報提 エ 調査研究成果の情報提 ◇調査研究成果の情報提供 【事業報告書の記述】 Ａ

供 供 Ａ：順調に進んでいる ○DNAマーカーをハクサイの純度検

センターが行った調査研 センターが行った調査研 Ｂ：概ね順調に進んでいる 査に応用した手法の成果及びナシの

究結果について、関連する 究結果について、関連する Ｃ：不十分 SSRを用いた品種識別技術の成果を

専門誌や一般誌等への掲載 専門誌や一般誌等への掲載 一般農業専門雑誌（養賢堂「農業お

を行うとともに、学会、HP を行うとともに、学会、HP よび園芸」）で公表した。

等を通じて情報提供を行う 等を通じて情報提供を行う 更に調査研究成果を育種学会、園
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。 。 芸学会、日本多型学会で発表した他

、外国雑誌（Theor Appl Genet）に

論文を掲載した。センターHPに調査

研究に関し大型・重点課題に関する

課題名、目的、年度計画及び成果の

概要を、また一般課題の概要を記載

し、一般に情報を公開している。

【その他特記事項】

○学会、雑誌等での発表状況を見る

と学会、研究会等への発表が23件と

意欲的に対応しているものと評価し

た。

○種苗に関する情報提供・公開を進

める観点から、ホームページの一層

の充実・活用を図る必要があり、特

に栽培試験業務等において蓄積され

た種苗管理センター独自の情報につ

いては、今後、一般への公開につい

ても検討を進めるべきである。

(2)植物新品種保護国際同 (2)国際会議への職員の出 (2)国際会議への職員の出 ◇国際機関が開催する会議へ 【事業報告書の記述】 Ａ

盟 席 席 の参加 ○つくば市で開催されたUPOVのTWC(

（UPOV）、国際種子検査協 植物新品種保護国際同盟 植物新品種保護国際同盟 Ａ：順調に行われている コンピューター及び自動化に関する

会（ISTA）等の国際機関が （UPOV）、国際種子検査協 (UPOV)、国際種子検査協会 Ｂ：概ね順調に行われている 技術作業部会)、TWV(野菜技術部会)

開催する会議に職員を派遣 会（ISTA）等センター業務 （ISTA）等センター業務に Ｃ：不十分 そしてBMT(生化学及び分子技術作業

する。 に関連する国際機関が開催 関連する国際機関が開催す 部会きのこサブグループ会合)とい

する会議について、農林水 る会議について、農林水産 った各作業部会に職員を派遣した。

産省からの職員の派遣の要 省からの職員の派遣の要請 ISTA植物病害委員会主催のシンポ

請に基づき、職員を派遣す に基づき、職員を派遣する ジウムに参加し、種子伝染性病害検

る等積極的な参加を図る。 等積極的な参加を図る。 査に関する情報の提供及び収集を行

い、併せて、ISHI（International

Seed Health Initiative）技術調整

グループの年次総会および技術部会

に出席した。また、OECD種子スキー

ムに参加し、特に、遺伝子組換え種

子混入検査等に関する情勢の把握に

努めた。

(3)外国からの専門家派遣 (3)諸外国への職員の派遣 (3)諸外国への職員の派遣 ◇諸外国への職員の派遣によ 【事業報告書の記述】 Ａ
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要請に基づき、職員を当該 による技術指導 による技術指導 る技術指導の実施 ○インドネシア政府からのインドネ

国へ派遣し、技術指導を行 センターが持つ技術等を センターが持つ技術等を Ａ：順調に実施されている シア優良種馬鈴しょ増殖システム整

う。 開発途上国等に移転するた 開発途上国等に移転するた Ｂ：概ね順調に実施されてい 備計画に係わる要請に応じて、病害

め、プロジェクト協力等へ め、プロジェクト協力等へ る 虫分野に係る専門家２名（そのうち

積極的に参画するとともに 積極的に参画するとともに Ｃ：不十分 １名は、前年度から引き続いている

、外国から専門家派遣要請 、外国から専門家派遣要請 （要請・必要性がない場合 ）、増殖・栽培分野に係る専門家３

があった場合、要請の内容 があった場合、要請の内容 は、本項目の評価は行わ 名（そのうち１名は、前年度から引

に即した適切な職員を当該 に即した適切な職員を当該 ない。） き続いている）を３ヶ月の期間で短

国へ派遣する。 国へ派遣する。 期派遣し、ばれいしょの種苗生産に

係る技術移転を行った。このことで

現地のカウンターパートの技術力が

向上し、生産性・品質の向上等への

貢献が図られた。さらに、センター

職員を農林水産省に対して出向させ

た上で、約２ヶ年に亘る長期派遣専

門家（増殖・栽培分野）として派遣

しているところである。

(4)海外研修員の受入れ及 (4)海外研修員の受入れ (4)海外研修員の受入れ ◇海外研修員の受入れ及び研 【事業報告書の記述】 Ａ

び研修を実施する。 センターが持つ技術等を センターが持つ技術等を 修の実施 ○インドネシア政府からのインドネ

開発途上国等の専門家に移 開発途上国等の専門家に移 Ａ：順調に実施されている シア優良種馬鈴しょ増殖システム整

転するため、農林水産省及 転するため、農林水産省及 Ｂ：概ね順調に実施されてい 備計画に係わる要請に応じて、延べ

び国際協力事業団（JICA） び国際協力事業団（JICA） る ４名（種ばれいしょ検査：２名、抗

と協力しながら、外国人を と協力しながら、外国人を Ｃ：不十分 血清作製：１名、販売手法：１名）

対象とする研修を実施する 対象とする研修を実施する （要請・必要性がない場合 のカウンターパート研修員を受け入

。 。 は、本項目の評価は行わ れ、種ばれいしょ生産全般に亘る技

ない。） 術等の技術移転・研修を行った。（

15年７月まで継続）

上記７項目については、 ○集団研修「植物育成者権保護コー

実施状況等に照らし達成 ス」として、10ヶ国からの10名の研

度の評価を行う。 修員を受け入れ、植物育成者権保護

に係る制度、新品種の審査に必要な

栽培試験方法等の技術移転・研修を

行った。このことで研修員の知識・

技術力が向上し、各国の植物育成者

権保護制度の確立・運用改善への貢

献が図られた。

○シリア政府からの「種馬鈴しょ生

産と抗血清作製」に係わるシリアC/

P研修員受け入れ要請に応じて、１
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名（種ばれいしょ生産、抗血清作製

、種ばれいしょ検査、組織培養、急

速増殖）のカウンターパート研修員

を受け入れ、種ばれいしょ生産全般

に亘る技術等の技術移転・研修を行

い、現在継続中（～15年7月11日）

。

○その他JICA等からの個別の依頼、

他の研修コース等に付随する研修と

して、９件、延べ90名の研修員の受

け入れを行った。

(5)災害対策用種子の増殖 (5)災害対策用種子の増殖 (5)災害対策用種子の増殖 ◇災害時の代作用種子として 【事業報告書の記述】 Ａ

及び保存のため、作付面積 及び保存 及び保存 の、そばの予備貯蔵の実施 ○災害時の代作用種子として、以下

の多い品種を主体に、そば 災害時の代作用種子とし 災害時の代作用種子とし 指標＝当該年度におけるそば のとおり予備貯蔵を行った。

及び大豆の生産及び予備貯 て、そば及び大豆の生産及 て、そば及び大豆の生産及 の予備貯蔵量 そば：37.7トン

蔵（予備貯蔵量 そば：28 び予備貯蔵（予備貯蔵量そ び予備貯蔵（予備貯蔵量そ Ａ：25トン以上

トン／年度、大豆：５トン ば28トン／年度、大豆５ト ば28トン／年度、大豆５ト Ｂ：22トン以上25トン未満

／年度）を行う。 ン／年度）を実施し、必要 ン／年度）を実施し、必要 Ｃ：22トン未満

に応じて都道府県に配布す に応じて都道府県に配布す

る。 る。 ◇災害時の代作用種子として 大豆： 6.4トン Ａ

の、大豆の予備貯蔵の実施

指標＝当該年度における大豆

の予備貯蔵量

Ａ：4.5トン以上

Ｂ：4.0トン以上4.5トン未満

Ｃ：4.0トン未満

◇災害対策用種子の都道府県 ○14年度においては災害対策用雑穀 －

への配布 種子の配布要請がなかったため、配

Ａ：要請に的確に対応した 布は行わなかった。

Ｂ：要請に概ね的確に対応し

た 【その他特記事項】

Ｃ：問題あり ○14年度の配布実績はなかったが、

（要請、必要性がない場合 本事業の周知は、毎年度、各都道府

は本項目の評価は行わな 県に対して的確に行われており、ま

い。） た、過去の配布状況については、ほ

ぼ毎年配布実績があることを確認し

た。
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６ 指定種苗の集取 ６ 指定種苗の集取 ６ 指定種苗の集取 ○指定種苗の集取業務の質の Ａ

向上

指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

指定種苗の表示検査（18 ○ 集取・検査の的確な実 ○ 集取・検査の的確な実 ◇指定種苗の表示検査の実施 【事業報告書の記述】 Ａ

,000点程度／年度）及び集 施 施 指標＝指定種苗の表示検査の ○計画に基づき合計19,497点の表示

取（3,500点程度／年度） 中期目標に示された指定 中期目標に示された指定 実施点数 検査を行った。このうち、39点（0.

を計画的かつ的確に実施す 種苗の表示検査点数（18,0 種苗の表示検査点数（18,0 Ａ：16,200点以上 13％）に不完全表示があり、店頭に

る。 00点程度／年度）及び集取 00点程度／年度）及び集取 Ｂ：14,400点以上16,200点未 おいて改善するよう指導を行った。

点数（3,500点程度／年度 点数（3,500点程度／年度 満

）を確保するよう、指定種 ）を確保するよう、指定種 Ｃ：14,400点未満

苗の表示検査及び集取を計 苗の表示検査及び集取を計

画的かつ的確に実施する。 画的かつ的確に実施すると ◇指定種苗の集取の実施状況 【事業報告書の記述】 Ａ

また、検査結果については ともに、「指定種苗の生産 指標＝指定種苗の集取の実施 ○計画に基づき合計3,616点の指定

速やかに農林水産大臣に報 等に関する基準」（農林水 点数 種苗の集取を行った。

告を行う。 産省告示）が改正されるこ Ａ：3,150点以上 ○14年４月１日付けで遺伝子組換え

とにより加わる安全性が確 Ｂ：2,800点以上3,150点未満 とうもろこし種子検査が指定種苗検

認されていない遺伝子組換 Ｃ：2,800点未満 査の検査項目中に加えられたため、

えとうもろこし種子の混入 14年春種についてラテラルフロー法

検査についても的確に実施 による検査を実施した(なお、混入

する。また、検査結果につ を認めなかった)。

いては速やかに農林水産大

臣に報告を行う。 ◇検査結果の速やかな農林水 ○検査結果については速やかに農林 Ａ

産大臣への報告 水産大臣に報告した。

Ａ：速やかに行われている

Ｂ：概ね速やかに行われてい

る

Ｃ：問題あり
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７ 農作物に関する技術上 ７ 農作物に関する技術上 ７ 農作物に関する技術上 ○遺伝資源業務の質の向上 Ａ

の試験及び研究の素材とな の試験及び研究の素材とな の試験及び研究の素材とな 指標＝各小項目の評価点数の

る植物の保存及び増殖 る植物の保存及び増殖 る植物の保存及び増殖 合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ:２点以上

Ｂ:０点～１点

Ｃ:０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

独立行政法人農業生物資 ○ 植物遺伝資源の保存、 ○ 植物遺伝資源の保存、 ◇植物遺伝資源の効率的な保 【事業報告書の記述】 Ｂ

源研究所が実施するジーン 再増殖及び特性評価の実施 再増殖及び特性評価の実施 存及び増殖が行える体制の ○遺伝資源担当者会議において、植

バンク事業の計画に沿って 独立行政法人農業生物資 独立行政法人農業生物資 確立 物の種類ごとに気象・土壌条件から

、栄養体植物遺伝資源の保 源研究所からの委託に基づ 源研究所からの委託に基づ Ａ：順調に進んでいる みた適性と、これに集約化の観点を

存等を担当するサブバンク き、植物遺伝資源の保存、 き、植物遺伝資源の保存、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 加えた平成17年度までの作物別再配

として植物遺伝資源の保存 増殖及び特性評価を行うこ 増殖及び特性評価を行うこ Ｃ：不十分 置計画(案)を提示し、問題点がない

、再増殖及び特性評価を行 ととするが、植物の種類ご ととするが、植物の種類ご か確認を行った。

う。 とに気象・土壌条件からみ とに気象・土壌条件からみ

て保存及び増殖に適した農 て保存及び増殖に適した農 ◇重要性の高い植物の保存体 【事業報告書の記述】 Ａ

場への再配置を行い、効率 場への再配置を行い、効率 制の強化 ○重要性の高い植物については二重

的な保存及び増殖が行える 的な保存及び増殖が行える Ａ：順調に進んでいる 保存を行うとともに、遺伝資源担当

体制を確立する。また、保 体制を確立するとともに、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 者会議において、現行の保存方法が

存の安全性を確保するため 保存の安全性を確保するた Ｃ：不十分 品種を維持させるのに適切な方法な

、重要性の高い植物につい め、重要性の高い植物につ のかを再確認するとともに、15年度

ては、ほ場における保存に いては、ほ場における保存 以降の試行段階へ進展させること

加え、施設内においても保 に加え、施設内においても とした。

存するなど保存体制の強化 保存するなど保存体制の強

を図る。 化を図ることとしており、 ◇栄養体植物遺伝資源の保存 【事業報告書の記述】 Ａ

14年度は、前年度に引き続 等を担当するサブバンクと ○農業生物資源研究所の委託に基づ

き、植物遺伝資源の保存、 して植物遺伝資源の保存、 き、保存、増殖及び特性調査を行っ

増殖及び特性評価を行う。 再増殖及び特性評価の適正 た。

また、保存及び増殖に適し な実施 (平成14年度計画項目、第１－７－

た農場への再配置を行うた Ａ：適正に行われている (1)参照：14頁)

め、植物種類ごとの再配置 Ｂ：概ね適正に行われている

計画を作成するとともに、 Ｃ：不十分

施設等を利用した重要性の



- 56 -

高い植物の保存手法の検討 上記３項目については、

を行う。 各年度の年度計画におい

て定められている具体的

目標等に照らし、達成度

の評価を行うものとする。

第４ 財務内容の改善に関 第３ 予算、収支計画及び 第３ 予算、収支計画及び ◎予算、収支計画及び資金計 Ａ

する事項 資金計画 資金計画 画

適切な業務運営を行うこ 指標＝各中項目の評価点数の

とにより、収支の均衡を図 合計

る。 各中項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

１ 予算 １ 予算 ○経費（業務経費及び一般管 【事業報告書の記述】 Ａ

理費）節減に係る取組 ○支出の削減についての具体的方針

平成13年度～平成17年度 平成14年度予算 （支出の削減についての具 及び実績等

予算 （略） 体的方針及び実績等） 13年度で取りまとめた「経費節減

（略） Ａ：取組は十分であった の具体的方針」に沿って、14年度に

Ｂ：取組はやや不十分であっ おいては、主に次の事項について積

２ 収支計画 ２ 収支計画 た 極的に取り組みを進めてきた。

平成13年度～平成17年度 平成14年度収支計画 Ｃ：取組は不十分であった ・一般競争を基本とした競争原理を

収支計画 （略） なお、本指標の評価に当 発揮できる契約の推進

（略） たっては、中期計画に定 ・コスト削減に向けた、適正な機器

める「業務運営の効率化 の選定手法及び更新計画の見直し

３ 資金計画 ３ 資金計画 による経費の抑制」の評 策定

平成13年度～平成17年度 平成14年度資金計画 価結果に十分配慮するも ・一括又はブロック購入の推進

資金計画 （略） のとする。 ・電気、ガス、水道に係る省エネに
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（略） 対する意識改革に向けた対応

・自主施工の推進体制

（平成14年度計画項目、第１－８－

(4)参照：19～20頁）

【その他特記事項】

○経費節減に関する具体的な取り組

みは、前年度からの方針に沿って、

一括又はブロック購入、施設整備の

自主施工等の取り組みの強化等が着

実に進められている。

○法人運営における資金の配 【事業報告書の記述】 Ａ

分状況 ○資金配分については、従来の予算

（人件費、業務経費、一般 積算上の業務区分・業務量を重視し

管理費等法人全体の資金配 た業務別配分から、本部が農場等が

分方針及び実績、関連する 要求する個々の経費の必要性を精査

業務の状況、予算決定方式 し、それらを積み上げるとともにセ

等） ンター全体として調整し配分する方

Ａ：効果的な資金の配分は十 式に13年度から改め実施したところ

分であった であるが、14年度においても全体調

Ｂ：効果的な資金の配分はや 整が必要なところについては一層の

や不十分であった 改善を行うことで、更に必要な業務

Ｃ：効果的な資金の配分は不 ・場所に必要な資金が配分されるよ

十分であった う努めた。

○資金運営については、基本的には

計画的かつ効率的な執行に努めてお

り、具体的には以下のように対処し

た。

・大型農機具、試験研究器具等の、

高額な機器購入にあたっては機種

選定委員会における綿密な検討に

よる効率的な機種選定を励行

・センター一体的に機械更新サイク

ルの見直しの実施

・年間稼働数が少量の機器について

はレンタルへの積極的な移行

○人件費については、給与規程等に

規定される所要の給与改定は実施し

たが、給与水準については、国の職
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員の給与改定等を準拠した対応が適

切との判断から、役員については2.

2％、職員については平均2.0％の引

き下げと一時金についても役員、職

員とも0.05月を引き下げの措置を行

うなど適正に執行した。

その結果、人件費の実績が予算の

範囲内となった。

第３表 平成14年度運営費交付金債務の内訳 【その他特記事項】

単位千円 運営費交付金債務として275百万円

項 目 金 額 が計上されているが、このうち人件

14年度期末残高 275,107 費(退職手当、給与改定による残)、

(内訳) 棚卸し資産を除いた額35百万円につ

14年度期末棚卸資産 61,945 いては契約済を含めて次年度初期に

給与改定による残 51,592 必要な春期肥料等の購入のためのも

ポテトハーベスタ(契約済) 5,648 のであり、特に問題はない。

春期肥料等購入予定(契約済含) 29,173 （第３表参照）

退職手当 126,749

【その他特記事項】

○会計情報の開示については、他の

法人に共通することではあるが、業

務の実施状況を会計の面から国民に

示す必要があるため、行政サービス

実施コスト計算書、セグメント情報

等をより判り易い姿で開示する方法

を検討する必要がある。

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の借入に至った 【事業報告書の記述】 －

４億円 ４億円 理由等 ○該当なし

（想定される理由） （想定される理由） （当該年度に係る短期借入

運営費交付金の受入れが 運営費交付金の受入れが 金について、借入に至った 【その他特記事項】

遅延。 遅延。 理由、使途、金額、金利、 ○14年度は、短期借入金の実績がな

手続、返済の状況と見込み かったため評価を行わなかった。

）

Ａ：借入に至った理由等は適

切であった
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Ｂ：借入に至った理由等はや

や不適切であった

Ｃ：借入に至った理由等は不

適切であった

（借入がなかった場合は、

本項目の評価は行わない

。）

当該評価を下すに至った経

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

第５ 重要な財産の処分等 第５ 重要な財産の処分等 ◎重要な財産の処分等に関す 【事業報告書の記述】 Ａ

に関する計画 に関する計画 る計画 ○関西農場の一部を５億１千２百万

関西農場(大阪市平野区 関西農場（大阪市平野区 指標＝関西農場の売却及び新 円で民間建設会社に売却するととも

、6,302㎡)について、平成 、6,302㎡）について、平 農場整備等の進捗 に、岡山県笠岡湾干拓地を約３億４

15年３月までに現農場を売 成15年３月までに現農場を Ａ：順調に進んでいる 千２百万円で岡山県から購入した。

却する。なお、センター業 売却する。なお、センター Ｂ：概ね順調に進んでいる ○土地の売却による収入については

務を引き続き円滑に実施す 業務を引き続き円滑に実施 Ｃ：不十分 ア移転先の土地、施設の購入費用

るため、売却収入により新 するため売却収入により新 本項目については、各年 イ土地等の売却及び購入のために

たな農場用地を取得すると たな農場用地を取得すると 度の年度計画において定 必要な経費

ともに、業務に必要な施設 ともに、業務に必要な施設 められている具体的目標 ウ移転先における施設整備の用途

、機械等を整備する。 、機械等を整備することと 等に照らし、達成度の評 のみに支出するとともに、15年度に

しており、14年度は円滑な 価を行うものとする。 実施する西日本農場における施設整

移転の実施に向け具体的な （移転完了年度まで適用） 備のために適切に管理している。

スケジュールを早期に確立 （平成14年度計画項目、第１－８－

し、移転先のほ場整備、施 当該評価を下すに至った経 (2)参照：16～19頁）

設改修等の事前準備を行う 緯、中期目標や中期計画に記

とともに、現関西農場用地 載されている事項以外の業績

の売却、移転先の用地、施 等特筆すべき事項を併せて記 【その他特記事項】

設の賃借、取得、必要機械 載する。 ○関西農場の売却・移転については

の購入、物品搬送等の一連 、土地の売却・購入等は適切に行わ

の移転に係る事務を行う。 れており、また、移転後の業務を速

やかに開始できるよう、移転先にお

ける施設の改修、整備等が行われる

等、順調に進められている。

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途 ◎剰余金による成果 【事業報告書の記述】 －
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業務の高度化・効率化に 業務の高度化・効率化に （当該年度に係る剰余金の ○目的積立金は該当なし。

必要な栽培試験用温室、原 必要な栽培試験用温室、原 使途について、中期計画に ○13年度の決算において発生した、

原種用保護網室等の施設、 原種用保護網室等の施設、 定めた使途に充てた結果、 １億７千８百万円強の利益剰余金は

ばれいしょ収穫機、選別機 ばれいしょ収穫機、選別機 当該事業年度に得られた成 、その大方が消費税の還付金であり

等の機械の更新等のための 等の機械の更新等のための 果） 、これについては国の財政当局から

経費に充当する。 経費に充当する。 Ａ：得られた成果は十分であ の指示に基づき、積立金として整理

った の上、適正な管理を行っている。

Ｂ：得られた成果はやや不十 ○14年度は、固定資産（トラクター

分であった ）の売り払い等により利益剰余金79

Ｃ：得られた成果は不十分で 万円強が発生したものの、少額であ

あった ることから積立金として整理を行う

（中期計画に定めた剰余金 こととした。

の使途に充てた年度のみ

評価を行う。） 【その他特記事項】

○14年度は、剰余金の使途の実績が

当該評価を下すに至った経 なかったため評価を行わなかった。

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

第７ その他農林水産省令 第７ その他農林水産省令 ◎その他農林水産省令で定め Ａ

で定める業務運営に関する で定める業務運営に関する る業務運営に関する事項

事項 事項 指標＝各中項目の評価点数の

合計

各中項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

当該評価を下すに至った経

緯、中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業績

等特筆すべき事項を併せて記

載する。

１ 施設及び設備に関する １ 施設及び設備に関する ○施設及び設備に関する計画 【事業報告書の記述】 Ａ
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計画 計画 （中期計画に定められてい ○品種保存棟増設工事(中央)の実施

業務の適切かつ効率的な 業務の適切かつ効率的な る施設及び設備についての により、栽培試験業務の作業環境が

実施の確保のため、業務実 実施の確保のため、業務実 当該事業年度における改修 改善された。

施上の必要性及び既存の施 施上の必要性及び既存の施 ・整備前後の業務運営の改 ○育苗温室の新築(雲仙)により、栽

設・設備の老朽化等に伴う 設・設備の老朽化等に伴う 善の成果） 培試験の実施環境が整った。

施設及び設備の整備・改修 施設及び設備の整備・改修 Ａ：改善の成果は十分であっ ○軽量鉄骨ハウスの新築(知覧)によ

等を計画的に行う。 等を計画的に行う。 た り、栽培試験実施点数の増加が可能

（表略） （表略） Ｂ：改善の成果はやや不十分 となった。

であった ○ポンプ室の新設(中央)により、事

Ｃ：改善の成果は不十分であ 業用水及び職員の生活用水への供給

った 環境が改善された。

○庁舎上水道改修工事(胆振)により

、町営上水道の供給が受けられ、職

員の衛生環境が大きく改善された。

○砂防ダムの浚渫(沖縄)が行われた

ことにより、ほ場から周辺に流れ出

る土砂が減少した。

○種苗貯蔵管理施設新築(後志)によ

り、原原種を効率的に貯蔵管理でき

、適切な水洗消毒処理や浴光育芽も

可能となった。

２ 職員の人事に関する計 ２ 職員の人事に関する計 ○職員の人事に関する計画 Ａ

画 画 指標＝各小項目の評価点数の

合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。

Ａ評価：１点、Ｂ評価：

０点、Ｃ評価：－１点

Ａ：２点以上

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

(1)方針 (1)方針 ◇職員の人事に関する方針 【事業報告書の記述】 Ａ

既存業務の効率化を推進 既存業務の効率化を推進 指標＝人員の適正配置、必要 ○中期計画においては、計画期間中

することによる人員の適正 することによる人員の適正 な人員の確保状況 に７名の削減が計画されているが、

な配置を進めるとともに、 な配置を進めるとともに、 Ａ：順調に実施されている サービスその他の業務の質の向上を
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栽培試験等の業務量の増加 栽培試験等の業務量の増加 Ｂ：概ね順調に実施されてい 図るため、業務量が増加する分野、

、種苗検査項目の拡大等、 、種苗検査項目の拡大等、 る 新規業務が拡大する分野等に７名を

新たな課題への対応に必要 新たな課題への対応に必要 Ｃ：不十分 増員する必要があることから、既存

な人員を確保する。 な人員を確保することとし 本項目については、各年 業務の効率化を強力に推進すること

ており、14年度は、種苗生 度の年度計画において定 により、14名減員し対応することと

産業務の効率化を図り遺伝 められている具体的目標 している。14年度中においては、業

資源保存業務へ１名の振替 等に照らし、達成度の評 務の効率化により種苗生産業務から

を実施する。 価を行うものとする。 ２名を減員し遺伝資源業務（本部機

能の拡充）に１名を振替るとともに

１名については削減を行った。

(2)人員に関する指標 (2)人員に関する指標 ◇人員に関する指標 【事業報告書の記述】 Ａ

期末の常勤職員数を期初 期末の常勤職員数を期初 指標＝年度末の常勤職員数 計画どおり常勤職員１名の削減を実

の98％とする。 の99.7％とする。 Ａ：順調に実施されている 施し、年度末の常勤職員数を年度当

（参考） （参考） Ｂ：概ね順調に実施されてい 初の99.7％とした。

期初の常勤職員数 期初の常勤職員数 る

334人 333人 Ｃ：不十分

期末の常勤職員数の見込 期末の常勤職員数の見込 本項目については、各年

み 327人 み 332人 度の年度計画において定

人件費総額見込み 人件費総額見込み められている具体的目標

10,842百万円 2,647百万円 等に照らし、達成度の評

価を行うものとする。

(3)人材の確保・養成 (3)人材の確保・養成 ◇人材の確保・養成状況 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 職員の採用については ア 職員の採用については 指標＝職員の任用、研修への ○必要な試験区分、員数について任

、センター業務を遂行する 、センター業務を遂行する 職員の参加、国の機関等 用を行った。新規採用は４月１日付

上で必要となる技術等に対 上で必要となる技術等に対 との人事交流の実施状況 けを主としたが、年度途中にも欠員

応した試験区分の国家公務 応した試験区分の国家公務 Ａ：順調に実施されている と業務状況を勘案し計12名を採用し

員採用試験合格者を中心と 員採用試験合格者を中心と Ｂ：概ね順調に実施されてい た。

して行う。 して行う。 る

Ｃ：不十分

イ 種苗行政との連携並び イ 種苗行政との連携並び 【事業報告書の記述】

に業務の高度化及び専門化 に業務の高度化及び専門化 ○行政機関等との人事交流について

に対応するため、行政部局 に対応するため、行政部局 は、農林水産本省及びその出先機関

、他の独立行政法人等との 、他の独立行政法人等との や試験研究機関等他の独立行政法人

人事交流を計画的に実施す 人事交流を計画的に実施す 等に対し転入10名、転出９名を実施

る。 る。 した。

ウ 職員の技術水準及び事 ウ 職員の技術水準及び事 【事業報告書の記述】
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務処理能力の向上等を図る 務処理能力の向上等を図る ○業務推進に効果的な職員研修を計

ための研修等の受講、必要 ための研修等の受講、必要 画する上で必要な指針として策定し

な資格の取得等を計画的に な資格の取得等を計画的に た、「種苗管理センター職員研修の

進め、人材の育成を図る。 進め、人材の育成を図る。 考え方」（13年6月15日施行）に基

づき14年度職員研修計画を作成の上

計画的に研修を実施した。なお、本

年度は技術専門職研修を新たに実施

した。

エ センター業務の効率化 エ センター業務の効率化 【事業報告書の記述】

やサービスの向上、業務の やサービスの向上、業務の ○創意工夫等により、センター業務

円滑な実施等に多大な貢献 円滑な実施等に多大な貢献 の効率化、サービスの向上等に役立

を行った職員に対しその功 を行った職員に対しその功 った例を調査し取りまとめたが、表

績を表彰する。 績を表彰する。 彰は行わなかった。

【その他特記事項】

昨年度の評価で指摘したリスクマネ

ージメントの導入については、幹部

職員への意識啓発、リスクの洗い出

しを行うなど意欲的な取り組みが始

められているが、今後は、リスクの

種類に応じた予防措置の体系化等、

更なる進展を図ることが望まれる。

［総合評価］

評価当たっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 評価結果： 平成１４事業年度の業務については順調に行われている。（Ａ）

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情

・ 中期目標や中期計画に記載されている事項以外の １．評価に至った理由

業績その他の特筆すべき事項 (1) 評価の手法

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 あらかじめ定められた評価基準に準拠し、種苗管理センターから提出された自己評価シート

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために 、補足参考資料に基づく業務実績の内容聴取及び現地調査（沖縄農場）により行った。

講ずべき措置等も併せて記載するものとする。 (2) 評価実施の過程

評価の決定に当たっては、委員が協議の上、まず中期計画の最小項目を単位としてＡ、Ｂ、

Ｃの３段階の評価を行い、更に必要なものについてはこれらの評価結果を積み上げて中項目及

び大項目の評価を決定した。
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その結果、中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、小項目では１０１項目中Ａ評価が８

０項目、Ｂ評価が２０項目、評価対象外の項目が１項目、中項目では１９項目中Ａ評価が１７

項目、Ｂ評価が２項目、大項目では７項目中５項目がＡ評価、評価対象外の項目が２項目とな

った。

評価実施の過程において、説明及び資料要求に対する種苗管理センター側の対応は適切であ

り、また、自己評価シートは昨年度との比較が可能なよう作成され、補足参考資料の充実が図

られていたことから、評価作業は的確かつ効率的に実施された。

(3) 総合評価結果

１４年度事業は、各業務とも円滑かつ適切に行われており、特に、昨年度の評価に基づいた

改善努力がなされ成果が認められる等高く評価でき、全体として中期計画の達成に向けて順調

に実施されているものと判断した。

２．業務運営に対する主な意見等

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

全体として計画どおり順調に実施されている。

トップマネジメントに関しては、理事長等は、法人の課題を的確に認識し、法人の設立目的及

び中期目標に対応した明確な経営戦略を持っている等、組織運営においてその機能を発揮してい

る。特に１４年度は、業務運営の効率化・スリム化に関し、業務運営の集約化等の検討結果を取

りまとめていることは十分評価でき、今後の具体化を期待したい。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置〕について

全体として計画どおり順調に実施されている。

① 種苗検査業務については、昨年指摘した種苗業者に対するアンケートの回収率が向上して

おり、顧客満足度の向上に努力している姿勢がうかがえる。

② 種苗生産業務については、需要と供給の差を少なくするための取り組みが進められている

ものの、台風等の自然災害などの影響もあり十分な成果を上げるまでには至っていない。こ

のような不可抗力なものに対しては、法人の努力が必ずしも結果に結びつかないといった難

しい面もあるが、これらの不利な状況を克服するための特段の工夫を望みたい。

顧客満足度の向上のための取り組みについては、原原種・原種に関するアンケート調査の

結果を基に具体的な業務改善計画を作成していることや、顧客からのクレームへの対処が、

きめ細かくかつオープンに行われていることから、それらを今後の業務改善に活かしていこ

うとしており、高く評価できる。

③ 調査研究業務については、センター業務の技術改良のためという位置付けの中で、先端的

な技術開発についてもバランスを持って実施されており、特に果樹の品種識別技術など学会

等で高い評価を得ている分野があり注目される。

④ 種苗に関する情報提供・公開を進める観点から、ホームページの一層の充実・活用を図る

必要があり、特に栽培試験業務等において蓄積された種苗管理センター独自の情報について

は、今後、一般への公開についても検討を進めるべきである。
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〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について

運営費交付金は、概ね効率的に使われており、経費節減に関する具体的な取り組みは、前年度

からの方針に沿って、一括又はブロック購入、施設整備の自主施工等の取り組みの強化等が着実

に進められている。

資金配分については、センター全体として効果的に予算を執行するため、個々の経費の必要性

を精査し必要な業務に必要な資金が配分されるよう努めている。

〔４ 短期借入金の限度額〕について

１４年度は、短期借入金の実績がなかったため、評価を行わなかった。

〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕について

関西農場の売却・移転については、土地の売却・購入等は適切に行われており、また、移転後

の業務を速やかに開始できるよう、移転先における施設の改修、整備等が行われる等、順調に進

められている。

〔６ 剰余金の使途〕について

１４年度は、剰余金の使途の実績がなかったため、評価を行わなかった。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕について

施設整備については計画どおり実施されており、業務等の改善が図られている。

職員の人事に関する計画については、人員の確保及び適正配置等が行われ、また、職員に対す

る研修が体系的に実施されており人材の育成が図られている。

３．その他

昨年度の評価で指摘したリスクマネージメントの導入については、幹部職員への意識啓発、リ

スクの洗い出しを行うなど意欲的な取り組みが始められているが、今後は、リスクの種類に応じ

た予防措置の体系化等、更なる進展を図ることが望まれる。

会計情報の開示については、他の法人にも共通することではあるが、業務の実施状況を会計の

面から国民に示す必要があるため、行政サービス実施コスト計算書、セグメント情報等をより判

り易い姿で開示する方法を検討する必要がある。


