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独立行政法人種苗管理センター平成１５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 事業年度報告及び特記事項 評価

第２ 業務運営の効 第１ 業務運営の効率 第１ 業務運営の効率化 ◎業務運営の効率化 Ａ

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

するためとるべき措置 ためとるべき措置 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 １ 農林水産植物の品 １ 農林水産植物の品種 ○栽培試験の効率化 【事業報告書の記述】 Ａ

品種登録に係る栽培 種登録に係る栽培試験 登録に係る栽培試験 指標＝各小項目の評価点数の 平成15年度栽培試験業務実施状況

試験 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

する。
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第１－１表

平成15年度栽培試験業務実施状況（括弧内は14年度の実績）

栽培試験実施点数 577点(440点)

うち特殊検定 16点(37点)

栽培・特性調査マニュアル作成件数 1種類(3種類)

特殊検定マニュアル作成件数 8項目(4項目)

登録出願品種保管点数 3,224品種(3,068品種)

登録審査用品種保存点数 3,250品種(2,792品種)

種類別審査基準（案）作成件数 12種類(14種類)

注：栽培試験点数には委託栽培試験を含む。

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

物について、農場の 集約化 集約化 場ごとの担当植物の集約化 ○効率的な栽培試験の実施体制を整備する

立地条件、植物の適 植物の種類ごとに、 植物の種類ごとに、適 Ａ：順調に進んでいる ため、「栽培試験対象植物の集約化計画」

地性等を勘案し、栽 適している気象・土壌 している気象・土壌条件 Ｂ：概ね順調に進んでいる に基づき、実施農場ごとの担当植物の専門

培試験実施農場ごと 条件、栽培技術の蓄積 、栽培技術の蓄積状況等 Ｃ：不十分 化を進めるとともに、16年４月において嬬

の担当植物の集約化 状況等の観点から実施 の観点から実施農場を専 本項目については、各年 恋農場の専任係の廃止等を行うこととした

を図る。 農場を専門化し、栽培 門化し、栽培試験対象植 度の年度計画において定 。

試験対象植物について 物について集約化を図る められている具体的目標

集約化を図る。 こととしており、15年度 等に照らし、達成度の評

は、15年度に作成した「 価を行うものとする。

栽培試験対象植物の集約

化計画」に基づき集約化

を進める。

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

に当たって、対照品 実施 実施 を的確かつ迅速に行うことによる ○品種特性情報、保存品種情報及び種苗の

種の選定、ほ場の選 既存の栽培試験成績 既存の栽培試験成績等 栽培試験の合理化 入手先情報等のデータを入力した。

択等を的確かつ迅速 等のデータベースの構 のデータベースの構築に Ａ：順調に進んでいる （第１－２表参照：３頁）

に行うことにより、 築により、対照品種の より、対照品種の選定、 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○対照品種選定プログラムの開発のうち、

一層の合理化を図る 選定、出願品種に適し 出願品種に適したほ場の Ｃ：不十分 量的形質の数値化プログラムのモデルとし

。 たほ場の選択等を的確 選択等を的確かつ迅速に 本項目については、各年 てカラーチャート間の類似度の入力、解析

かつ迅速に行い、栽培 行い、栽培試験の一層の 度の年度計画において定 及び抽出プログラムを開発した。また、こ

試験の一層の合理的な 合理的な実施を図ること められている具体的目標 れを基に定型情報による対照品種検索フォ

実施を図る。 としており、15年度は、 等に照らし、達成度の評 ームを改良した。

栽培試験実施品種及び保 価を行うものとする。

存品種に係る情報、対照

品種選定のためのグルー

プ分け情報等を入力する
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。また、対照品種選定プ

ログラムについては質的 第１－２表 データベース情報入力実績

形質の数値化プログラム 平成15年度 平成14年度 累計

を開発する。 品種情報 1,821品種 1,591品種 21,793品種

保存品種情報 1,202品種 1,313品種 4,220品種

栽培試験情報 41件 64件 1,139件

品種特性情報 2,537件 983件 9,273件

種苗の入手先情報 4,659件 4,639件 9,298件

定型情報データ 1,221品種 4,686件 5,907品種

画像情報 1,006品種 2,727件 3,733品種

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

取りまとめを効率的 の迅速化 の迅速化 Ａ：順調に進んでいる ○前年度の検討結果に基づき、計８種類の

に行うことにより、 調査野帳記録等の電 調査野帳記録等の電子 Ｂ：概ね順調に進んでいる 野帳ファイルを開発した。これを統一的に

報告の迅速化を図る 子化、様式の定型化、 化、様式の定型化、デー Ｃ：不十分 使用することで、データ処理の効率化を図

。 データ送付のオンライ タ送付のオンライン化等 本項目については、各年 った。

ン化等により、報告書 により、報告書作成の迅 度の年度計画において定

作成の迅速化を図る。 速化を図ることとしてお められている具体的目標

り、15年度は、オンライ 等に照らし、達成度の評

ン化に向けて、野帳様 価を行うものとする。

式の統一を進める。

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

知識等の導入に努め 務運営能力の向上 務運営能力の向上 の向上 ○種類別の栽培・特性調査マニュアルを定

つつ、栽培試験担当 栽培試験担当者によ 栽培試験担当者による Ａ：順調に進んでいる めていない植物の栽培試験を行うための一

者の業務運営能力の る試験実施上の問題点 試験実施上の問題点等の Ｂ：概ね順調に進んでいる 般マニュアルについて担当者の分担により

向上を図る。 等の早期解決 早期解決のための検討を Ｃ：不十分 原案を作成し、内容の検討を行った。

のための検討を行うと 行うとともに、専門技術 本項目については、各年 ○栽培試験を行うための技術情報の収集実

ともに、専門技術研修 研修等の実施、栽培地の 度の年度計画において定 地調査を16件（14年度：12件）、専門家へ

等の実施、栽培地の調 調査、専門家等の意見の められている具体的目標 の意見聴取を９件（14年度：８件）実施し

査、専門家等の意見の 聴取、栽培・特性調査マ 等に照らし、達成度の評 た。

聴取、栽培・特性調査 ニュアルの作成等を行う 価を行うものとする。 ○年次計画に基づき、次の２種類について

マニュアルの作成等を ことにより、栽培試験担 作物種類別専門技術研修を実施し、個別マ

行うことにより、栽培 当者の業務運営能力の向 ニュアル作成に向けた検討を行った。

試験担当者の業務運営 上を図ることとしており ・トルコぎきょう（北海道中央）

能力の向上を図る。 、15年度は、栽培地の調 ・カランコエ（八岳）

査、専門家等の意見の聴 ○栽培・特性調査マニュアル１種類、特殊

取、作物種類別の専門技 検定マニュアル８項目（うち改正４項目）

術研修の開催及び栽培・ の作成を行い、業務運営能力の向上に努め

特性調査マニュアルの作 た。
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成を行う。

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

物を除く。）の種苗 を除く。）の種苗の検 く。）の種苗の検査 ○平成15年度種苗検査業務実施状況

の検査 査

第１－３表 種苗検査業務実施状況

実施年度 平成15年度 平成14年度

表示検査点数 8,705点(秋種) 9,009点(秋種)

11,243点(春種) 10,488点(春種)

集取点数 1,845点(秋種) 1,755点(秋種)

1,919点(春種) 1,861点(春種)

指定種苗 発芽率検査 1,845点(秋種) 1,755点(秋種)

1,919点(春種)＊ 1,861点(春種)

制度に係 純度検査 25点＊ 29点

純潔種子率 1,719点(秋種) 1,630点(秋種)

る検査 検査 1,688点(春種)＊ 1,666点(春種)

病害検査 91点(秋種) 74点(秋種)

31点(春種)＊ 87点(春種)

遺伝子組換え作物 17点＊ 17点

検査

依頼検査 国内種子検査 755点 679点

国際種子検査 307点 247点

災害対策用

保管種子検査 141点＊ 185点

ECナショナルカタログへ品

種登録した種子の事後検定 12品種 30品種

＊：検査継続中 数値未確定

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

識等の導入に努めつ 業務運営能力の向上 務運営能力の向上 の向上 ○種苗検査担当者会議を開催し、試料抽出

つ、種苗検査担当者 種苗検査担当者によ 種苗検査担当者による Ａ：順調に進んでいる に関しそのチェックシステムの実施等につ

の業務運営能力の向 る試料抽出技術の向上 試料抽出技術の向上、病 Ｂ：概ね順調に進んでいる いて検討するとともに、試料抽出の講習を

上を図る。 、病害検査技術確立の 害検査技術確立のための Ｃ：不十分 行った。また、依頼検査（種子伝染性病害

ための検討等を行うと 検討等を行うとともに、 本項目については、各年 検査）に対するニーズの把握、調査研究の

ともに、専門技術研修 専門技術研修等を実施す 度の年度計画において定 結果報告と今後の進め方等について検討し

等を実施することによ ることにより、種苗検査 められている具体的目標 た。

り、種苗検査担当者の 担当者の業務運営能力の 等に照らし、達成度の評 ○各農場担当者の参加の下に、ﾆﾝｼﾞﾝ黒斑

業務運営能力の向上を 向上を図ることとしてお 価を行うものとする。 病及び黒葉枯病等６種類の種子伝染性病害
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図る。 り、15年度は、種苗検査 の検査法に関する専門技術研修を行った｡

担当者会議により試料

抽出技術の講習、病害検

査技術調査の結果及び次

年度調査計画案の検討を

行うとともに、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。

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

樹及びさとうきびの 及びさとうきびの増殖 びさとうきびの増殖に必 指標＝各小項目の評価点数の ○平成15年度種苗生産業務実施状況

増殖に必要な種苗の に必要な種苗の生産及 要な種苗の生産及び配布 合計 (平成15年度計画項目、第２－３－(１)、

生産及び配布 び配布 各小項目の評価点数の区 第２－５表参照：31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

の特筆すべき事項も考慮

する。

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

村基本計画に即し、 生産 生産 の労働時間及びコストの把握によ ○増殖段階別・項目別経費及び経費の増減

都道府県の需要に対 食料・農業・農村基 食料・農業・農村基本 るその低減 した項目の把握に努めた。更に、その理由

応した供給を前提に 本計画に即し、都道府 計画に即し、都道府県の Ａ：順調に進んでいる を分析し、これらのデータを各農場で共有

、品質・生産力の向 県の需要に対応した原 需要に対応した原原種等 Ｂ：概ね順調に進んでいる することにより、経費の低減を図ることと

上、省力化及びコス 原種等の生産配布を行 の生産配布を行う。 Ｃ：不十分 している。

トの低減を図り、効 う。 原原種等の生産に当た (第１－４－①、②表参照：６頁)

率的な原原種等の生 原原種等の生産に当 っては、生産品種数の増 ◇茶原種生産量当たりの労働時間 【その他特記事項】 Ｂ

産を行う。 たっては、生産品種数 加、無病性及び品質の維 及びコストの把握によるその低減 ○原原種の生産コストについては費用項目

の増加、無病性及び品 持向上等の要望等に対応 Ａ：順調に進んでいる ごとや生産段階ごとのコストの比較が行わ

質の維持向上等の要望 しつつ、生産量当たりの Ｂ：概ね順調に進んでいる れており、今後、データの蓄積による経年

等に対応しつつ、生産 労働時間及びコストを把 Ｃ：不十分 比較等の分析を進められることを期待する

量当たりの労働時間及 握し、その低減を図るた 。

びコストを把握し、そ めの分析を行うとともに ◇さとうきび原原種生産量当たり Ｂ

の低減を図るとともに 、以下の対策を講じ、効 の労働時間及びコストの把握によ
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、以下の対策を講じ、 率的な原原種等の生産を るその低減

効率的な原原種等の生 図る。 Ａ：順調に進んでいる

産を図る。 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１－４－①表 平成14年度原原種等単位当たり生産コスト

（括弧内は13年度の数字）

生産コスト 生産コスト 配布価格

（人件費を除く） （人件費を含む）

ばれい 2,737円／袋 14,855円／袋 1,570円／袋

しょ （2,852円／袋） （15,153円／袋） （1,570円／袋）

茶 80円／本 317円／本 19円／本

（82円／本） （327円／本） （19円／本）

さとう 16,716円／千本 68,065円／千本 1,427円／千本

きび (15,858円／千本) (62,261円／千本) (1,427円／千本)

注：13年度は14年度の集計方法による修正値

第１－４－②表 平成14年度原原種等生産コスト

生産コスト実額 生産コスト実額

（人件費を除く） （人件費を含む）

ばれいしょ 244,124千円 1,184,530千円

（対前年比0.996） （対前年比0.986）

茶 2,822千円 11,119千円

（対前年比1.14） （対前年比1.13）

さとうきび 48,815千円 198,765千円

（対前年比1.05） （対前年比1.09）

注：13年度は14年度の集計方法による修正値

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

病害虫の検定・防除作 害虫の検定・防除作業等 称）等の作成による原原種等生産 ○担当部長及び関係者による原原種等生産

業等を適正に実施する を適正に実施するため、 の合理化 担当者会議等において、原原種等生産配布

ため、原原種等生産配 原原種等生産配布技術指 Ａ：順調に進んでいる 技術指針を活用した合理的な業務の実施に

布技術指針（仮称）等 針（仮称）等を作成し、 Ｂ：概ね順調に進んでいる ついて再確認を行った。特に、ばれいしょ

を作成し、原原種等生 原原種等生産の合理化を Ｃ：不十分 の害虫で国際的な検疫対象ともなっている

産の合理化を図る。 図ることとしており、15 「ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ」の発生が、これまで

年度は、原原種等生産配 未発生地域であった北海道十勝地方および
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布技術指針等に基づき、 青森県において確認されたことに伴い、本

原原種等の栽培、病害 指針の病害虫侵入防止対策に基づき、現状

虫の検定・防除作業等を の確認と必要な措置について検証を行うと

適正に実施し、原原種等 ともに、車両洗浄設備の新たな設置などに

生産の合理化を図る。ま より本ｾﾝﾁｭｳの農場内への侵入防止徹底を

た、新技術等に対応し必 図った。

要に応じて随時見直しを

行う。

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

発生の防止に留意しつ 生の防止に留意しつつ、 Ａ：順調に進んでいる ○各農場の土壌分析を次の２農場において

つ、排水改良、有機質 排水改良、有機質の施用 Ｂ：概ね順調に進んでいる 集中的に実施した。

の施用等により土壌改 等により土壌改良を図る Ｃ：不十分 ・胆振農場：上北農場以北の５農場(中央､

良を図る。 こととしており、15年度 胆振､後志､十勝､上北)分の143点の試料(

は、土壌分析等により土 ９項目)

壌改良が必要なほ場の特 ・嬬恋農場：当該農場以南の４農場(嬬恋､

定・把握を引き続き行う 八岳､雲仙､本所)の210点の試料(11項目)

とともに、14年度に策定 また、土壌分析、ほ場排水及び石礫の分

した土壌改良方針に基づ 布等について、当該データを視覚的に特

き土壌改良を行う。 定・把握できるようにほ場ごとに土壌図

の作成を引き続き行なった。

○担当者会議において土壌改良方針に基づ

く各農場毎の具体的な改良方策の進捗状況

、効果、今後の課題等を確認した。

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

新・導入に当たっては ・導入に当たっては、性 合わせた重点的配置、保守管理の ○機械・機具等の導入にあたっては、固定

、性能向上を図るとと 能向上を図るとともに、 徹底による機械器具費の低減 資産物品(購入予定価格50万円以上の物品)

もに、業務実施体制に 業務実施体制に合わせ重 Ａ：順調に進んでいる について、機種選定委員会（23案件）を開

合わせ重点的配置を推 点的配置を推進すること Ｂ：概ね順調に進んでいる 催し、最適な機械・機種を選定し導入を行

進する。また、現有の とし、また、現有の機械 Ｃ：不十分 った。

機械について保守管理 について保守管理の徹底 ○農林水産省主催のトラクターエンジン整

の徹底による機械器具 による機械器具費の低減 備技術研修に十勝、嬬恋農場より２名参加

費の低減を図る。 を図ることとしており、 させるとともに、各農場においても農機具

15年度は、引き続き、機 等の修理に欠かせない必要な技能（アーク

械等機種選定委員会等に 溶接、クレーン技能等）の取得を計画的に

より最適な機械・機種を 進め、延べ102名が受講した。

選定し、有用な更新・導

入を行うとともに、機械

整備等に関する講習に参
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加し、保守管理に関する

能力を向上させる。

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

生産においては、生産 産においては、生産品種 農場ごとの品種構成の見直しによ ○14年度に作成した17年度までの集約化計

品種数の増加を踏まえ 数の増加を踏まえ、農場 る集約化 画により農場毎の役割分担、品種構成の見

、農場ごとの品種構成 ごとの品種構成を見直し Ａ：順調に進んでいる 直しを図りつつ、原原種生産を行った。

を見直し、大規模で少 、大規模で少数の品種を Ｂ：概ね順調に進んでいる なお、需要の変動等に対応し見直しを行

数の品種を生産する農 生産する農場と小規模で Ｃ：不十分 った。

場と小規模で多数の品 多数の品種を生産する農 ○集約化計画（生産計画）による必要原原

種を生産する農場とに 場とに集約化を図ること 種数量を効率的にかつ安定的に生産するた

集約化を図る。 としており、15年度は、 め過去の生産性等に基づき16年作付計画を

14年度に作成した集約化 策定した。

計画への移行に必要な条 ○本年度、東北北部を襲った冷害による上

件整備を引き続き行うと 北農場における原原種生産の減産分は、不

ともに、移行への準備が 作時等のリスクを回避するための生産で補

整った生産農場若しくは ったことから、申請数量に対し98％の充足

品種について集約化計画 率を確保できた。

に即した生産を行う。 （第２－３－(１)参照：29頁）

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

ては、現在、２年生苗 は、現在、２年生苗を供 生産配布技術の確立による配布時 ○15年１月に28,400本の要望のあった１年

を供給しているため植 給しているため植付け時 のロスの減少 生苗（「おくみどり」他3品種）について

付け時の需要量と配布 の需要量と配布申請時の Ａ：順調に進んでいる 、要望に即した生産計画を基に生産計画数

申請時の需要量が異な 需要量が異なる場合が多 Ｂ：概ね順調に進んでいる 量を確保することができたが16年１月末日

る場合が多いことから いことから、１年生苗の Ｃ：不十分 までに提出された１年生苗の申請数量は、

、１年生苗の生産配布 生産配布技術の確立を図 5,500本（配布数量も5,500本）にとどまっ

技術の確立を図り、配 り、配布時のロスを減少 た。これは、茶生産面積の拡大に意欲ある

布時のロスを減少させ させることとしており、 市町村からの茶原種要望数量を受けて県が

る。 15年度は、前年度の試行 要望したものの、申請時において当該市町

的な生産配布状況を踏ま 村から栽培適応性等を十分確認した上で面

え、１年生苗による配布 積拡大を図りたいとの見解から申請数量が

要望数量の把握と当該数 大きく減少したものである。これに対し、

量に対応した１年生苗の 当センターとして地方農政局を通じ、需要

生産配布を行う。 動向の的確な把握について関係県への指導

を要請した。

○需要動向の変化に柔軟に対応するため、

配布までの期間をより一層短縮させるため

の手法（ポット苗、挿し穂）について検討

を行うこととした。
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カ さとうきび原原種 カ さとうきび原原種生 ◇さとうきび原原種生産における 【事業報告書の記述】 Ａ

生産においては、増殖 産においては、増殖体系 組織培養苗又は側枝苗の増殖技術 ○これまでの知見を基に鹿児島、沖縄農場

体系の効率化を進める の効率化を進めるため、 の確立 において実証的な試験を実施したことによ

ため、組織培養苗又は 組織培養苗又は側枝苗の Ａ：順調に進んでいる り、側枝苗による種苗生産の基礎的な技術

側枝苗の増殖技術の確 増殖技術の確立を図るこ Ｂ：概ね順調に進んでいる は概ね習得された。

立を図る。 ととしており、15年度は Ｃ：不十分 なお、組織培養苗については、変異発生

、引き続き、側枝苗の効 上記６項目については、 の問題やホルモンフリー培地では増殖率が

率的増殖方法について検 各年度の年度計画におい 低い点が指摘された。

討するとともに、側枝苗 て定められている具体的

を活用した原原種生産体 目標等に照らし、達成度

系について実証試験を行 の評価を行うものとする。

う。また、組織培養苗の

効率的増殖方法について

検討を行う。

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

知識等の導入に努め の業務運営能力の向上 の業務運営能力の向上 能力の向上 ○原原種等生産担当者会議において以下に

つつ、原原種等の生 原原種等生産担当者 原原種等生産担当者に Ａ：順調に進んでいる ついて検討を行った。

産担当者の業務運営 による効率的かつ高品 よる効率的かつ高品質な Ｂ：概ね順調に進んでいる （各作物に係る検討事項）

能力の向上を図る。 質な原原種等の生産の 原原種等の生産のための Ｃ：不十分 ・アンケート調査に対する改善計画の策定

ための検討を行うとと 検討を行うとともに、試 本項目については、各年 ・生産コスト（現状を踏まえた今後の低減

もに、試験研究機関、 験研究機関、大学等との 度の年度計画において定 方策）及び生産性向上（土壌改善対策、

大学等との連携を通じ 連携を通じた技術等の導 められている具体的目標 作付計画）

た技術等の導入・開発 入・開発、専門技術研修 等に照らし、達成度の評 ・安全対策について

、専門技術研修等の実 等の実施等により、原原 価を行うものとする。 （ばれいしょ原原種に係る検討事項）

施等により、原原種等 種等生産担当者の業務運 ・ばれいしょ原原種黒目症状の解決に向け

生産担当者の業務運営 営能力の向上を図ること て

能力の向上を図る。 としており、15年度は、 ・ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ侵入防止対策

原原種等生産担当者会議 ・ばれいしょ原原種増殖形態

により、原原種等生産改 ・新品種等の無病化及び立ち上げ時の増殖

善計画、生産コスト低減 体制

等に関する検討を通じ業 （さとうきび検討事項）

務運営能力の向上を図る ・さとうきび原原種の機械化、側枝苗等の

。 活用

（茶検討事項）

・茶原種の今後の配布形態

（その他検討事項）

・生産配布技術指針の検証と公開

・問い合わせクレーム確認シートの見直
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しと活用

・新品種等の種苗生産に関する情報の収集

提供等

・災害対策用雑穀種子生産配布

○遺伝子診断法の高度化、新品種の早期無

病化増殖のため､北海道農業研究センター､

九州沖縄農業研究センター等の試験研究機

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に、

原原種の品質の向上、実需者からの原原種

への要望事項及びコンピュータを活用した

データ処理等について外部講師による講演

を含む種苗管理専門技術研修を行った。

○安全対策の的確な実施及び安全対策に係

る意識の維持向上を図るため、

・各農場等での現状確認、改善策等の実施

・当センターにおける安全対策について外

部有識者からの指導

・定期的「安全情報」の発刊

・「事故事例集」「作業安全基準」の制定

・「緊急時連絡方法」の確立

等を実施した。

【その他特記事項】

○リスクマネジメントの一環として、安全

対策への取組が強化されている。

４１～３の業務に係 ４１～３の業務に係る ４１～３の業務に係る技 ○調査研究の効率化 Ａ

る技術に関する調査 技術に関する調査及び 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

及び研究 研究

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。

(1)調査研究課題の (1)調査研究課題の重点 (1)調査研究課題の重点 ◇調査研究課題の選定における関 【事業報告書の記述】 Ａ

選定において、外部 化 化 連技術の開発方向、関係者のニー ○「調査研究基本計画」に基づき調査研究

の有識者等の意見を 調査研究課題の選定 調査研究課題の選定に ズ、外部有識者の意見等の反映 の拠点農場であるセンター本所、北海道中

反映させる仕組みを に当たっては、政策の 当たっては、政策の展開 Ａ：順調に行っている 央農場、嬬恋農場、西日本農場及び沖縄農

導入するとともに、 展開方向、関連技術の 方向、関連技術の開発方 Ｂ：概ね順調に行っている 場での調査研究業務を重点的に実施した。

政策の展開方向や農 開発方向、農業者や種 向、農業者や種苗業者の Ｃ：不十分 ○アンケートによる顧客ニーズの把握によ

業生産現場、種苗業 苗業者のニーズ等を的 ニーズ等を的確に把握す り、種子伝染性病害の 検査やばれいしょ

者等のニーズを考慮 確に把握するとともに るとともに、外部有識者 の品質等についての課題を設定し的確に実

して優先順位の高い 、外部有識者の意見を の意見を聴き、独立行政 施できた。行政的ニーズについては、農林

ものを選定し、重点 聴き、独立行政法人種 法人種苗管理センター（ 水産省からの情報提供等により、育成者権

化を図る。 苗管理センター（以下 以下「センター」という 保護の強化や遺伝子組換え種子の検査強化

「センター」という。 。）の業務の円滑な推進 など、センター業務に関わりのある施策の

）の業務の円滑な推進 に資する技術の開発・実 動向を十分に把握することにより､調査研

に資する技術の開発・ 用化について課題ごとの 究課題の選定が的確に行えるよう努めた｡

実用化について課題ご 具体的な達成目標を定め

との具体的な達成目標 、重点的に取り組むこと ◇業務の円滑な推進に資する技術 【事業報告書の記述】 Ａ

を定め、重点的に取り としており、15年度は、 の開発・実用化に向けた課題の重 ○中期計画において定められた、センター

組む。 前年度に引き続き「調査 点的な実施 業務の円滑な推進に資する技術の開発・実

研究基本計画」に基づき Ａ：順調に進んでいる 用化に係る重点７調査研究課題を中心に実

調査及び研究を効率的に Ｂ：概ね順調に進んでいる 施した。(平成15年度計画項目第２－４、

実施する。 Ｃ：不十分 第２－７表、15年度調査研究業務実施状況

上記２項目については、 参照：39頁)

各年度の年度計画におい 【その他特記事項】

て定められている具体的 ○７つの重点課題を中心に意欲的な対応が

目標等に照らし、達成度 進められている。

の評価を行うものとする。

(2)業務の実施に当 (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点化 【事業報告書の記述】 Ａ

たって、効率的に調 農場が全国に展開し 農場が全国に展開して Ａ：順調に進んでいる ○調査研究業務の拠点化についての検討結

査及び研究の業務が ていることを活用し、 いることを活用し、それ Ｂ：概ね順調に進んでいる 果を踏まえ、次の拠点農場への調査研究担

行えるよう体制の整 それぞれの自然立地条 ぞれの自然立地条件を生 Ｃ：不十分 当者の複数配置等を行うこととした（一部

備を図る。 件を生かした課題を選 かした課題を選定すると 本項目については、各年 を除き、16年４月に実施）。

定するとともに、効率 ともに、効率的に調査及 度の年度計画において定 ・拠点農場：本所、北海道中央、嬬恋、

的に調査及び研究を行 び研究を行うため、調査 められている具体的目標 西日本、沖縄

うため、調査研究業務 研究業務の拠点化を図る 等に照らし、達成度の評 ・専任の係長を廃止する農場：胆振、十

の拠点化を図る。 こととしており、15年度 価を行うものとする。 勝、上北、八岳、雲仙

は、組織体制検討委員 ○調査研究担当者が配置されない拠点農場

会における拠点化の検討 以外の農場を含めたセンター全体として技
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に基づく拠点農場への研 術力向上を図るための体制について検討を

究機器、施設等業務の集 行い、新たな指導体制を整備することとし

中化を図る。 た。

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

知識等の導入に努め 務運営能力の向上 務運営能力の向上 の向上 ○調査研究担当者会議を開催し、調査研究

つつ、調査研究担当 調査研究担当者によ 調査研究担当者による Ａ：順調に進んでいる の推進方策の検討、委託研究を中心とする

者の業務運営能力の る検討会や先進的な技 検討会や先進的な技術及 Ｂ：概ね順調に進んでいる 調査研究成果の発表等を通じて、業務運営

向上を図る。 術及び知識の導入に係 び知識の導入に係る専門 Ｃ：不十分 能力の向上を図った。

る専門技術研修等を実 技術研修等を実施するこ 本項目については、各年

施することにより、調 とにより、調査研究担当 度の年度計画において定

査研究担当者の業務運 者の業務運営能力の向上 められている具体的目標

営能力の向上を図る。 を図ることとしており、 等に照らし、達成度の評

15年度は、調査研究担当 価を行うものとする。

者会議（調査研究成果発

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 ５ １～４の業務に附 ５ １～４の業務に附帯

附帯する業務 帯する業務 する業務

国、種苗業者等か ○ 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

らの要望の強い次の 中期目標により指示さ 中期目標により指示さ Ａ：順調に行われている （ 第２－５－(1)～(6)の附帯業務の質の

業務について、重点 れた附帯業務を重点的 れた附帯業務を重点的に Ｂ：概ね順調に行われている 向上の取り組み参照：44～50頁）

的に実施する。 に実施する。 実施することとしており Ｃ：不十分

、15年度に実施する具体 本項目については、各年

的な業務項目は以下のと 度の年度計画において定

おりとする。 められている具体的目標

(1)種苗に係る情報 ア 種苗に係る情報の収 等に照らし、達成度の評

の収集、整理及び提 集、整理及び提供並び 価を行うものとする

供並びに技術指導 に技術指導 ※ 「○附帯業務の質の向上」に

(2)国際会議への職 イ 国際会議への職員の おいて、サービス等の向上に係る

員の出席 出席 具体的内容について評価すること

(3)諸外国への職員 ウ 諸外国への職員の派 とする。

の派遣による技術指 遣による技術指導

導 エ 海外研修員の受入れ

(4)海外研修員の受 オ 災害対策用種子の増

入れ 殖及び保存
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(5)災害対策用種子 カ 品種類似性試験の実

の増殖及び保存 施

(6)育成者権を侵害

した種苗等を判定す

るための品種の類似

性に関する試験(以

下、「品種類似性試

験」という。)

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 ○ 種苗検査担当者の ○ 種苗検査担当者の業 ○種苗検査担当者の業務運営能力 【事業報告書の記述】 Ａ

識等の導入に努めつ 業務運営能力の向上 務運営能力の向上 の向上 ○各農場担当者の参加の下に、ﾆﾝｼﾞﾝ黒斑

つ、種苗検査担当者 種苗検査担当者によ 種苗検査担当者による Ａ：順調に進んでいる 病及び黒葉枯病等６種類の種子伝染性病害

の業務運営能力の向 る種苗関連情報の交換 種苗関連情報の交換及び Ｂ：概ね順調に進んでいる の検査法に関する専門技術研修を行った。

上を図る。 及び検査上の問題点の 検査上の問題点の検討を Ｃ：不十分 ○前年度に引き続きネットワーク上に伝言

検討を行うとともに、 行うとともに、専門技術 本項目については、各年 板を設け、指定種苗をはじめ種苗検査全般

専門技術研修等を実施 研修等を実施することに 度の年度計画において定 について担当者間の意見交換を行った。

することにより、種苗 より、種苗検査担当者の められている具体的目標 ○15年度末の西日本農場の種子検査施設完

検査担当者の業務運営 業務運営能力の向上を図 等に照らし、達成度の評 成までの間、前年度に引き続き本所、久留

能力の向上を図る。 ることとしており、15年 価を行うものとする。 米分室を含め農場間の分担の調整を行った

度は、種苗検査担当場所 が、この間担当者間で情報交換を密にし、

間で種苗検査に係る情報 的確に集取・検査を行うよう努めた。

の共有化を進めるととも

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

技術上の試験及び研 術上の試験及び研究の 上の試験及び研究の素材 指標＝各小項目の評価点数の 平成15年度遺伝資源業務実施状況

究の素材となる植物 素材となる植物の保存 となる植物の保存及び増 合計 (第１－５表参照:14頁)

の保存及び増殖 及び増殖 殖 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
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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14年度実績）

計画 実績 達成率

栄養体保存 10,105点 10,060点 99.6％

点数 (9,859点) (9,851点) (99.9％)

種子増殖 822点 774点 94.2％

点数 (612点) (591点) (96.6％)

1次特性 22,590点 21,886点 96.9％

特 調査項目 (23,482点) (21,180点) (90.2％)

性 2次特性 2,091点 2,082点 99.6％

調 調査項目 (1,160点) (1,122点) (96.7％)

査 3次特性 1,384点 1,356点 98.0％

調査項目 (1,670点) (1,633点) (97.8％)

(1)業務の実施に当 (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的な 【事業報告書の記述】 Ａ

たって、効率的な業 、増殖及び特性評価の 、増殖及び特性評価の効 業務運営が行える体制の整備 ○平成17年度までの作物別再配置計画に基

務運営が行えるよう 効率的実施 率的実施 Ａ：順調に進んでいる づき､デンドロビウム､リンゴ、ばれいしょ

体制の整備を図る。 独立行政法人農業生 独立行政法人農業生物 Ｂ：概ね順調に進んでいる 等608点の配置換えを計画通り実施した。

物資源研究所（センタ 資源研究所（センターバ Ｃ：不十分 また、遺伝資源業務担当者会議を開催し

ーバンク）からの委託 ンク）からの委託に基づ 本項目については、各年 、再配置実施の確認、見直しの検討を行っ

に基づき、植物遺伝資 き、植物遺伝資源の保存 度の年度計画において定 た。

源の保存、増殖及び特 、増殖及び特性評価を行 められている具体的目標

性評価を行うこととす うこととするが、植物の 等に照らし、達成度の評

るが、植物の種類ごと 種類ごとに気象・土壌条 価を行うものとする。

に気象・土壌条件から 件からみて保存及び増殖

みて保存及び増殖に適 に適した農場への再配置

した農場への再配置を を行い、効率的な保存及

行い、効率的な保存及 び増殖が行える体制を確

び増殖が行える体制を 立することとしており、

確立する。 15年度は、平成14年に作

成した再配置計画に基づ

き植物種類ごとの再配置

を開始する。

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

知識等の導入に努め 当者の業務運営能力の 当者の業務運営能力の向 運営能力の向上 ○「遺伝資源業務の手引き」の改訂のため
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つつ、業務担当者の 向上 上 Ａ：順調に進んでいる 、業務の実態に即した問題点の洗い出し等

業務運営能力の向上 遺伝資源保存業務担 遺伝資源保存業務担当 Ｂ：概ね順調に進んでいる を行い、遺伝資源担当者会議において改定

を図る。 当者による遺伝資源保 者による遺伝資源保存業 Ｃ：不十分 案の細部の見直し、検討を行った。

存業務実施上の問題点 務実施上の問題点の早期 本項目については、各年 ○バラ及びさといもについて、それぞれ現

の早期解決のための検 解決のための検討を行う 度の年度計画において定 地検討会を兼ねた専門技術研修を行った。

討を行うとともに、専 とともに、専門技術研修 められている具体的目標 研修では、農場担当者を主体とする栽培・

門技術研修等の実施、 等の実施、センターバン 等に照らし、達成度の評 特性調査マニュアル作成、外部専門家との

センターバンクの専門 クの専門家等からの意見 価を行うものとする。 意見交換等を通じ担当者の業務運営能力の

家等からの意見の聴取 の聴取及び栽培・特性調 向上が図られた。

及び栽培・特性調査マ 査マニュアルの作成によ

ニュアルの作成により り、遺伝資源保存業務担

、遺伝資源保存業務担 当者の業務運営能力の向

当者の業務運営能力の 上を図ることとしており

向上を図る。 、15年度は、「遺伝資源

業務の手引」を改訂する

とともに、植物種類別の

専門技術研修の開催、栽

培・特性調査マニュアル

の作成を通じ、業務運営

能力の向上を図る。

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

効率化 率化 化 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 (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体制 【事業報告書の記述】 Ａ

有効活用を図るため センターが行う業務 センターが行う業務の の在り方についての検討 ○組織体制検討委員会において、業務運営

、１～７の業務運営 の動向、各農場の立地 動向、各農場の立地条件 Ａ：順調になされている の集約化や組織の在り方について検討を行

の集約化を図るとと 条件等を踏まえ、業務 等を踏まえ、業務運営の Ｂ：概ね順調になされている った結果を第1次報告としてとりまとめた｡
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もに、組織体制の在 運営の集約化を図ると 集約化を図るとともに、 Ｃ：不十分

り方について検討す ともに、組織体制の在 組織体制の在り方につい 本項目については、各年 （平成16年４月における主な実施事項）

る。 り方について検討する て検討することとしてお 度の年度計画において定 ・調査研究業務の拠点化（４農場において

。 り、15年度は、「組織体 められている具体的目標 担当者の複数化又は増員を図る一方、４

制検討委員会」において 等に照らし、達成度の評 農場において専任係を廃止）

当面の組織体制を示すも 価を行うものとする。 ・農場全体の技術力向上のためのシステム

のとして作成した第１次 作り（技術調整官の新設等による指導・

報告の方向に基づき、業 調整の実施）

務の集約化等を進めると ・ばれいしょ原原種生産における新品種の

ともに、引き続き、中期 早期立ち上げ体制の整備

的な展望に立った組織体 【その他特記事項】

制の在り方について検討 ○トップマネジメントに関して、理事長等

を行う。 は各種自己評価と改善策への対応について

緊張感を維持しつつ遂行しており、組織運

営においてもその機能を発揮している。特

に業務運営の効率化に関し、集約化計画等

を着実に実施している。

(2)関西農場につい (2)関西農場の移転 (2)西日本農場の建設 ◇西日本農場の建設 【事業報告書の記述】 Ａ

て、平成15年３月ま 関西農場（大阪市平 15年度は、旧関西農場 Ａ：順調に進んでいる ○平成15年３月までに、関西農場の岡山県

でに移転を完了する 野区、6,302㎡）につい （大阪市平野区）の売却 Ｂ：概ね順調に進んでいる 笠岡市への移転が完了したことに伴い、４

。 て、平成15年３月まで 収入等により15年４月に Ｃ：不十分 月１日に西日本農場と名称を変更し、業務

に現農場を売却する。 開場する西日本農場（岡 本項目については、各年 を開始した。

なお、センター業務を 山県笠岡市）の業務に必 の年度計画において定め 平成15年度においては、既存施設により

引き続き円滑に実施す 要な施設、機械等を整備 られている具体的目標等 業務を実施しつつ、売却収入等により次の

るため、売却収入等に するとともに、業務を開 に照らし、達成度の評価 ような施設の建設、既存施設の改修等を行

より新たな農場用地を 始する。 を行うものとする。 った。

取得するとともに、業 （移転完了年度まで適用） ・栽培試験温室

務に必要な施設、機械 ・育苗温室

等を整備する。 ・実験棟

・病害検定温室

・受変電設備

・事務所（改修）

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

化による経費の抑制 よる経費の抑制 よる経費の抑制 抑制 ○15年度においても各業務を横断的に点検

については、各事業 各事業年度の人件費 各事業年度の人件費を 指標＝各年度の運営費交付金 の上、全体調整が必要なところについては

年度の人件費を除く を除く運営費交付金で 除く運営費交付金で行う で行う事業に係る経費 、一層の改善を行うことで、更に必要な業

運営費交付金で行う 行う事業について、少 事業について、少なくと （人件費を除く）の抑 務・場所に必要な資金が配分されるよう努

事業について、少な なくとも対前年度比で も対前年度比で１％抑制 制率 めた。特に、新たな業務である品種類似性

くとも対前年度比で １％抑制する。 する。 Ａ：対前年度比の抑制率が 試験の実施に必要な経費及び、種苗生産業
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１％抑制する。 １％以上 務におけるｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ対策強化のた

Ｂ：対 前年 度 比の 抑 制率が め、車両洗浄装置を緊急的に整備するため

0.7％以上１％未満 の経費については、既定の運営費交付金に

Ｃ：対前年度比の抑制率が より予算措置を行わなければならないこと

0.7％未満 から、業務全般にわたり以下のような計画

（１４年度以降適用） 的かつ効率的な執行の徹底を図ることとし

、資金配分を行った。

○一般競争を原則とする競争原理に基づく

契約の実施。

・15年度実績：48件 664百万円

（14年度実績：23件 431百万円）

○一括又はブロック購入の活用。

(第１－８－(４)参照：17頁)

○大型農機具、試験研究器具等の高額（50

万円以上）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

的な機種選定の励行。

・15年度実績：34件 45,084千円

（14年度実績：28件 69,828千円）

○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。

・15年度実績：35件 6,113千円

（14年度実績：30件 5,515千円）

(4)会計事務の合理 (4)事務運営の合理化 (4)事務運営の合理化 ◇支払事務、給与事務及び資産管 ○センター全体の一括調達を行うことで経 Ｂ

化、機械・施設の調 支払事務、給与事務 支払事務、給与事務及 理を本部で一元的に処理できる会 費節減に有効と判断できるものについては

達、整備等の効率化 及び資産管理を本部で び資産管理を本部で一元 計処理のシステム化 、可能な限り、本所で入札等を実施した。

等により事務運営の 一元的に処理できるよ 的に処理できるよう会計 Ａ：順調に進んでいる ・15年度実績：３件 16,988千円

合理化を図る。 う会計処理をシステム 処理をシステム化すると Ｂ：概ね順調に進んでいる （14年度実績：５件 22,155千円）

化するとともに、一括 ともに、一括契約が可能 Ｃ：不十分 ○定型的な書式類、帳簿、封筒等の一括契

契約が可能な物品の本 な物品の本部あるいはブ 約は前年度程度であった。

部あるいはブロック単 ロック単位での一括調達 ・15年度実績：６件 約911千円

位での一括調達、施設 、施設整備における自主 （14年度実績：７件 約500千円）

整備における自主施工 施工の推進等を行うこと ◇一括契約が可能な物品の本部あ ○ブロック契約の内訳 Ａ

の推進等を行うことに により、一層の事務運営 るいはブロック単位での一括調達 ・北海道ブロック：農薬、ばれいしょ出

より、一層の事務運営 の合理化を図ることとし Ａ：順調になされている 荷用紙袋、コピー用紙

の合理化を図る。 ており、15年度は、農業 Ｂ：概ね順調になされている ・15年度実績：北海道ブロック

資材等についてブロック Ｃ：不十分 ３件 7,551千円

等単位での一括調達を前 （14年度実績：北海道ブロック

年よりも拡大する方向で ３件 6,987千円）
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引き続き試行的に実施す ・嬬恋・八岳ブロック：農薬、ばれいし

る。また、施設及び設 ょ出荷用紙袋、肥料

備の整備を行うことと ・15年度実績：嬬恋・八岳ブロック

している全ての事案（ ３件 5,059千円

第７の１の15事案）に （14年度実績：嬬恋・八岳ブロック

ついて経費の節減のた ２件 2,614千円）

め自主

施工を行う。 ◇施設整備における自主施工の 【事業報告書の記述】 Ａ

推進等 ○15年度施設整備の14事案及び旧関西農

Ａ：順調になされている 場土地売却収入をもって西日本農場を整

Ｂ：概ね順調になされている 備する計画については、全て自主施工に

Ｃ：不十分 より、実施し、年度内に完成した。

上記３項目については、 （第７－１参照：57～59頁）

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３ 国民に対して 第２ 国民に対して提 第２ 国民に対して提供 ◎業務の質の向上 Ａ

提供するサービスそ 供するサービスその他 するサービスその他の業 指標＝各中項目の評価点数の合計

の他の業務の質の向 の業務の質の向上に関 務の質の向上に関する目 各中項目の評価点数の区

上に関する事項 する目標を達成するた 標を達成するためとるべ 分は以下のとおりとする。

めとるべき措置 き措置 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 １ 農林水産植物の品 １ 農林水産植物の品種 ○栽培試験業務の質の向上 Ａ

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

試験 合計

各小項目の評価点数の区

分は以下のとおりとする。
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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 (1)栽培試験実施体制の (1)栽培試験実施体制の ◇栽培試験の計画的かつ的確な実 【事業報告書の記述】 Ａ

的かつ的確に実施す 強化 強化 施 ○農林水産省からの通知に基づき栽培試験

るとともに、出願動 農林水産大臣から通 農林水産大臣から通知 Ａ：順調に実施されている 実施計画を作成し、15年度計画611点(14年

向を踏まえ、栽培試 知を受けた栽培試験に を受けた栽培試験につい Ｂ：概ね順調に実施されてい 度484点)のうち、371点（14年度394点）に

験実施体制の強化を ついて、農林水産省と て、農林水産省との緊密 る 着手し、170点（14年度30点）を次年度実

図る。 の緊密な連絡調整を図 な連絡調整を図りつつ、 Ｃ：不十分 施とした。また､取り下げ､遅延申請等によ

りつつ、計画的かつ的 計画的かつ的確に実施し る中止は70点であった｡また､委託による栽

確に実施する。また、 、また、近年、出願数及 培試験は９県12機関を委託先とし36点を実

近年、出願数及び種類 び種類数が増加傾向にあ 施した。

数が増加傾向にあるこ ることを踏まえ、栽培試 注：15年度計画及び次年度実施点数が14年

とを踏まえ、栽培試験 験担当者に必要な専門技 度に比べ大幅に増加したのは、16年の春

担当者に必要な専門技 術研修等を行うとともに に栽培する切り花用カーネーション、ダ

術研修等を行うととも 栽培試験対象植物の集約 イアンサス、きく、切り花用ばら、鉢物

に栽培試験対象植物の 化を図りつつ、栽培試験 用ばらは、従来、当該年度の計画として

集約化を図り、栽培試 実施体制の強化を図るこ いたが、供試品種の入手をより効率的に

験実施体制を強化する ととしており、15年度は 実施するために平成15年度４期計画に組

。 、作物種類別の専門技術 み入れたためである。

研修を実施するとともに

、14年度に作成した「栽 ◇栽培試験実施体制の強化 【事業報告書の記述】 Ａ

培試験対象植物の集約化 Ａ：順調に進んでいる ○年次計画に基づき、次の２種類について

計画」に基づき栽培試験 Ｂ：概ね順調に進んでいる 作物別担当者会議及び専門技術研修を実施

実施体制の強化を図る。 Ｃ：不十分 した。

上記２項目については、 ・トルコぎきょう（北海道中央）

各年度の年度計画におい ・カランコエ（八岳）

て定められている具体的 ○農場長等会議において、栽培試験対象植

目標等に照らし、達成度 物の集約化計画に基づき、実施体制の強化

の評価を行うものとする。 に向け以下のとおり対象植物の専門化を進

めることとした。

本所：特殊検定、新規植物及び直接品種

特性審査官の技術指導を要する種

類を担当

八岳：ﾄﾏﾄ、ｽﾀｰﾁｽ、ﾄﾙｺ 、ﾋﾞﾝｶ、ぎきょう

ﾍﾞｺﾞﾆｱ

とうがらし ほうせんか ばら金谷： 、ｼｸﾗﾒﾝ、 、
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西日本： 、ｶｰﾈｰｼｮﾝ、 、 、いちご きく しおん

ゆりｽﾄｯｸ、ﾍﾟﾁｭﾆｱ、ﾍﾟﾗﾙｺﾞﾆｳﾑ、

、 、 、特殊検定つつじ つばき

雲仙：ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑ、ｶｰﾈｰｼｮﾝ、 、きく

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

知覧：ｶﾞｰﾍﾞﾗ、 、ﾍﾟﾁｭﾆｱ、きんぎょそう

ばら

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

物の種類を拡大（中 向上 向上 （中期目標の期間中に10種類程度 ○15年度はしょうが及びトレニアの２種類

期目標の期間中に10 ア 栽培試験対象植物 ア 栽培試験対象植物の ） について栽培試験栽培試験方法等の検討を

種類程度）するとと の種類の拡大 種類の拡大 Ａ：年間２種類以上の拡大 行うとともに拡大を図った。

もに、植物の種類別 センターにおいて栽 センターにおいて栽培 Ｂ：年間１種類以上の拡大

の栽培・特性調査マ 培試験を実施したこと 試験を実施したことが無 Ｃ：対象植物の種類の拡大なし

ニュアル（２種類／ が無い種類について、 い種類について、必要性

年度）及び特殊検定 必要性の高い品種から の高い品種から栽培方法

マニュアル（５項目 栽培方法等について検 等について検討を行い、

／年度）の作成によ 討を行い、中期計画期 中期計画期間中に10種類

り栽培試験実施能力 間中に10種類程度の栽 程度の栽培試験対象植物

の向上を図る。 培試験対象植物の拡大 の拡大を図ることとして

を図る。 おり、15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 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】 Ｂ

培・特性調査マニュア ・特性調査マニュアル及 調査マニュアル（２種類／年度 (第２－１表参照：21頁)

ル及び特殊検定マニュ び特殊検定マニュアルの 程度）の作成

アルの作成 作成 Ａ：年間２種類以上の作成 【その他特記事項】

センターで栽培試験 センターで栽培試験を Ｂ：年間１種類の作成 ○１種類作成

を実施する種類で品種 実施する種類で品種数の Ｃ：マニュアルの作成なし

数の多いものから毎年 多いものから毎年２種類

２種類程度の栽培・特 程度の栽培・特性調査マ

性調査マニュアルを作 ニュアルを作成すること

成する。また、従来か とし、また、従来から行

ら行っている病害抵抗 っている病害抵抗性の検

性の検定等に加え、香 定等に加え、香り、栄養 ◇特殊検定マニュアル（５項目／ 【事業報告書の記述】 Ａ

り、栄養成分等の新た 成分等の新たな項目につ 年度程度）の作成 (第２－２表参照：21～22頁)

な項目についても検定 いても検定手法を確立し Ａ：年間４項目以上の作成

手法を確立し、毎年５ 、毎年５項目程度の特殊 Ｂ：年間３項目の作成 【その他特記事項】

項目程度の特殊検定マ 検定マニュアルを作成す Ｃ：年間０～２項目の作成 ○８（改正４）項目作成
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ニュアルを作成する。 ることとしており、１５

年度は、栽培・特性調査

マニュアルをしおん等２

種類程度について作成す 第２－１表 栽培・特性調査マニュアル

るとともに、特殊検定に 項目 平成15年度 平成14年度

ついては、はくさい根こ 経過 植物の種類 計 植物の種類 計

ぶ病抵抗性の検定方法等 しおん 大豆(えだまめ)

５項目程度のマニュアル 作成完了 １ スターチス ３

作成を行う。 プリムラ

オステオスペルマム オステオスペルマム

シクラメン しおん

作成継続 トルコぎきょう ５ シクラメン ５

ペチュニア ペチュニア

ロードデンドロン ロードデンドロン

トマト トルコぎきょう

作成着手 カランコエ ４ １

マーガレット

るりとうわた

合 計 10 ９

第２－２表 特殊検定マニュアル

平成15年度 平成14年度

項目 計 項目 計

ﾚﾀｽ根腐病ﾚｰｽ１抵抗性 ばれいしょ青枯病抵抗

(改正:15年度着手) 性

ﾚﾀｽ根腐病ﾚｰｽ2抵抗性 おたねにんじんｴｷｽ含量

ﾚﾀｽﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｲﾝ病抵抗性 おたねにんじんｻﾎﾟﾆﾝ含

作 はくさい根こぶ病抵抗 ８ 量 ４

成 性 ﾚﾀｽ根腐病ﾚｰｽ1抵抗性

完 ﾄﾏﾄ全固形物量 改

了 ﾄﾏﾄ半身萎ちょう病抵抗 正

性(改正:15年度着手) ４

ﾄﾏﾄ萎ちょう病J1･J2抵

抗性(改正:15年度着手)

ﾄﾏﾄ根腐萎ちょう病抵抗

性(改正:15年度着手)



- 22 -

第２－２表特殊検定マニュアル（つづき）

いちごｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸含量 いちごうどんこ病抵抗

作 すいか炭そ病抵抗性 性

成 大豆(えだまめ)糖含量 ５ トマトｻﾂﾏｲﾓﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ ３

継 トマトｻﾂﾏｲﾓﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ 抵抗性

続 抵抗性 ﾚﾀｽﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｲﾝ病抵抗性

ﾄﾏﾄ疫病抵抗性

中 いちごうどんこ病 １ ﾄﾏﾄTMV抵抗性 １

止 抵抗性

かぶ萎黄病抵抗性 いちごｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸含量

作 きゅうりﾓｻﾞｲｸ病(CMV) すいか炭そ病抵抗性

成 抵抗性 大豆(エダマメ)糖含量

着 しょうが辛味成分(6－ ４ ﾄﾏﾄ全固形物量 ６

手 ｼﾞﾝｹﾞﾛｰﾙ)含量 ﾄﾏﾄ疫病抵抗性

ﾄﾏﾄ裂果抵抗性 はくさい根こぶ病抵抗

性

合計 18 14

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

の連携を図りつつ、 要な対照品種保存の充 要な対照品種保存の充実 Ａ：年間270品種以上の拡大 ○栽培試験の実施のために保存する対照品

品種保存農場におけ 実 ア 対照品種保存の対象 Ｂ：年間240品種以上270品種未満 種等の充実を図るため既存品種の収集・保

る植物の種類の専門 ア 対照品種保存の対 となる植物及び品種保存 の拡大 存計画に基づき、ほうせんか、シクラメン

化及び栄養体種苗の 象となる植物及び品種 点数の拡大 Ｃ：年間240品種未満の拡大 等の収集・保存を行った。

保存・増殖技術の向 保存点数の拡大 近年、品種の変遷等に (第２－３表参照)

上により、栽培試験 近年、品種の変遷等 より入手困難となってい 【その他特記事項】

の実施のために保存 により入手困難となっ る対照品種について、栽 ○392品種拡大

する対照品種の充実 ている対照品種につい 培試験実施点数の多い種

（300品種拡大／年 て、栽培試験実施点数 類から、順次、対象とな 第２－３表 対照品種保存点数の実施状況(括弧内は平成14年度)

度）を図る。 の多い種類から、順次 る植物の種類の拡大を図 新規収集 新規保存 累計種類 累計点数 廃棄

、対象となる植物の種 るとともに、300品種／ 種類 点数 (注1 種 類 点 数

類の拡大を図るととも 年度程度の品種保存点数 合計 38 392 119 3,250 5 54

に、300品種／年度程度 の拡大を図ることとして (44) (467) (115) (2,912) (7) (80)

の品種保存点数の拡大 おり、15年度は、14年度 種子 30 231 94 2,074 － －

を図る。 に作成した「既存品種の (33) (256) (91) (1,843) (－) (－)

収集・保存計画」に基づ 種菌 － － 5 113 － －

き、ほうせんか、シクラ (－) (－) (5) (113) (－) (－)

メン等300品種程度の収 栄養 8 161 20 1,063 5 54

集・保存を行う。 体種 (11) (211) (19) (956) (7) (80)

苗

注1:累計種類数は､新しい種類のみをカウントするため､前年度の
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累計種類数に当該年度収集の種類数を足した数にはならない｡

注2:最終的な保管点数は累計から返還・廃棄数を引いた数。

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

ける植物の種類の専門 る植物の種類の専門化 類の専門化 ○既存品種の収集・保存計画と併せて保存

化 収集保存する植物のう Ａ：順調に進んでいる 農場の専門化について検討を行うとともに

収集保存する植物の ち栽培により保存が必要 Ｂ：概ね順調に進んでいる 、計画に基づき保存を行った。

うち栽培により保存が な栄養繁殖性植物につい Ｃ：不十分

必要な栄養繁殖性植物 て、当該植物の栽培試験 本項目については、各年

について、当該植物の 実施状況等を考慮して、 度の年度計画において定

栽培試験実施状況等を 保存農場の専門化を図る められている具体的目標

考慮して、保存農場の こととし、その際、遺伝 等に照らし、達成度の評

専門化を図る。その際 資源保存業務との連携を 価を行うものとする。

、遺伝資源保存業務と 強化し、効率的な業務運

の連携を強化し、効率 営に努めることとしてお

的な業務運営に努める り、15年度は、既存品種

。 の収集・保存計画に基づ

き、種類別の専門農場に

おいて保存を行う。

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

・増殖技術の向上 増殖技術の向上 術の向上 ○ロードデンドロンを対象に、保存･増殖

保存する植物の種類 保存する植物の種類ご Ａ：順調に進んでいる 技術についてマニュアル案の検討を行った

ごとに、保存方法及び とに、保存方法及び増殖 Ｂ：概ね順調に進んでいる ｡

増殖方法の検討を行う 方法の検討を行うととも Ｃ：不十分

とともに、専門技術研 に、専門技術研修等を通 本項目については、各年

修等を通じて保存実施 じて保存実施担当者の保 度の年度計画において定

担当者の保存技術及び 存技術及び増殖技術の向 められている具体的目標

増殖技術の向上を図る 上を図ることとしており 等に照らし、達成度の評

。 、15年度は、ロードデン 価を行うものとする。

ドロンを課題として取り

上げ、作物種類別の専門

技術研修を開催し、技術

向上を図る。

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

別審査基準案の作成 作成の推進 作成の推進 作成件数の拡大（15種類／年度程 ○15種類について審査基準案作成に着手し

件数の拡大（15種類 農林水産省における 農林水産省における新 度） 、14年度以前の着手分と合わせて26種類に

／年度）を図るとと 新規植物の審査に資す 規植物の審査に資するた Ａ：年間14種類以上の拡大 ついて審査基準案の作成のための情報収集

もに、作成期間の短 るため、センターにお め、センターにおいて作 Ｂ：年間12～13種類の拡大 を行った。
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縮化（平均作成期間 いて作成する種類別審 成する種類別審査基準案 Ｃ：年間12種類未満の拡大 ○12種類について審査基準案を作成し、生

２年／種類）を図る 査基準案については、 については、類似する種 産局長に報告した。これらの平均作成期間

。 類似する種類の審査基 類の審査基準案を並行的 は、現地調査の事前準備を周到に実施する

準案を並行的に作成す に作成する等により効率 ことなどにより1年11ヶ月となり、昨年(2

る等により効率的に実 的に実施し、15種類／年 年1ヶ月)より短縮した。

施し、15種類／年度程 度程度に作成件数を拡大 ◇新規植物の種類別審査基準案の 【事業報告書の記述】 Ａ

度 するとともに、植物新品 作成期間の短縮化 ○種類別審査基準案作成検討委員、種苗課

に作成件数を拡大する 種保護国際同盟（UPOV） 指標＝当該年度における１種類当 、栽培試験実施場所及び本所関係者を参集

とともに、植物新品種 、農林水産省、学識経験 たりの審査基準案の平均作成 範囲とする種類別審査基準案作成検討会議

保護国際同盟（UPOV） 者等との連携を図り、１ 期間 を開催し、審査基準案を作成する上で留意

、農林水産省、学識経 種類当たりの作成期間を Ａ：２年以内 すべき共通事項について周知確認するとと

験者等との連携を図り 平均２年以内とすること Ｂ：２年を超え３年以内 もに、15年度に作成した各作物の基準案の

、１種類当たりの作成 としており、15年度は、 Ｃ：３年を超える 内容についての検討を行った。

期間を平均２年以内と 前年度までに着手した種

する。 類の審査基準案を作成す

るとともに、新たに、ゆ

きのした、サンダーソニ

ア等15種類程度の種類別

審査基準案の作成に着手

する。

(5)出願者から送付 (5)出願品種の種子及び (5)出願品種の種子及び ◇出願者から送付された出願品種 【事業報告書の記述】 Ａ

された出願品種の種 種菌の保存 種菌 の種子及び種菌の確実な保存 ○平成15年度出願品種の種子及び種菌の保

子及び種菌の確実な 出願時に申請者から の保存 Ａ：順調に進んでいる 存実績

保存を図る。 提出される種子及び種 出願時に申請者から提 Ｂ：概ね順調に進んでいる (第２－４表参照：24～25頁)

菌について、種類ごと 出される種子及び種菌に Ｃ：不十分 【その他特記事項】

の保存条件に留意しつ ついて、種類ごとの保存 本項目については、種子及 ○出願品種の種子及び種菌の保存が的確に

つ、適切な保存管理を 条件に留意しつつ、適切 び種菌の種類ごとの保存条 行われている。

実施する。 な保存管理を実施する。 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14年度)

新規保管 新規保管 累計 累計点数 返還・廃棄

種類数 点数 種類数

(注2 (注2 (注3 種類数 点数

種 子 49 145 165 2,983 0 0

(44) (142) (160) (2,838) (0) (0)

種 菌 6 17 14 239 7 28

(注1 (7) (22) (14) (250) (6) (19)

注1：種菌は（独）森林総合研究所に委託保管。
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注2：最終的な保管点数は累計から返還・廃棄数を引いた数。

注3：累計種類数は新しい種類のみをカウントするため、前年度

累計種類数に当該年度収集の種類数を足した数にならない。

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

得られた情報及び知 報及び知見の農林水産 報及び知見の農林水産省 業務により得られた情報及び知見 ○種苗法施行規則に基づき、15年12月に10

見を農林水産省に提 省への提供 への提供 の農林水産省への提供 種類16品種について、種苗未提出や生育異

供する。 品種登録審査業務の 品種登録審査業務の適 Ａ：十分行われている 常等により問題ありとして農林水産大臣へ

適切な実施、改善等に 切な実施、改善等に資す Ｂ：概ね行われている 報告を行った。これらについては、全て栽

資するよう、栽培試験 るよう、栽培試験及び栽 Ｃ：不十分 培試験を中止する旨の通知があった。

及び栽培試験に関する 培試験に関する業務を実 本項目については、各年 ○登録出願品種審査要領に基づき、12月１

業務を実施する中で知 施する中で知り得た情報 度の年度計画において定 日現在の栽培試験実施全場所の栽培試験実

り得た情報及び知見に 及び知見について、農林 められている具体的目標 施状況について整理し定められた様式に則

ついて、農林水産省に 水産省に積極的に提供す 等に照らし、達成度の評 り、生産局長に報告した。

積極的に提供する。 ることとしており、15年 価を行うものとする。 ○四半期に１度、農場等の栽培試験実施状

度は、栽培試験実施状況 況を整理し、問題点については種苗課審査

等の定期的な報告及び事 室に報告し、審査室から示された対処方法

案発生ごとの随時報告を を栽培試験実施責任者に通知した。

中心に情報・知見の提供 ○栽培試験の成否に係る事項、区別性・均

を行う。 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、審査室から

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､部会委員とし本

部､農場から７名が参画し､委員会に出席す

るとともに､アメリカ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 ２ 農作物（飼料作物 ２ 農作物（飼料作物を ○種苗検査業務の質の向上 Ａ

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

の検査 査 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
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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％ (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

以上について、検査 検査職員に対して専 検査職員に対して専門 指標＝当該年度における50日以内 ○証明の発行の徹底したシステム化、検査

依頼のあった日から 門技術研修等を行い、 技術研修等を行い、的確 に検査報告を行った件数の全 結果の決裁に係る期間の短縮に引き続き努

かつ迅速な検査を実施す 検査件数に対する割合 めた。その結果、検査件数の1,062件の全

50日以内に検査結果 的確かつ迅速な検査を るとともに、検査件数の Ａ：90％以上 てについて、検査依頼のあった日から50日

の報告を行うことに 実施するとともに、検 90％以上について、検査 Ｂ：80%以上90％未満 以内に検査結果の報告が行われた。

より、検査の迅速化 査件数の90％以上につ 依頼のあった日から50日 Ｃ：80％未満 ○検査職員に十分な研修、技能検定を課し

を図る。 いて、検査依頼のあっ 以内に検査結果の報告を 、結果的に検査の依頼があった日から検査

た日から50日以内に検 行うこととしており、15 結果の報告を行うまでの日数の短縮を図っ

査結果の報告を行うこ 年度は、技能検定試験及 た。

ととする。 び専門技術研修により、 ○ISTAの承認検査所としての再承認を受け

発芽検査、純潔種子検査 るため、16年４月の査察に向けた以下のよ

等に係る検査職員の技術 うな準備を進めた。

能力の高位平準化及び事 ・特に純潔検査について検査を丁寧に行

務処理の効率化を目指す 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。

○異種種子検査を行う際に参照する異種種

子（主に雑草）について、244点の新たな

コレクションを収集した。

○品質保証マニュアルに基づき年度末にマ

ネージメントレビューを行い、１年間の種

苗検査の課題等を整理した。

検討したテーマは次の通り。

・品質管理方針の実現に向けての具体的

な取り組み

・品質監査に基づく品質保証システムの

見直し状況

・依頼書のニーズの変化、社会的要求事

項の変化、新しい技術への対応

・依頼者からの苦情に基づく品質保証シ

ステムの見直し状況
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(2)検査結果につい (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のた 【事業報告書の記述】 Ｂ

て依頼業者に対して 検査の依頼のあった 検査の依頼のあった種 めのアンケート調査の実施、分析 ○今年度の調査内容は、ISTAにおいて開始

意向把握のためのア 種苗業者等にアンケー 苗業者等にアンケート調 Ａ：順調に行われている された「種子活力検査」に対する意向把握

ンケート調査を行い ト調査を実施し、その 査を実施し、その調査結 Ｂ：概ね順調に行われている 及び「種子伝染性病害検査」については検

、その調査結果を分 調査結果を分析し、ク 果を分析し、クレームが Ｃ：不十分 査項目（対象病害）の拡大等についての意

析し、業務の質の向 レームがあった場合に あった場合には速やかに 向把握を行った。なお、本年のアンケート

上を図るとともに、 は速やかに対応すると 対応するとともに、業務 の回収率は73％と昨年（60％）に比べて高

クレームがあった場 ともに、業務の改善を の改善を図ることとして まった。

合には適切に処理す 図る。 おり、15年度は、アンケ

る。 ートを実施してその結果 ◇クレームへの対処 ○種子伝染性病害検査の検査項目（対象病 Ａ

の分析等を行い、業務の Ａ：速やかに対応している 害）の拡大要望等はあったが、クレームに

改善を図る。 Ｂ：一部に問題があった 該当するものはなかった。

Ｃ：問題があった

（クレームがない場合は、本項

目の評価は行わない。）

上記２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。

(3)依頼検査におけ (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

る検査項目の拡大を 種子流通の国際化、 種子流通の国際化、臭 の拡大 ○昨年度開始したｷｬﾍﾞﾂ黒腐病検査をアブ

図る。 臭化メチルの使用禁止 化メチルの使用禁止等に Ａ：順調に進んでいる ラナ科全般に拡大するとともに、新たにﾆﾝ

等に対応して、ニーズ 対応して、ニーズの高ま Ｂ：概ね順調に進んでいる ｼﾞﾝの黒葉枯病の検査を検査項目に追加し

の高まりつつある病害 りつつある病害検査を新 Ｃ：不十分 た。今年度は12点の依頼があり、これを実

検査を新たに実施する たに実施することとし、 本項目については、各年 施した。依頼はあくまで業者の意向で変化

。また、異種種子の粒 また、異種種子の粒数検 度の年度計画において定 するものであるが、

数検査を検査項目に追 査を検査項目に追加する められている具体的目標 ・アンケートによる業者の意向把握、

加する。 こととしており、15年度 等に照らし、達成度の評 ・HP等を活用した積極的なPR

は、前年までに開始した 価を行うものとする。 ・検査項目（対象病害）の拡大

病害検査を確実に実施す 等の対策を講じ、実績を増やしていくこ

るとともに、新たに１病 ととしている。

害の検査を開始する。ま ○遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

た、14年度に開始した遺 る生物の多様性の確保に関する法律に基づ

伝子組換え種子の混入検 く立ち入り検査を確実に実施するため、補

査に関する実施体制を整 助事業による遺伝子組換え種子検査棟の設

備する。 計・建設を適切に行った。また、遺伝子検

知等に係る技術について、担当者１名が

(独)食品総合研究所に出向いてこれを習得
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した。

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

等に係る次の検査を 確実な実施 確実な実施 着実な実施 ○てんさい種子の品質の証明のための検査

着実に実施する。 種苗業者の輸出用て 種苗業者の輸出用てん Ａ：順調に実施されている は、依頼がなかったため実施しなかった。

ア 輸出用てんさい んさい種子の品種の証 さい種子の品種の証明に Ｂ：概ね順調に実施されている ○災害対策用に保管する園芸種子の検査は

種子の品種の証明に 明に係る種子の検査、 係る種子の検査、種苗業 Ｃ：不十分 、計画点数141点を１月下旬から開始し、

係る検査 種苗業者が災害対策用 者が災害対策用に保管す 本項目については、中期 年度内に概ね終了した。（最終的な結果報

イ 種苗業者が災害 に保管する園芸種子の る園芸種子の検査及び種 計画において定められて 告は16年度に行うこととした。）

対策用に保管する園 検査及び種苗業者がEC 苗業者がECナショナルカ いる検査等の実施状況に ○15年度末の西日本農場の種子検査施設完

芸種子の検査 ナショナルカタログへ タログへ品種登録した種 照らし、達成度の評価を 成までの間、前年度に引き続き本所、久留

ウ 種苗業者がECナ 品種登録した種子の事 子の事後検定を実施する 行う。 米分室で検査を分担して行ったが、この間

ショナルカタログへ 後検定を実施するとと とともに、検査終了後、 担当者間で情報交換を密にし、確実に検査

品種登録した種子の もに、検査終了後、検 検査結果を適切に報告す を行った。

事後検定 査結果を適切に報告す ○ECナショナルカタログへ品種登録した種

る。 る。 子の事後検定12品種（14年度：30品種）を

実施した。また、４業者(14年度：10業者)

について、記録の作成及びサンプルの保管

状況の検査を実施した。

○検査結果については、速やかに報告を行

った。

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

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

増殖に必要な種苗の に必要な種苗の生産及 要な種苗の生産及び配布 合計

生産及び配布 び配布 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:（小項目数×2/3点）

以上

Ｂ:０点以上（小項目数

×2/3点）未満

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
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う。

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

村基本計画に即し、 確保 確保 （第２－５表参照：31頁）

都道府県の需要量に 食料・農業・農村基 食料・農業・農村基本 ○原原種等に関する都道府県の需要量、新

対応した原原種等の 本計画に即し、都道府 計画に即し、都道府県の 品種等の需要及び各農場の原原種等生産の

供給量を確保（需要 県の需要量のほぼ100％ 需要量をほぼ100％確保 ための種苗確保量等を鑑み、生産計画を策

量のほぼ100％を確 を確保できる生産配布 できる生産配布計画を作 定した。15年春植用ばれいしょ１品種で需

保できる生産配布計 計画を作成し、需要に 成し、需要に応じた供給 要量の急増のため、生産計画が需要を下回

画の作成）する。 応じた供給を行う。 を行うこととしており、 ったが、その他のばれいしょ、茶及びさと

15年度における各作物の うきびについては需要量に見合う生産計画

具体的な生産計画は以下 が策定できた。

のとおりとする。 ○生産計画に見合う数量を確保するための

平成16年秋植用ばれいし 作付及び生産管理を実施した。

ょ原原種 5,860袋 ○15年度における各作物の生産･配布概況｡

平成16年春植用ばれいし ◇秋植用ばれいしょ原原種の需要 ・15年秋植用ばれいしょ原原種は、初期生 Ｂ

ょ原原種 69,400袋 量に即した供給の確保 育が遅れたことで規格内歩留まりが低く、

平成16年春植用茶原種 指標＝当該年度における秋植用ば 生産計画を達成できなかったものの、需要

（１年生苗配布分） れいしょ原原種供給量の都道 量が減少したことで供給数量を確保

28,400本 府県需要量に対する割合 （生産計画達成率：88.2％、申請数量達成

平成17年春植用茶原種 Ａ：90％以上 率：100％）

（２年生苗配布分） Ｂ：80％以上90％未満 ・16年秋植用ばれいしょ原原種は、計画に

20,600本 Ｃ：80％未満 基づき生産中

平成16年春植用さとうき 【その他特記事項】

び原原種 1,184千本 ○供給は100％とＡ評価の基準を満たした

平成16年夏植用さとうき が、生産計画は未達成であったことからＢ

び原原種 1,723千本 評価とした。

◇春植用ばれいしょ原原種の需要 【事業報告書の記述】 Ａ

量に即した供給量の割合 ・16年春植用ばれいしょ原原種は、需要に

指標＝当該年度における春植用ば 応じた供給数量を概ね確保

れいしょ原原種供給量の都道 （生産計画達成率：104.6％、申請数量達

府県需要量に対する割合 成率：97.7％）

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給量 ・16年春植用茶原種２年生苗は、需要に応 Ａ

の割合 じた供給数量を確保

指標＝当該年度における茶原種供 （生産計画達成率：106.3％、申請数量達
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給量の都道府県需要量に対す 成率：100％）

る割合 ・16年春植用茶原種１年生苗は、需要に応

Ａ：90％以上 じた供給数量を確保

Ｂ：80％以上90％未満 （生産計画達成率：104.6％、申請数量達

Ｃ：80％未満 成率：100％）

・17年春植用茶原種２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需要 ・16年春植用さとうきび原原種は、需要に Ａ

量に即した供給量の割合 応じた供給数量を概ね確保(生産計画達成

指標＝当該年度における春植用さ 率：97.4％、申請数量達成率：100％)

とうきび原原種供給量の都道

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

◇夏植用さとうきび原原種の需要 ・15年夏植用さとうきび原原種は、植付時 Ａ

量に即した供給量の割合 の14年夏に例年にない度重なる強い台風が

指標＝当該年度における夏植用さ 両農場に襲来したことにより、計画数量を

とうきび原原種供給量の都道 確保できなかったものの、需要が減少に転

府県需要量に対する割合 じたことで供給数量を確保

Ａ：90％以上 (生産計画達成率：87.6％、申請数量達成

Ｂ：80％以上90％未満 率：100％)

Ｃ：80％未満 ・16年夏植用さとうきび原原種は、計画に

基づき生産中。

【その他特記事項】

○種苗生産業務については、受入側の対応

や気象災害など不安定要素を克服できるよ

うな体制の構築に向けて更なる工夫、努力

を期待したい。特にばれいしょの新品種等

の緊急増殖への適切な対応及び一層の原原

種の効率化のため、苗条（シュート）増殖

等、器内増殖技術の増殖体系への更なる導

入について検討する必要がある。
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第２－５表 原原種等の需要量と供給量（括弧内は14年度実績）

原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 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（注3 Ｄ／Ｃ

6,115 6,200 5,466 88.2 3,751 3,751 100.0

15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)

注1） 65,910 69,400 72,579 104.6 65,310 63,818 97.7

16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)

4,049 4,600 － － － － －

16年秋植用ばれいしょ原原種（袋） (6,115) (6,200) (－) (－) (－) (－) (－)

31,700 32,500 34,540 106.3 19,900 19,900 100.0

16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)

28,400 28,400 29,710 104.6 5,500 5,500 100.0

16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)

19,950 20,600 － － － － －

17年春植用茶原種（本）２年生苗 (31,700) (32,500) (－) (－) (－) (－) (－)

1,743 1,743 1,527 87.6 1,527 1,527 100.0

15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)

注2） 1,184 1,184 1,152 97.4 1,152 1,152 100.0

16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)

1,723 1,723 － － － － －

16年夏植用さとうきび原原種（千本） (1,743) (1,743) (－) (－) (－) (－) (－)

注1：16年春植用ばれいしょ原原種には16年４月の追加申請配布分109袋を含む。

注2：16年春植用さとうきび原原種には16年５月までの配布分を含む。

注3：Ｄには調査用種苗からの振替を含む。

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

性の維持・向上（病 品質の維持・向上 品質の維持・向上 ほ場での肉眼による病害検定の実 ○原原種等生産配布技術指針及び病害虫発

害罹病率0.1％未満 ア 原原種等の無病性 ア 原原種等の無病性の 施 生消長調査に基づき、適時適切な病害虫防

）を図るとともに、 の維持・向上 維持・向上 Ａ：１作期当たり５回（２期作で 除に努めた。

原原種等の品質の維 原原種等生産配布技 原原種等生産配布技術 ３回）以上 ○生育期間中のほ場での肉眼による病害検

持・向上（ばれいし 術指針等に基づき、病 指針等に基づき、病害虫 Ｂ：１作期当たり４回（２期作で 定を計画的かつ病害虫の発生状況に応じて

ょ萌芽率90％以上、 害虫防除対策を講じる 防除対策を講じるととも ２回） 以下の通り実施した。

茶樹活着率90％以上 とともに、生育期間中 に、生育期間中のほ場で Ｃ：１作期当たり３回（２期作で ・15年秋植用ばれいしょ原原種：３～６回

、さとうきび発芽率 のほ場での肉眼による の肉眼による病害 １回）以下 ・16年春植用ばれいしょ原原種：４～９回

80％以上）を図る。 病害 検定を、ばれいしょ５回 16年春植用ばれいしょにおいて病害検定

上、茶樹12回以上（１ ４回以上）及びさとうき ４回にとどまったのは15年夏、東北北部を

年生苗４回以上）及び び12回以上実施し、収穫 襲った冷害の影響で雨天日が多く、計画的
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さとうきび12回以上実 直前の検定における病害 に病害検定を実施できなかったことによる

施し、収穫直前の検定 罹病率0.1％未満とする ためである。病害検定回数の不足による原

における病害罹病率を0 ことを目指す。 原種の品質を確認するため、配布した原原

.1％未満とする。 種と同系統の品質調査数を14年度3,350(ウ

イルスの検出数:１)から15年度25,680(同

：２)に増やし無病性について確認した。

【その他特記事項】

○春植用一部品種でＡ評価の基準の５回を

下回ったが、充分な対応を行っていること

からＡ評価とした。

◇茶原種生育期間中のほ場での肉 【事業報告書の記述】 Ａ

眼による病害検定の実施 ・16年春植用茶原種：14回（２年生苗）

Ａ：１作期当たり12回（１年生苗 ・16年春植用茶原種：６回（１年生苗）

４回）以上

Ｂ：１作期当たり11回（１年生苗

３回）

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中の ・15年夏植用さとうきび原原種：12～13回 Ａ

ほ場での肉眼による病害検定の実 ・16年春植用さとうきび原原種：９～12回

施 16年さとうきびにおいて病害検定が９回に

Ａ：１作期当たり12回以上 とどまったのは、新品種「Ni16」について

Ｂ：１作期当たり11回 需要増に対応するために、必要な種苗につ

Ｃ：１作期当たり10回以下 いて全量病害検定を行ったことで、植付時

期が大幅に遅れた（通常３月→７月）こと

によるためである。

【その他特記事項】

○春植用一部品種でＡ評価の基準の12回を

下回ったが、充分な対応を行っていること

からＡ評価とした。

◇ばれいしょ原原種無病性の維持 【事業報告書の記述】 Ａ

・向上 ○ばれいしょ：全ての農場、品種で0.1％

指標＝当該年度におけるばれいし 未満であった。

ょ原原種収穫直前の検定によ ○ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ対策

る病害罹病率 被害が甚大なことと防除の困難性から国

Ａ：0.1％未満 際的な検疫対象ともなっている「ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼ

Ｂ：0.1％以上0.3％未満 ｽﾄｾﾝﾁｭｳ」が、未発生地域であった北海道
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Ｃ：0.3％以上 十勝地方および青森県で確認された。種苗

の根幹である原原種を生産する農場におい

て、本センチュウの侵入を絶対に阻止しな

ければならないことから、現状の確認と必

要な措置について検証を行い、車両洗浄装

置を新たに設置するなど、本センチュウの

農場内への侵入防止徹底を図った。

◇茶原種無病性の維持・向上 ○茶：全ての農場、品種で0.1％未満であ Ａ

指標＝当該年度における茶原 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維持 ○さとうきび：全ての農場、品種で0.1％ Ａ

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

維持・ 持・ Ａ：順調に進んでいる (土壌改良方針は、平成15年計画項目、第

向上 向上 Ｂ：概ね順調に進んでいる １－３－(１)－イ参照：７頁)

原原種等生産配布技 原原種等生産配布技術 Ｃ：不十分

術指針等に基づき、土 指針等に基づき、土壌改 本項目については、各年

壌改良、輪作年限の確 良、輪作年限の確保等の 度の年度計画において定

保等の対策を実施し、 対策を実施し、配布する められている具体的目標

配布する原原種等につ 原原種等について、ばれ 等に照らし、達成度の評

いて、ばれいしょ萌芽 いしょ萌芽率90％以上、 価を行うものとする。

率90％以上、茶樹活着 茶樹活着率90％以上、さ

率90％以上、さとうき とうきび発芽率80％以上 ◇ばれいしょ萌芽率 ○適正な栽培管理を行い品質の向上に努め Ａ

び発芽率80％以上を満 を満たすことを目指す。 Ａ：90％以上 た。その結果、原原種の萌芽率等は以下の

たすようにする。 Ｂ：80％以上 通りであった。

Ｃ：80未満 ・ばれいしょ原原種萌芽率等

15年秋植用：88.8～100％(平均：98.2％)

16年春植用：91.0～100％(平均：98.3％)
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雲仙農場「農林１号」において降雨によ

る収穫の遅れから休眠期間が不足したため

89％の萌芽率にとどまった。このため、配

布先調査において適切な管理等を行うよう

依頼を行った｡なお､萌芽率を確保するため

に生育促進を図るよう早期植付けを行うこ

ととした。

◇茶樹活着率 ・茶原種活着率 Ａ

Ａ：90％以上

Ｂ：80％以上 15年春植用：100％、

Ｃ：80未満

◇さとうきび発芽率 ・さとうきび発芽率 Ａ

Ａ：90％以上 15年春植用：86.4～100％(平均95.5％)

Ｂ：80％以上 15年夏植用：84.2～95.3％(平均89.9％)

Ｃ：80未満

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

の申請期限から配布 速化 速化 Ａ：順調に進んでいる ○全国のばれいしょ採種道県協議会や各道

開始までの期間を次 原原種等の生産見込 原原種等の生産見込数 Ｂ：概ね順調に進んでいる 県等で行われる種苗の需給協議会等に参加

の期間以内とし、原 数量の把握を適時に行 量の把握を適時に行い、 Ｃ：不十分 し、需要動向を的確に把握するように努め

原種等の配布の迅速 い、収穫調製から配布 収穫調製から配布数量決 本項目については、各年 るとともに原原種等生産農場から定期的に

化を図る。 数量決定までの期間の 定までの期間の短縮に努 度の年度計画において定 報告される選別状況等により的確な配布数

短縮に努めるとともに めるとともに、生産見込 められている具体的目標 量の把握に努めた。この結果、配布までの

ア ばれいしょ：1. 、生産見込数量を関係 数量を関係道県に早期に 等に照らし、達成度の評 期間は全て目標期間以内であった。

5か月 道県に早期に提示し、 提示し、配布数量決定ま 価を行うものとする。

配布数量決定までに係 でに係る事務処理の迅速

イ 茶樹：１か月 る事務処理の迅速化を 化を図り、配布の申請期 ◇ばれいしょ原原種の申請期限か 【事業報告書の記述】 Ａ

図り、配布の申請期限 限から配布開始までの期 ら配布開始までの期間 それぞれＡ評価の期間内であった。

ウ さとうきび：２ から配布開始までの期 間をばれいしょ1.5か月 Ａ：1.5ヶ月以内

か月 間をばれいしょ1.5か月 、茶樹１か月、さとうき Ｂ：1.5か月を超え2.5ヶ月以内

、茶樹１か月、さとう び２か月以内とすること Ｃ：2.5ヶ月を超える

きび２か月以内とする｡ を目指す。
◇茶原種の申請期限から配布開始 Ａ

までの期間

Ａ：1.5ヶ月以内

Ｂ：1.5か月を超え2.5ヶ月以内

Ｃ：2.5ヶ月を超える

◇さとうきび原原種の申請期限か Ａ

ら配布開始までの期間
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Ａ：1.5ヶ月以内

Ｂ：1.5か月を超え2.5ヶ月以内

Ｃ：2.5ヶ月を超える

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

先である都道府県に 価 原原種等の配布先であ 以降の原原種等生産配布に関する ○市町村単位の農協等に対し、原原種等の

対し意向把握のため 原原種等の配布先で る都道府県に対し、アン 改善計画の作成による業務の改善 品質、規格及び当センターへの問い合わせ

のアンケート調査を ある都道府県に対し、 ケート調査を毎年度実施 Ａ：順調に進んでいる 時の対応等についての評価及びさとうきび

行い、その調査結果 アンケート調査を毎年 し、アンケート結果に基 Ｂ：概ね順調に進んでいる では種苗更新の現状と今後についても設問

を分析し、業務の質 度実施し、アンケート づき次年度以降の原原種 Ｃ：不十分 を設けた。

の向上を図るととも 結果に基づき次年度以 等生産配布に関する改善 また、道県に対しては原原種等の品質、

に、クレームがあっ 降の原原種等生産配布 計画を作成して業務の改 配布形態、原原種等に対する要望意見等に

た場合には適切に処 に関する改善計画を作 善を図るとともに、クレ ついて主に記述式アンケートを行った。

理する。その際、顧 成して業務の改善を図 ームがあった場合には適 ・アンケートには原原種の品質や対応等の

客満足度を５段階評 るとともに、クレーム 切に対処し、アンケート 個別の項目毎に評価を付けるものと、原

価で数値化し、４以 があった場合には適切 結果で顧客満足度５段階 原種等を総合的に見た場合の評価を付け

上を目標とする。 に対処する。このこと 評価の4.0以上を得るよ るものがあるが､下記の表(第２－６表)

により、アンケート結 う努めることとしており には総合評価の評価点を記載した｡

果で顧客満足度５段階 、15年度は、対象者の意 ○改善計画はアンケート結果を的確に反映

評価の4.0以上を得るよ 見等を的確に反映できる させるため、評価点の低い事項及び記述回

う努める。 アンケート調査を実施し 答事項を全てピックアップし、改善を要す

、アンケート結果に基づ る事項については、その対応策を内容とし

き次年度以降の原原種等 て作成した。

生産配布に関する改善計

画を作成するとともに、 第２－６表 アンケート回集結果（括弧内は14年度結果）

クレームがあった場合に 平成15年度農協等向アンケート

はそれらについて適切に 回答 送付 回集率 総合評価

対処する。 農協等数 農協等数

春植用ばれいしょ 76 84 90.4％ 4.2

(75) (81) (92.6％) (4.1)

秋植用ばれいしょ 18 21 85.7％ 4.1

(12) (14) (85.7％) (4.0)

春植用 茶 ９ ９ 100％ 3.9

(５) (５) (100％) (4.2)

春植用さとうきび 44 44 100％ 4.2

(44) (44) (100％) (4.1)

夏植用さとうきび 47 47 100％ 4.4

(43) (46) (93.5％) (3.8)

全 体 194 205 94.6％

(174) (190) (94.2％)
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【その他特記事項】

○ばれいしょ、さとうきび原原種及び茶の

原種配布については、顧客満足度の向上の

ための取り組みが昨年度に増して的確に行

われている。

◇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

Ｂ：一部に問題があった 配布した原原種等について、配布先から

Ｃ：問題があった クレーム及び問い合わせが15件（14年度：

（クレームがない場合は、 17件）あった。このため当該原原種に係る

本項目の評価は行わない。） 情報の収集に努めるとともに、クレームの

上記２項目については、 内容に応じて適切に対応した結果､概ねク

各年度の年度計画におい レーム先等に了解を得ることができた｡

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。

◇ばれいしょ原原種配布先の満足 【事業報告書の記述】 Ａ

度の向上 アンケート調査の総合評価における満足度

指標＝当該年度におけるばれ により、評価を行った。

いしょ原原種配布先アン (第２－６表参照：35頁)

ケート結果での顧客満足度 ・15年春ばれいしょ：4.2

Ａ：4.0以上 ・15年秋ばれいしょ：4.1

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上 【事業報告書の記述】 Ｂ

指標＝当該年度における茶原種配 ・15年春植用茶：3.9

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満足 【事業報告書の記述】 Ａ

度の向上 ・15年春植用さとうきび：4.2

指標＝当該年度におけるさと ・14年夏植用さとうきび：4.4

うきび原原種配布先アンケー
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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

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

村基本計画に即し、 安全保障への支援体制 安全保障への支援体制の 転換等による食料の増産のための ○ばれいしょの大量急速増殖手法の開発の

不測時においてばれ の整備 整備 種苗の緊急増殖体制の確立等によ ため以下の調査課題に取り組んだ。

いしょへの転換等に マイクロチューバー マイクロチューバー、 ・ばれいしょの挿し木（発根移植法）に

より食糧の増産が図 、挿し木増殖等を利用 挿し木増殖等を利用した る支援体制の整備 よる種苗の緊急大量増殖技術

られるよう、種苗の したばれいしょ等の大 ばれいしょ等の大量急速 Ａ：順調に進んでいる ・マイクロチューバー利用の実証試験

緊急増殖体制の確立 量急速増殖手法の開発 増殖手法の開発や増殖体 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・マイクロチューバー簡易培養化に関す

等による支援体制を や増殖体系の検討を行 系の検討を行うこと等に Ｃ：不十分 る調査

整備する。 うこと等により、不測 より、不測の事態に対処 本項目については、各年 ・マイクロチューバー栽培の機械化実証

の事態に対処するため するための支援体制を整 度の年度計画において定 試験

の支援体制を整備する 備することとしており、 められている具体的目標 ・養液栽培実証試験

。 15年度は、マイクロチュ 等に照らし、達成度の評 ・養液栽培由来スモールチューバー生産

ーバー・挿し木増殖を用 価を行うものとする。 能力の検討

いたばれいしょの急速増

殖手法及び小粒塊茎・小

切片を用いた種苗の有効

利用方法の開発につい

て検討を行うとともに、

不測の事態に対処するた

めの必要な手法について

検討を行う。

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

樹及びさとうきびに 協力 協力 び育種、栽培技術開発等に必要な ○北海道農業研究センター、九州沖縄農業

係る試験研究を行う 試験研究機関との情 試験研究機関との情報 調査用種苗の提供 研究センター等の試験研究機関と新品種等

試験研究機関等に対 報交換を密接に行うと 交換を密接に行うととも Ａ：順調に行われている の品種特性、病害検定等に係る情報交換を

し、技術の提供及び ともに、育種、栽培技 に、育種、栽培技術開発 Ｂ：概ね順調に行われている 実施した。

健全無病種苗の配布 術開発等に必要な調査 等に必要な調査用種苗の Ｃ：不十分 ○調査用種苗の提供として、

を行うとともに、試 用種苗の提供を行う。 提供を行い、また、試験 15年秋植用ばれいしょ：３機関に７品種

験研究機関と連携し また、試験研究機関と 研究機関と連携し、有望 873kg

、母本の早期無毒化 連携し、有望育成系統 育成系統等の段階から母 16年春植用ばれいしょ：14機関に59品種

等により新品種の早 等の段階から母本の無 本の無病化、増殖特性の 7,310kg

期普及に資する。 病化、増殖特性の確認 確認等を行うとともに、 16年春植用茶：４機関に10品種 4,300本

等を行うとともに、必 必要に応じ急速増殖を行 15年春植用さとうきび：１機関に１品種

要に応じ急速増殖を行 うことにより、新品種の 1,200本
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うことにより、新品種 早期普及に資することと 15年夏植用さとうきび：４機関に２品種

の早期普及に資する。 しており、15年度は、育 6,000本

種等に必要な調査用種苗 の配布を行い要望を概ね満たした。

の提供を行う。また、有

望育成系統及び導入品種 ◇試験研究機関との連携、母本の 【事業報告書の記述】 Ａ

等の母本の無病化、増殖 早期無毒化等による新品種の早期 ○有望育成系統等の母本の無病化、増殖特

特性の確認を行う。 普及 性の確認を延べで以下の通り行った。

Ａ：順調に進んでいる ・ばれいしょ：無病化系統23系統、増殖特

Ｂ：概ね順調に進んでいる 性確認32系統

Ｃ：不十分 ・茶：増殖特性確認７系統

上記２項目については、 ・さとうきび：無病化25系統、増殖特性確

各年度の年度計画におい 認10系統

て定められている具体的 なお、ばれいしょについては新品種等の

目標等に照らし、達成度 加工適性を評価するために加工食品用メー

の評価を行うものとする。 カー等を含めた研究会に参画し、新系統の

早期無病化及び調査用種苗配布を行った。

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

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

れた情報及び知見を 省への提供 への提供 省への提供 作物配布終了後速やかに農林水産省に報告

農林水産省に提供す ばれいしょ、茶樹及 ばれいしょ、茶樹及び Ａ：十分行われている を行った。

る。 びさとうきびの生産の さとうきびの生産の振興 Ｂ：概ね行われている また、ばれいしょ、茶樹及びさとうきび

振興及び適正な流通に 及び適正な流通に資する Ｃ：不十分 に係る各地域の情報の収集、提供について

資するため、原原種等 ため、原原種等の生産配 本項目については、各年 は、原原種等配布先での種苗生産等に係る

の生産配布業務を実施 布業務を実施する中で知 度の年度計画において定 状況を調査後、随時提供するとともに、当

する中で知り得た情報 り得た情報及び知見につ められている具体的目標 該結果を「平成15年度ばれいしょ原原種、

及び知見について、農 いて、農林水産省に積極 等に照らし、達成度の評 茶原種及びさとうきび原原種配布先調査報

林水産省に積極的に提 的に提供することとして 価を行うものとする。 告書」として取りまとめた。

供する。 おり、15年度は、原原種

等の配布実績等の定期的

報告を行うとともに、当

該作物に係る各地域の情

報の収集等を行い、取り

まとめの上、随時提供す

る。

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

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

査及び研究 び研究 究 合計
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調査及び研究に係 各小項目の評価点数の区

る目標の作成に当た 分は以下のとおりとする。

って、次のように定 Ａ評価：１点、Ｂ評価：

義した用語を主に使 ０点、Ｃ評価：－１点

用して段階的な達成 Ａ：８点以上

目標を示している。 Ｂ：０点～７点

また、調査及び研究 Ｃ：０点未満

の対象等を明示する なお、特殊事情、業績等

ことにより、必ず達 の特筆すべき事項も考慮

成すべき目標を具体 する。

的に示している。

開発する：利用可 第２－７表 平成15年度調査研究業務実施状況

能な技術を作り上げ (重点課題)

ること。 香り、成分等の生理生態的特性の調査手法の開発(H13～17)

確立する：技術を DNA分析技術を用いた品種識別手法の開発(H13～17)

組み合わせて技術体 種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発(H13～17)

系を作り上げること 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(H13～17)

高品質ばれいしょ原原種生産管理技術体系の確立(H13～17)

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)

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

る課題を踏まえ、次 査及び研究の実施に当 査及び研究の実施に当た た具体的な調査研究課題及びその ○中期計画に挙げた重点７調査研究課題に

の調査研究課題につ たっては、各業務の直 っては、各業務の直面す 達成目標の設定 関し年度計画に沿って調査研究を実施する

いて、具体的達成目 面する課題を踏まえ、 る課題を踏まえ、具体的 Ａ：順調に進んでいる とともに、調査研究担当者会議において重

標を設定しつつ重点 具体的な調査研究課題 な調査研究課題及びその Ｂ：概ね順調に進んでいる 点調査研究課題の成果発表、評価及び今後

的に実施する。 及びその達成目標を定 達成目標を定めるものと Ｃ：不十分 の推進方策の検討を行った。

めるものとし、各業務 し、各業務について次の

について次の調査研究 調査研究課題に重点的に ◇調査研究結果の評価による調査 【事業報告書の記述】 Ａ

課題に重点的に取り組 取り組むとともに、調査 研究内容の見直し、新規課題の設 ○近年問題となっているばれいしょ原原種

むものとする。また、 研究結果については、適 定等への反映 のいわゆる黒目（茎頂部壊死・黒変）対策

調査研究結果について 宜評価を行い、調査研究 Ａ：反映させている 課題の成果発表を行うともに、課題の取り

は、適宜評価を行い、 内容の見直し、新規課題 Ｂ：概ね反映させている 組を検討し、各農場における課題の分担等

調査研究内容の見直し の設定等に反映させると Ｃ：不十分 を行った。
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、新規課題の設定等に ともに、可能なものから

反映させるとともに、 各業務へ調査研究成果を

可能なものから各業務 順次導入するものとして ◇調査研究成果の各業務への導入 【事業報告書の記述】 Ｂ

へ調査研究成果を順次 おり、15年度は、年次計 Ａ：順調に進んでいる ○税関からのイグサ品種識別の依頼に際し

導入するものとする。 画に従い下記の開発・実 Ｂ：概ね順調に進んでいる 、研究機関で開発されたイグサに関する品

用化重点７調査研究課題 Ｃ：不十分 種識別技術の改善を図った。

の一層の推進を図る。 上記３項目については、 ○種子病害検査に関し、黒腐病における対

各年度の年度計画におい 象作目の適用拡大を図り、アブラナ科野菜

て定められている具体的 の黒腐病とニンジン黒葉枯れ病の検査を開

目標等に照らし、達成度 始した（従来のキャベツにブロッコリー及

の評価を行うものとする。 びカリフラワーを追加）。

ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係 ◇香り、成分等の生理生態的特性 【事業報告書の記述】 Ａ

(ｱ)香り、成分等の (ｱ)香り、成分等の生理 (ｱ)香り、成分等の生理 の調査手法の開発 ○ラベンダー３品種を用い、萼の香気成分

生理生態的特性の調 生態的特性の調査手法 生態的特性の調査手法の Ａ：順調に実施されている について地域間差と開花期間中の採取時期

査手法を開発する。 の開発 開発 Ｂ：概ね順調に実施されている による差を調査した。その結果、品質に影

ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフィ Ｃ：不十分 響を与える主要な香気成分であるリナロー

ィー等を用いて、花の ー等を用いて、花の香り ルとリナリルアセテートの含有比（以下含

香り、野菜の栄養成分 、野菜の栄養成分等を効 有比）は、北海道中央と本所で差が見られ

等を効率的に抽出し、 率的に抽出し、その品種 、採取時期によっても変化することが認め

その品種間差を分析す 間差を分析する手法を開 られた。この変動要因として気温との関係

る手法を開発する。 発することとしており、 を検討したところ、採取前の特定時期の気

15年度は、同一株から挿 温との高い相関が得られた。

し木により増殖をした遺 ○いちごのアスコルビン酸含有量

伝的に等しいと想定され 着果部位や採取時期の違いを調査したア

る株を用いて、栽培地域 スコルビン酸含量測定結果から、採取対象

による香気成分含量・組 果実を限定することで安定した品種間差が

成の変動の有無を検討す 得られることが明らかになった。

る。 ○しょうがのジンゲロール含量

１～４次茎に従い含有量は順次低下の傾

向があった。２次茎を使用した未熟茎と完

熟茎を用いた調査では、含量は全品種とも

未熟茎では完熟茎より低かった。

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

いた品種識別手法を た品種識別手法の開発 品種識別手法の開発 手法の開発 ○ナシ８品種を用いて、ナシの葉緑体６遺

開発する。 AFLP又はSSR等DNA分 AFLP又はSSR等DNA分析 Ａ：順調に実施されている 伝子間領域において合計で5.7 kbpの塩基

析技術を用いたイネ、 技術を用いたイネ、ナシ Ｂ：概ね順調に実施されている 配列を決定し、合計で38個の変異を得た。

ナシ等の品種識別技術 等の品種識別技術を開発 Ｃ：不十分 このうち、特に変異割合の高い領域を用

を開発する。 することとしており、15 いてナシ33品種について解析を行った結果
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年度は、14年度に開発し 、これらは系統的に７つのグループに分け

たナシのマイクロサテラ られることが明らかになった。これは、ナ

イト（SSR）マーカーを シの細胞質由来のDNA解析としては世界初

利用した登録品種の品種 の成果であり、核のDNAのSSRマーカーによ

識別のためのデータベー る解析結果に付加することで、品種識別の

スの構築を図る。 精度が高まった。

○登録品種稲種子のDNA品種識別に関して

その有用な各種プライマーの技術開発につ

いて（独）食品総合研究所と共同研究を行

った。

【その他特記事項】

○ナシのDNA分析による品種識別技術では

、高い評価を得ていることが特筆される。

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定手 【事業報告書の記述】 Ａ

(ｱ)種苗伝染性病害 (ｱ)種苗伝染性病害の簡 (ｱ)種苗伝染性病害の簡 法の開発 ○キャベツ黒腐病、トマトかいよう病、イ

の簡易な検定手法を 易な検定手法の開発 易な検定手法の開発 Ａ：順調に実施されている ンゲンマメ炭疽病、キャベツ根朽病、ウリ

開発する。 種子伝染性病害の病 種子伝染性病害の病原 Ｂ：概ね順調に実施されている 類つる枯病、レタスモザイク病（LMV）に

原体による種子汚染に 体による種子汚染につい Ｃ：不十分 関する調査研究を実施し、概ね順調に推移

ついて、正確かつ再現 て、正確かつ再現性のあ した。特に、ウリ類つる枯病調査について

性のある簡易検定手法 る簡易検定手法をニンジ 本病菌胞子懸濁液の減圧接種により、保菌

をニンジン等について ン等について開発するこ 率100％のすいか人工汚染種子を作製した

開発する。 ととしており、15年度は 。同種子を用いて､主にメロン種子で検討

、うり類つる枯病につい してきた砂まき法(15℃・BLB連続照射)に

て光・温度条件と検出率 ついて、ISHI手法及び発病検査法と検出率

の関係を検討、又インゲ の比較を行った結果、砂まき法の検出率が

ン炭そ病については検定 最も高く、検査開始後14日目には100%の検

精度の確認、汚染種子の 出率が得られた。また、インゲンマメ炭疽

殺菌処理の影響調査を行 病に関する調査では、ペーパータオルで種

う。 子を挟んで培養するISTA検査法と従来用い

てきた、砂まき検査法について比較検討し

た結果、罹病種子率及び腐敗種子率共に方

法間に大きな差は認められなかった。この

ことから、ISTA検査法と砂まき検査法共に

本病の検査法として適するものと思われ、

ISTA検査法に基づいた検査手順書を作成し

た。

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

用いたGMO種苗の検 たGMO種苗の検査手法の GMO種苗の検査手法の開 の検査手法の開発 ○本年度は、GM植物体が出願されなかった
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査手法を開発する。 開発 発 Ａ：順調に実施されている 。14年度実施したGMｶｰﾈｰｼｮﾝからの導入遺

品種登録出願された 品種登録出願された遺 Ｂ：概ね順調に実施されている 伝子検出法に関するとりまとめを行い、つ

遺伝子組換え種苗につ 伝子組換え種苗について Ｃ：不十分 くば市で開催されたUPOV－第８回BMT（生

いて、その導入遺伝子 、その導入遺伝子を検出 化学及び分子技術作業部会）会合でその成

を検出する特異的プラ する特異的プライマー等 果を発表するとともに雑誌に投稿した。

イマー等を開発する。 を開発することとしてお

り、15年度は、引き続き

、登録出願された遺伝子

組換え品種の遺伝子情報

を得て検出技術の手法開

発を行う。

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

及び配布関係 び配布 配布関係 種検定技術の開発 ○ウイルス病検定に関し､PVYでは最大５３

(ｱ)PCR法を用いたば 関係 (ｱ)PCR法を用いたばれい Ａ：順調に実施されている 個集団の検出可能性が認められたものの、

れいしょ原原種検定 (ｱ)PCR法を用いたばれ しょ原原種検定技術の開 Ｂ：概ね順調に実施されている 個々の塊茎およびウイルスごとに感染塊茎

技術を開発する。 いしょ原原種検定技術 発 Ｃ：不十分 中のその濃度に偏差があると考えられるこ

の開発 PCR法によるばれいし とから、今後、集団数を確定するため、継

PCR法によるばれいし ょ主要ウイルス等の検定 続調査によるデータの蓄積が必要である。

ょ主要ウイルス等の検 方法を確立するとともに また、PVYでは室温（23℃）条件でサンプ

定方法を確立するとと 、検定システムを開発す ル磨砕後約８時間からウイルス核酸の破壊

もに、検定システムを ることとしており、15年 ・分解等が起こると推測され、検出感度に

開発する。 度は、ウイルス病につい 影響を与えた。これにより、検定システム

ては集団検定における集 確立のための必要条件の一つが明らかにな

団の大きさの決定、結果 った。

Erwinia carotの再現性・安定性の確認 また、黒あし病に関しては

を、黒あし病については subsp. (E.ca) の検出をovora atroseptica
、菌の検出精度を向上さ 目的にSmidら(1995)の方法によりPCR条件

せるための選択培地の検 の検証を行った。他の黒あし病菌２菌種を

討を行う。 加えDNA増幅の差異を比較した結果、E.ca

だけに主要なバンドが認められた。しかし

ながら、原報と異なった増幅サイズであっ

たため、協力機関よりサンプル提供を受け

、確認を行うこととした。さらに免疫磁性

ビーズを用いたトラップ法による検出感度

向上を図り、他菌種への適応拡大のため、

新たに各菌種の抗血清を作製した。

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

ょ原原種生産管理技 原種生産管理技術体系 原種生産管理技術体系の 理技術体系の確立 ○粉状そうか病は土壌から本病菌の核酸
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術体系を確立する。 の確立 確立 Ａ：順調に実施されている を抽出し、競合PCRを行うことで休眠胞子

高品質のばれいしょ 高品質のばれいしょ原 Ｂ：概ね順調に実施されている 量の定量化が可能であるが、嬬恋農場の土

原原種に対する需要に 原種に対する需要にこた Ｃ：不十分 壌からは安定した核酸の抽出ができなかっ

こたえるため、発芽力 えるため、発芽力の高い た。これは抽出作業中分離された核酸が土

の高い塊茎の充実度検 塊茎の充実度検査方法及 壌粒子に吸着され、夾雑物を除去する段階

査方法及び原原種品質 び原原種品質検査システ で夾雑物と一緒に除去された事が原因と予

検査システムを確立す ムを確立することとして 想される。そのため嬬恋農場の土壌に適し

る。 おり、15年度は、塊茎内 た核酸抽出方法の検討が必要となった。

部の異常を検査する手法 ○いわゆる黒目の原因究明に関しては、原

の検討、粉状そうか病の 原種生産８農場で実施した試験においては

検定方法の検討を行う。 、黒目症状の発生は品種の違い、収穫時期

また、特に近年問題とな の早晩、茎葉処理の有無の要因が認められ

っている黒目（茎頂部壊 た。また、黒目症状発生の遺伝性に関して

死・黒変）の原因解明を は、健全イモと黒目イモを種イモに使用し

緊急に行う。 ても両者には黒目症状発生率には差が認め

られなかった。なお、嬬恋農場の収穫直後

および貯蔵前の調査では、全処理区で発生

が確認され、時間の経過とともに増加した

。貯蔵後の調査では萌芽する黒目の塊茎も

認められた。

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

を利用した原原種生 用した原原種生産技術 用した原原種生産技術体 種生産技術体系の確立 ○ばれいしょ

産技術体系を確立す 体系の確立 系の確立 Ａ：順調に実施されている ・ばれいしょのMT形成培地の検討に関し

る。 マイクロチューバー マイクロチューバーを Ｂ：概ね順調に実施されている 、市販の培地を用いることで、MTの生

を利用したばれいしょ 利用したばれいしょ原原 Ｃ：不十分 産は可能であり、貯蔵液の調製に要す

原原種生産技術体系を 種生産技術体系を確立す 上記７項目については、 る手間を大幅に削減できた。更に、MT

確立するとともに、さ るとともに、さとうきび 開発、確立すべき課題の を室内に放置した場合、２週間程度ま

とうきび組織培養苗の 組織培養苗の効率的な生 調査、研究の進捗状況を でが最も減耗が激しく、３週間目以降

効率的な生産技術体系 産技術体系及び側枝苗に 勘案して、達成度の評価 は徐々に減耗が進んだ。

及び側枝苗によるペー よるペーパーポット育苗 を行うものとする。 ・ばれいしょの養液栽培においてスモー

パーポット育苗・機械 ・機械移植技術体系を確 ルチューバー（ST）の収穫重量と収穫

移植技術体系を確立す 立することとしており、 個数について調査した結果、品種によ

る。 15年度は、ばれいしょに り程度は異なるが、収穫重量が大きい

ついては、マイクロチュ ほど収穫個数が減少する傾向が見られ

ーバー（MT）生産の低コ た。

スト化、MT直播栽培での ・平成14年度産のSTを用いて、その収穫

萌芽率の向上、MT貯蔵法 時期および植付け重量別にほ場栽培試

の確立及び養液栽培から 験を行った。1株あたりの収穫個数及

生産されるスモールチュ び製品歩留まりともに原原種と比較し
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ーバーのほ場での最適栽 てばらつきが大きかった。

培条件の検討を行うとと ○さとうきび

もに、さとうきびについ ・形態的変異であるアルビノ個体（品種

ては、無病苗の生産技術 F161）を用いて、RAPD法により再現性

及び機械化移植を含めた のある多型が確認可能なプライマーの

側枝苗網室生産体系の構 有無について調査し、再現性があるプ

築を検討する。 ライマーを確認した。側枝苗栽培方法

として母木法と母茎法を比較検討した

結果、母木法が高収量が認められた。

また、母木法密植栽培の収量性は、面

積あたりで慣行法（茎節苗）の３倍程

度が期待できた。

・黒穂病菌の遺伝子診断（PCR法）によ

る検出感度と集団検定精度を検討した

結果、培養菌から抽出したDNAを用い

た検出感度調査では100fg/μlまで検

出可能であった。

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

進めるに当たっては 連携 連携 共同研究の実施等による密接な連 ○国からの委託による「遺伝子組換え体の

、試験研究機関等と 試験研究機関等の持 試験研究機関等の持つ 携の推進 産業利用における安全性確保総合研究」に

情報交換、共同研究 つ情報を収集整理する 情報を収集整理するとと Ａ：順調に進んでいる 参画し、大規模ほ場を活用し「組換え農作

を行う等、密接な連 とともに、センターの もに、センターの持つ情 Ｂ：概ね順調に進んでいる 物の花粉飛散と交雑に関する調査研究（ト

携を図る。 持つ情報を積極的に提 報を積極的に提供し、ま Ｃ：不十分 ウモロコシ及びナタネ）」を分担して実施

供する。また、センタ た、センターが実施する 本項目については、各年 （（独）農業環境技術研究所との共同研究

ーが実施する調査及び 調査及び研究について、 度の年度計画において定 ）した。

研究について、試験研 試験研究機関等と協力し められている具体的目標 ○｢野菜・茶およびウメの原産地表示判別

究機関等と協力して実 て実施できる場合にあっ 等に照らし、達成度の評 技術の開発｣に参画し、 ｢DNA多型によるエ

施できる場合にあって ては、共同研究を行う等 価を行うものとする。 ダマメ品種識別技術の開発｣を分担して実

は、共同研究を行う等 緊密な連携を図ることと 施（（独）農業・生物系特定産業技術研究

しており、15年度は、試 機構との共同研究）した。

緊密な連携を図る。 験研究機関主催の研究会 ○15年度から新たに｢イネの登録品種種子

、シンポジウム等への参 のDNAによる品種識別技術の開発｣に関して

画を図るとともに、共同 その有効な各種プライマーの開発について

研究（組換え体農作物の （独）食品総合研究所と共同研究を開始し

花粉飛散交雑調査等）を た。

実施する。

５ １～４の業務に ５ １～４の業務に附 ５ １～４の業務に附帯 ○附帯業務の質の向上 Ａ
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附帯する業務 帯する業務 する業務 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：８点以上

Ｂ：０点～７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 (1)種苗に係る情報の収 (1)種苗に係る情報の収

の収集及び整理を行 集、整理及び提供並び 集、整理及び提供並びに

い、出願者に対する に技術指導 技術指導

情報提供や適正な種 ア 出願者に対する情 ア 出願者に対する情報 ◇出願者に対する情報提供の充実 【事業報告書の記述】 Ｂ

苗流通を推進するた 報提供の充実 提供の充実 Ａ：順調に進んでいる ○ホームページに「栽培試験」の項を設け

めの情報提供等を行 品種登録出願者等に 品種登録出願者等にパ Ｂ：概ね順調に進んでいる 、センターにおける栽培試験の状況を掲載

うとともに、増殖特 パンフレット、ホーム ンフレット、ホームペー Ｃ：不十分 した。また、品種登録制度の概要を掲載す

性等新品種の普及に ページ（HP）等を通じ ジ（HP）等を通じて、標 るとともに、種苗課のホームページにリン

資するための情報提 て、標準品種及び既存 準品種及び既存品種の特 クさせて出願手続き等各種情報が入手でき

供等の充実を図る。 品種の特性情報、特性 性情報、特性検定のため るようにした。

また、調査研究成果 検定のための栽培及び の栽培及び調査方法、出 ○原原種等配布先から種苗生産に係る技術

の専門誌、ホームペ 調査方法、出願手続等 願手続等についての情報 情報の提供について要望があることから、

ージ（HP）等におけ についての情報提供を 提供を行う。 種類ごとの「原原種等生産配布技術指針」

る情報提供の充実を 行う。 をホームページに掲載するとともに、本技

図る。さらに、必要 術指針について要望に応じ配布を行った。

に応じて職員を種苗 【その他特記事項】

業者の技術講習会に ○種苗に関する情報提供・公開を進める観

派遣する等により種 点から、ホームページの一層の充実・活用

苗に係る技術指導を を図る必要があり、特に原原種及び原種の

行う。 栽培品種や配布数について、需要と供給の

相互の認識を深めるためにも、ホームペー

ジに最新の情報を公開するなど、なお一層

の努力が必要であると思われた。
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イ 適正な種苗流通を イ 適正な種苗流通を推 ◇適正な種苗流通を推進するため 【事業報告書の記述】 Ａ

推進するための情報提 進するための情報提供及 の情報提供及び指導の充実 ○(社)日本種苗協会広島県支部が開催した

供及び指導の充実 び指導の充実 Ａ：順調に進んでいる 講習会に西日本農場の担当者が講師として

種苗業者に技術講習 種苗業者に技術講習会 Ｂ：概ね順調に進んでいる 出席し、発芽検査の実施方法及び芽生の評

会、パンフレット、HP 、パンフレット、HP等を Ｃ：不十分 価法等について指導した。

等を通じて、発芽検査 通じて、発芽検査方法等 ○北海道中央農場で開催された技術講習会

方法等の種苗検査に係 の種苗検査に係る情報を において、種子伝染性病害検査の技術等を

る情報を提供するとと 提供するとともに、種苗 中心に技術指導を行った。

もに、種苗検査制度が 検査制度が適切に理解さ ○本所において５回にわたり業者の個別研

適切に理解されるよう れるよう指導を行い、適 修を行い、種子伝染性病害検査技術の普及

指導を行い、適正な種 正な種苗流通の推進を図 に努めた。

苗流通の推進を図る。 る。 ○（社）日本種苗協会との共催により、種

子検査（薬害試験）および種子伝染性病害

検査（薬効検査）の講習を行い、職員３名

派遣し、芽生評価法、ニンジン黒斑病検査

法等について講義と実技指導を行った。

○「そ菜種子生産研究会」会員がセンター

本所を視察した際、検査業務、特に、種子

伝染性病害検査についてのＰＲ及び同検査

法の最新情勢等についての講義を行った。

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

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

等の充実 充実 Ａ：順調に進んでいる 新品種「インカのめざめ」、「インカパー

センターが生産及び センターが生産及び配 Ｂ：概ね順調に進んでいる プル」、「インカレッド」、「アイユタカ

配布する原原種等（特 布する原原種等（特に新 Ｃ：不十分 」、茶新品種「はるもえぎ」、「みやま

に新品種）について、 品種）について、その増 かおり」のパンフレットを作成するととも

その増殖特性等の情報 殖特性等の情報をパンフ に、昨年度作成したばれいしょ新品種「十

をパンフレット、HP等 レット、HP等により種苗 勝こがね」、のパンフレットを改訂し、原

により種苗生産農協等 生産農協等に提供すると 原種配布先等に提供するとともに当センタ

に提供するとともに、 ともに、調査用種苗の配 ーホームページに掲載を行った。

調査用種苗の配布を行 布を行い、新品種等の普 ○調査用種苗の提供として、

い、新品種等の普及の 及の推進に資する。 15年秋植用ばれいしょ：３機関に７品種

推進に資する。 873kg

16年春植用ばれいしょ：14機関に59品種

7,310kg

16年春植用茶：４機関に10品種4,300本

15年春植用さとうきび：１機関に１品種

1,200本
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エ 調査研究成果の情 エ 調査研究成果の情報 ◇調査研究成果の情報提供 15年夏植用さとうきび：４機関に２品種 Ａ

報提供 提供 Ａ：順調に進んでいる 6,000本

センターが行った調 センターが行った調査 Ｂ：概ね順調に進んでいる の配布を行った。

査研究結果について、 研究結果について、関連 Ｃ：不十分

関連する専門誌や一般 する専門誌や一般誌等へ ○調査研究成果を日本育種学会、園芸学会

誌等への掲載を行うと の掲載を行うとともに、 、日本多型学会で発表したほか、外国雑誌

ともに、学会、HP等を 学会、HP等を通じて情報 に論文を掲載した。

通じて情報提供を行う 提供を行う。 ○センターのホームページに重点課題等の

。 課題名、目的、年度計画及び成果の概要を

掲載した。

○センターにおける栽培試験の実際、エダ

マメ及びナシのSSRを用いた品種識別技術

及び不測時におけるばれいしょの急速増殖

法などの紹介を一般農業専門雑誌で発表し

た。

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

国際同盟 出席 出席 加 ○パリで開催されたOECD種子スキームに参

（UPOV）、国際種子 植物新品種保護国際 植物新品種保護国際同 Ａ：順調に行われている 加し、遺伝子組換え種子混入検査等に関す

検査協会（ISTA）等 同盟（UPOV）、国際種 盟（UPOV）、国際種子検 Ｂ：概ね順調に行われている る情勢の把握を行った。

の国際機関が開催す 子検査協会（ISTA）等 査協会（ISTA）等センタ Ｃ：不十分 ○農林水産先端技術産業振興センター(STA

る会議に職員を派遣 センター業務に関連す ー業務に関連する国際機 FF)及び農林水産省の要請に基づき、つく

する。 る国際機関が開催する 関が開催する会議につい ば市で行われたUPOVの作業部会(TWA,BMT)

会議について、農林水 て、農林水産省からの職 に栽培試験担当者を派遣し、研究成果を発

産省からの職員の派遣 員の派遣の要請に基づき 表するとともに、情報の収集を行った。ま

の要請に基づき、職員 、職員を派遣する等積極 た、種苗課の要請でデンマークで行われた

を派遣する等積極的な 的な参加を図る。 UPOVの作業部会（TWC）に１名を派遣した｡

参加を図る。 ○つくば市で開催されたISHI（国際健全種

子推進機構）技術調整グループの年次総会

および技術部会に出席し、日本における種

子伝染性病害検査の実態等に関する情勢報

告等を行った。

(3)外国からの専門 (3)諸外国への職員の派 (3)諸外国への職員の派 ◇諸外国への職員の派遣による技 【事業報告書の記述】 Ａ

家派遣要請に基づき 遣による技術指導 遣による技術指導 術指導の実施 ○インドネシア国優良種馬鈴しょ増殖シス

、職員を当該国へ派 センターが持つ技術 センターが持つ技術等 Ａ：順調に実施されている テム整備計画に係わる要請に応じて、病害

遣し、技術指導を行 等を開発途上国等に移 を開発途上国等に移転す Ｂ：概ね順調に実施されている 虫分野に係る専門家１名を約２ヶ月の期間

う。 転するため、プロジェ るため、プロジェクト協 Ｃ：不十分 で短期派遣し、馬鈴しょの細菌病の分離同

クト協力等へ積極的に 力等へ積極的に参画する （要請・必要性がない場合 定・防除に係る技術移転を行った。さらに
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参画するとともに、外 とともに、外国から専門 は、本項目の評価は行わ 、センター職員を農林水産省に対して出向

国から専門家派遣要請 家派遣要請があった場合 ない。） させた上で､約２ヶ年に亘り長期派遣専門

があった場合、要請の 、要請の内容に即した適 家として派遣した｡ 本プロジェクトは「

内容に即した適切な職 切な職員を当該国へ派遣 目標通りの成果があげられた」という高い

員を当該国へ派遣する｡ する。 評価を得て、平成15年９月に終了した。

(4)海外研修員の受 (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修の 【事業報告書の記述】 Ａ

入れ及び研修を実施 センターが持つ技術 センターが持つ技術等 実施 ○シリア国JICA個別派遣専門家カウンター

する。 等を開発途上国等の専 を開発途上国等の専門家 Ａ：順調に実施されている パート研修員の受け入れ

門家に移転するため、 に移転するため、農林水 Ｂ：概ね順調に実施されている シリア国に長期派遣されている専門家か

農林水産省及び国際協 産省及び国際協力機構（ Ｃ：不十分 らの要請に応じて１名（種ばれいしょ生産

力機構（JICA）と協力 JICA）と協力しながら、 （要請・必要性がない場合 と抗血清作製）のカウンターパート研修

しながら、外国人を対 外国人を対象とする研修 は、本項目の評価は行わ 員を受け入れ、組織培養・急速増殖技術お

象とする研修を実施す を実施する。 ない。） よび抗血清作製の技術移転に係る研修を、

る。 上記７項目については、 平成14年度～15年度にかけて行った。この

実施状況等に照らし、達 ことでカウンターパートの技術力が向上し

成度の評価を行う。 、種ばれいしょの生産性、品質の向上等へ

の貢献が図られた。

○インドネシア国優良種馬鈴しょ増殖シス

テム整備計画に係わる要請に応じて、延べ

４名（種馬鈴薯生産体系運営管理技術：１

名、原種生産技術：２名、種馬鈴薯検査運

営管理：１名）のカウンターパート研修員

を受け入れ、種馬鈴しょ生産全般に亘る技

術等の技術移転・研修を行った。

○JICA集団研修「植物育成者権保護コース

」として10ヶ国からの10名の研修員を受け

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。

○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、16件、

延べ152名の研修員の受け入れを行った。

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

の増殖及び保存のた 殖及び保存 殖及び保存 そばの予備貯蔵の実施 ○災害時の代作用種子として、以下のとお

め、作付面積の多い 災害時の代作用種子 災害時の代作用種子と 指標＝当該年度におけるそば り予備貯蔵を行った。

品種を主体に、そば として、そば及び大豆 して、そば及び大豆の生 の予備貯蔵量 そば：35.0トン

及び大豆の生産及び の生産及び予備貯蔵（ 産及び予備貯蔵（予備貯 Ａ：25トン以上

予備貯蔵（予備貯蔵 予備貯蔵量そば28トン 蔵量そば28トン／年度、 Ｂ：22トン以上25トン未満
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量 そば：28トン／ ／年度、大豆５トン／ 大豆５トン／年度）を実 Ｃ：22トン未満

年度、大豆：５トン 年度）を実施し、必要 施し、必要に応じて都道

／年度）を行う。 に応じて都道府県に配 府県に配布する。 ◇災害時の代作用種子としての、 大豆： 6.9トン Ａ

布する。 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への ○15年度長野県より、災害対策用としてそ Ａ

配布 ば種子の配布要請があり、申請数量4,950k

Ａ：要請に的確に対応した gを配布した。

Ｂ：要請に概ね的確に対応した

Ｃ：問題あり

（要請、必要性がない場合

は本項目の評価は行わな

い。）

(6)育成者権者等か (6)品種類似性試験の実 （6）品種類似性試験の ◇品種類似性試験の実施 【事業報告書の記述】 Ａ

らの依頼に基づき品 施 実施 Ａ：依頼に的確に対応した ○品種類似性試験に関する問い合わせ及び

種類似性試験を実施 育成者権者等からの 育成者権者等からの依 Ｂ：依頼に概ね的確に対応した 相談が11件あり、うち１件について比較栽

する。 依頼に基づき育成者権 頼に基づき育成者権を侵 Ｃ：問題あり 培に着手した。

を侵害した種苗等を判 害した種苗等を判定する （依頼、必要性がない場合 ○税関からの依頼に基づき、イグサ品種ひ

定するための品種の類 ための品種の類似性に関 は、本項目の評価は行わ のみどりのDNA鑑定を２件実施した。

似性に関する試験（以 する試験（以下「品種類 ない。）

下「品種類似性試験」 似性試験」という。）を

という。）を迅速に実 迅速に実施するとともに

施するとともに、その 、その試験を行うことが

試験を行うことが可能 可能な植物の種類等の拡 ◇実施可能な種類の拡大 ○九州沖縄農業研究センター及び野菜茶業 Ａ

な植物の種類等の拡大 大を図ることとしており 指標＝実施可能な種類の拡 研究所においてイグサ及びいちごの品種識

を図る。 、15年度は、DNA分析技 大やそれに向けた技術 別技術研修を受講（イグサ：本所から２名

術の習得を行う等実施体 習得の状況 受講、いちご：西日本農場から１名受講）

制の整備を図り、依頼に Ａ：順調に進んでいる した。

応じた試験を実施する Ｂ：概ね順調に進んでいる ○DNA分析技術の習得及び向上を目的に食

Ｃ：不十分 品総合研究所と品種登録稲品種DNA品種判

。 上記２項目については、 別共同研究を開始した。

実施状況に照らし、達 【その他特記事項】

成度の評価を行う。 ○新規事業等に対する対応が、積極的に、
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また、着実に推進されている。

６ 指定種苗の集取 ６ 指定種苗の集取及 ６ 指定種苗の集取及び ○指定種苗の集取及び立入検 Ａ

び立入検査等 立入検査等 査等の業務の質の向上

及び立入検査等 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

なお、特殊事情、業績等

の特筆すべき事項も考慮

する。

(１)指定種苗の表示 (１)指定種苗の表示に (１)指定種苗の表示に係 ◇指定種苗の表示検査の実施 【事業報告書の記述】 Ａ

検査（18,000点程度 係る検査及び集取の的 る検査及び集取の的確な 指標＝指定種苗の表示検査の ○計画に基づき合計19,948点の表示検査を

／年度）及び集取（ 確な実施 実施 実施点数 行った。このうち、25点（0.1％）に不完

3,500点程度／年度 中期目標に示された 中期目標に示された指 Ａ：16,200点以上 全表示があり、書面により改善を求めた。

）を計画的かつ的確 指定種苗の表示検査点 定種苗の表示検査点数（ Ｂ：14,400点以上16,200点未満

に実施する。 数（18,000点程度／年 18,000点程度／年度）及 Ｃ：14,400点未満

度）及び集取点数（3,5 び集取点数（3,500点程

00点程度／年度）を確 度／年度）を確保するよ ◇指定種苗の集取の実施状況 【事業報告書の記述】 Ａ

保するよう、指定種苗 う、指定種苗の表示検査 指標＝指定種苗の集取の実施点数 ○計画に基づき合計3,764点の指定種苗の

の表示検査及び集取を 及び集取を計画的かつ的 Ａ：3,150点以上 集取を行った。

計画的かつ的確に実施 確に実施するとともに、 Ｂ：2,800点以上3,150点未満 ○安全性が確認されていない遺伝子組換え

する。また、検査結果 14年度から行っている安 Ｃ：2,800点未満 とうもろこし種子の混入検査を17点（14年

については速やかに農 全性が確認されていない 度:17点）実施した(なお、混入を認めなか

林水産大臣に報告を行 遺伝子組換えとうもろこ った)。

う し種子の混入検査につい

ても、的確に実施する。 ◇検査結果の速やかな農林水産大 【事業報告書の記述】 Ａ

また、検査結果について 臣への報告 ○検査の結果については速やかに農林水産

。 は速やかに農林水産大臣 Ａ：速やかに行われている 大臣に報告した。

に報告を行う。 Ｂ：概ね速やかに行われている

Ｃ：問題あり

(２)遺伝子組換え生 (２)立入検査等の的確 (２)立入検査等の的確な ◇立入検査等の的確な実施 【事業報告書の記述】 －
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物等の使用等の規制 な実施 実施 指標＝農林水産大臣からの指示の ○農林水産大臣からの指示はなかった。

による生物の多様性 中期目標に示された 中期目標に示された立 実施状況 ○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

の確保に関する法律 立入検査等を的確に実 入検査等について、15年 Ａ：順調に実施されている よる生物の多様性の確保に関する法律」に

（平成15年法律第97 施するとともに、検査 度は検査体制の整備を行 Ｂ：概ね順調に実施されている 基づく立入検査等に関しては、遺伝子組換

号）第32条に基づ 結果については速やか うとともに、農林水産大 Ｃ：不十分 え種子検査棟の建設を行った。また、（独

き、同条第２項の農 に農林水産大臣に報告 臣から指示があった場合 （指示がない場合は、本項 ）食品総合研究所に担当者１名が出向き、

林水産大臣の指示に を行う。 は的確にこれを実施し、 目の評価は行わない。） 遺伝子検知等に係る技術を習得した。

従い、立入り、質問 検査結果については速や

、検査及び収去を的 かに農林水産大臣に報告

確に実施する。 を行う。

◇検査結果の速やかな農林水産大 【事業報告書の記述】 －

臣への報告 ○農林水産大臣への報告は行われなかった

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

７ 農作物に関する ７ 農作物に関する技 ７ 農作物に関する技術 ○遺伝資源業務の質の向上 Ａ

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

究の素材となる植物 素材となる植物の保存 となる植物の保存及び増 合計

の保存及び増殖 及び増殖 殖 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 ○ 植物遺伝資源の保 ○ 植物遺伝資源の保存 ◇植物遺伝資源の効率的な保存及 【事業報告書の記述】 Ａ

生物資源研究所が実 存、再増殖及び特性評 、再増殖及び特性評価の び増殖が行える体制の確立 ○作物別再配置計画に基づき、デンドロビ

施するジーンバンク 価の実施 実施 Ａ：順調に進んでいる ウム、リンゴ、ばれいしょ等608点の配置

事業の計画に沿って 独立行政法人農業生 独立行政法人農業生物 Ｂ：概ね順調に進んでいる 換えを計画通り実施した。

、栄養体植物遺伝資 物資源研究所からの委 資源研究所からの委託に Ｃ：不十分

源の保存等を担当す 託に基づき、植物遺伝 基づき、植物遺伝資源の

るサブバンクとして 資源の保存、増殖及び 保存、増殖及び特性評価 ◇重要性の高い植物の保存体制の 【事業報告書の記述】 Ａ

植物遺伝資源の保存 特性評価を行うことと を行うこととするが、植 強化 ○遺伝資源業務担当者会議を開催し、再配
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、再増殖及び特性評 するが、植物の種類ご 物の種類ごとに気象・土 Ａ：順調に進んでいる 置実施の確認・見直しの検討を行った。更

とに気象・土壌条件か 壌条件からみて保存及び Ｂ：概ね順調に進んでいる に、重要性の高い植物の種類・品種につい

価を行う。 らみて保存及び増殖に 増殖に適した農場への再 Ｃ：不十分 ては、その最適保存手法を再確認し、可能

適した農場への再配置 配置を行い、効率的な保 なものから順次二重保存を進めていくこと

を行い、効率的な保存 存及び増殖が行える体制 とした。

及び増殖が行える体制 を確立するとともに、保

を確立する。また、保 存の安全性を確保するた ◇栄養体植物遺伝資源の保存等を ○遺伝資源の保存等は、計画に基づきほぼ Ａ

存の安全性を確保する め、重要性の高い植物に 担当するサブバンクとして植物遺 順調に実施した。

ため、重要性の高い植 ついては、ほ場における 伝資源の保存、再増殖及び特性評 （第１－５表参照：14頁）

物については、ほ場に 保存に加え、施設内にお 価の適正な実施

おける保存に加え、施 いても保存するなど保存 Ａ：適正に行われている

設内においても保存す 体制の強化を図ることと Ｂ：概ね適正に行われている

るなど保存体制の強化 しており、15年度は、14 Ｃ：不十分

年度に作成した植物種類 上記３項目については、

を図る。 ごとの再配置計画に基づ 各年度の年度計画におい

く再配置を開始するとと て定められている具体的

もに、重要性の高い植物 目標等に照らし、達成度

の施設等を利用した保存 の評価を行うものとする。

手法の検討･試行を行う｡

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

善に関する事項 及び資金計画 び資金計画 指標＝各中項目の評価点数の

適切な業務運営を 合計

行うことにより、収 各中項目の評価点数の区

支の均衡を図る。 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理費) 【事業報告書の記述】 Ａ

節減に係る取組 ○支出の削減についての具体的方針及び実

平成13年度～平成17 平成15年度予算 （支出の削減についての具 績等
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年度予算 （略） 体的方針及び実績等） 13年度で取りまとめた「経費節減の具体

（略） Ａ：取組は十分であった 的方針」に沿って、15年度においても、主

Ｂ：取組はやや不十分であった に次の事項について積極的に取り組みを進

２ 収支計画 ２ 収支計画 Ｃ：取組は不十分であった めてきた。

平成13年度～平成17 平成15年度収支計画 なお、本指標の評価に当 ・一般競争を基本とした競争原理を発揮

年度収支計画 （略） たっては、中期計画に定 できる契約の推進

（略） める「業務運営の効率化 （第１－８－(2)参照：16頁）

による経費の抑制」の評 ・コスト削減に向けた、適正な機器の選

３ 資金計画 ３ 資金計画 価結果に十分配慮するも 定手法及び更新計画の見直し策定

平成13年度～平成17 平成15年度資金計画 のとする。 ・一括又はブロック購入の推進

年度資金計画 （略） （第１－８－(4)参照：17頁）

（略） ・電気、ガス、水道に係る省エネに対す

る意識改革に向けた対応

・自主施工の推進体制

（第１－８－(4)参照：17頁）

○法人運営における資金の配分状 【事業報告書の記述】 Ａ

況 ○資金配分については、従来の予算積算上

（人件費、業務経費、一般 の業務区分・業務量を重視した業務別配分

管理費等法人全体の資金配 から、本部が農場等が要求する個々の経費

分方針及び実績、関連する の必要性を精査し、それらを積み上げると

業務の状況、予算決定方式 ともにセンター全体として調整し配分する

等） 方式に13年度から改め実施してきたところ

Ａ：効果的な資金の配分は十分で であるが、15年度においても、必要な業務

あった ・場所に必要な資金が配分されるよう努め

Ｂ：効果的な資金の配分はやや不 た。特に、15年度からの新たな業務である

十分であった 品種類似性試験の実施に必要な経費につい

Ｃ：効果的な資金の配分は不十分 ては、既定の運営費交付金から予算措置を

であった 行わなければならないこと、種苗生産業務

におけるｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ対策強化のため

、車両洗浄装置を緊急的に整備する必要が

生じたことなどから、既存業務への配分に

ついて所要の調整を行った。

○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。

・一般競争を原則とする競争原理に基づ

く契約の実施

・一括又はブロック購入の活用

・大型農機具、試験研究器具等の高額な



- 54 -

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

○人件費については、役職員の給与等は国

の職員の給与制度に準拠し規定しており、

15年度に国の職員の給与水準が切り下げら

れたことを踏まえ、役員を1.2％、職員は

平均1.1％の引き下げを行い一時金につい

ても役員を0.2月、職員は0.25月の引き下

げ措置を行うなど適正に執行した。

【その他特記事項】

○運営費交付金は効率的に使われており、

前年度からの方針に沿って、一括又はブロ

ック購入、施設整備の自主施行等の取り組

みの強化等が着実に進められ、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。

○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。

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

度額 額 等 ○上北農場職員の災害（死亡）に係る療養

４億円 ４億円 (当該年度に係る短期借入金に 補償費239万円を特定独立行政法人災害補

（想定される理由） （想定される理由） ついて、借入に至った 理由、使 償互助会から借入したところであるが、年

運営費交付金の受 運営費交付金の受入 途、金額、金利、手続、返済の状 度末に返済は完了した。

入れが遅延。 れが遅延。 況と見込み。借入がなかった場合 【その他特記事項】

は、本項目の評価は行わない｡) ○15年度は、公務災害補償費を特定独立行

Ａ：借入に至った理由等は適切で 政法人災害補償互助会より無利子で借入し

あった 、借入年度内に返済を行っている。借入に

Ｂ：借入に至った理由等はやや不 至った理由は適切であり、また、適正に処

適切であった 理されている。

Ｃ：借入に至った理由等は不適切

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

分等に関する計画 等に関する計画 画 ○西日本農場の整備(第１－８－(2)参照：

関西農場(大阪市平野 15年度は、旧関西農場 指標＝関西農場の売却及び新 16頁)

区、6,302㎡)について （大阪市平野区）の売 農場整備等の進捗 旧関西農場の売却収入により西日本農場

、平成15年３月までに 却収入等により15年４月 Ａ：順調に進んでいる の業務に必要な次の施設を整備した

現農場を売却する。な に開場する西日本農場（ Ｂ：概ね順調に進んでいる （15年度施設整備状況）

お、センター業務を引 岡山県笠岡市）の業務 Ｃ：不十分 ・栽培試験温室

き続き円滑に実施する に必要な施設、機械等を 本項目については、各年 ・育苗温室

ため、売却収入により 整備する。 度の年度計画において定 ・実験棟

新たな農場用地を取得 められている具体的目標 ・病害検定温室

するとともに、業務に 等に照らし、達成度の評 ・受変電設備

必要な施設、機械等を 価を行うものとする。 ・土壌消毒装置

整備する。 （移転完了年度まで適用） ・事務所改修

○十勝農場資料展示館等（昭和27年建築の

当該評価を下すに至った経緯、 旧庁舎）

中期目標や中期計画に記載されて 中札内村から当該施設について譲渡（十

いる事項以外の業績等特筆すべき 勝地方の畑作に関する資料展示用として使

事項を併せて記載する。 用：国の補助事業）の申し入れがあったこ

とを受け、独立行政法人通則法第48条第１

項の規定による主務大臣に対する「重要な

財産の処分にかかる許可申請」の事務手続

きを進め、15年度末には農林水産大臣から

申請の通り許可を受けた。

【その他特記事項】

○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、移転先である西日本農場における施設

の改修、整備等が行われるなど、順調に進

められている。

○十勝農場資料展示館等については、北海

道中札内村からの譲渡の申し入れに対し、

適切に対処されている。
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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】 －

業務の高度化・効率 業務の高度化・効率化 （当該年度に係る剰余金の使途 ○目的積立金の該当なし。

化に必要な栽培試験用 に必要な栽培試験用温室 について、中期計画に定めた使途 ○15年度に係る消費税については、消費税

温室、原原種用保護網 、原原種用保護網室等の に充てた結果、当該事業年度に得 法第33条（課税売上割合が著しく変動した

室等の施設、ばれいし 施設、ばれいしょ収穫機 られた成果） 場合の調整対象固定資産に関する仕入れに

ょ収穫機、選別機等の 、選別機等の機械の更新 Ａ：得られた成果は十分であ 係る消費税額の控除の調整）の規定により

機械の更新等のための 等のための経費に充当す った 、約90百万円の調整 納付額が生じた。（

経費に充当する。 る。 Ｂ：得られた成果はやや不十 13年度決算により還付された消費税還付金

分であった について、その後３年間の課税売り上げ割

Ｃ：得られた成果は不十分で 合により調整するもので、中期計画におい

あった て定められた関西農場の売り払い収入があ

（中期計画に定めた剰余金 ったことにより発生）

の使途に充てた年度のみ この調整納付は、平成13年度に還付され

評価を行う。） た消費税還付金を返金するものであり、平

成15年度の会計処理に当たっては、損益計

当該評価を下すに至った経緯、 算書上これを臨時損失として処理すること

中期目標や中期計画に記載されて とした｡その結果､ 約90百万円の損失が発

いる事項以外の業績 生したことから、独立行政法人通則法第44

等特筆すべき事項を併せて記載す 条第２項に基づき、積立金約179百万円の

る。 うち、約90百万円を減額して損失を補填し

、その残余の額約89百万円を積立金として

整理した。

【その他特記事項】

○15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。

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

省令で定める業務運営 令で定める業務運営に関 務運営に関する事項

に関する事項 する事項 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
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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 １ 施設及び設備に関す ○施設及び設備に関する計画 Ａ

する計画 る計画 （中期計画に定められている施設

業務の適切かつ効率 業務の適切かつ効率的 及び設備についての当該事業年度

的な実施の確保のため な実施の確保のため、業 における改修・整備前後の業務運

、業務実施上の必要性 務実施上の必要性及び既 営の改善の成果）

及び既存の施設・設備 存の施設・設備の老朽化 Ａ：改善の成果は十分であっ

の老朽化等に伴う施設 等に伴う施設及び設備の た

及び設備の整備・改修 整備・改修等を計画的に Ｂ：改善の成果はやや不十分

等を計画的に行う。 行う。 であった

（表略） Ｃ：改善の成果は不十分であ

った

15年度計画 【事業報告書の記述】

（施設整備費補助金） （年度計画項目参照）

①１の２号道路改修等工 ①集中豪雨等による道路崩落、経年劣化に

事（上北） よる調整池不具合を改修したことにより、

これら施設の機能が十分に回復した。

②砂防ダム浚渫等工事 ②当該ダムの持つ本来機能を回復するとと

（沖縄） もに、今後、長期間にわたる使用が可能と

なった。

③庁舎等屋根防水改修工 ③屋根防水機能が回復し建物の良好な維持

事（沖縄） 管理が行われるとともに、雨漏りが解消さ

れ執務環境が改善された。

④堆肥熟成保管施設新築 ④安定した堆肥生産が可能となり、ほ場へ

工事（胆振） 有機質を継続的に投入することにより、ば

れいしょ原原種の品質保持及び安定生産性

が高まった。

⑤ばれいしょ収納施設新 ⑤収納機能の強化によって、収穫作業体系

築工事（十勝） が改善され、ばれいしょ原原種の品質の向

上と作業の効率性が著しく高められた。

⑥ほ場排水路整備工事 ⑥ほ場排水施設が整備されたことにより、

（十勝） 湿害・土壌病害等の予防が期待できるとと

もに、作業性が著しく高められた。
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⑦浴光育芽室及び保護網 ⑦当該施設の機能を十分回復することがで

室改 修工事（嬬恋） き、ばれいしょ原原種の品質保持と安定生

産性が維持できるとともに、今後、長期間

にわたる使用が可能となった。

⑧環境調整温室等暖房施 ⑧当該施設の機能を十分回復することがで

設改 修工事（八岳） き、ばれいしょ種いもの個別検定等が的確

な実施が可能となるとともに、今後、長期

間にわたる使用が可能となった。

⑨種ばれいしょ貯蔵庫冷 ⑨ばれいしょ種いもの貯蔵施設としての機

房設 備工事（八岳） 能を向上したことにより、活力ある高品質

な種いもの確保ができ原原種の品質保持及

び安定生産性が高まった。

⑩保護網室自動薬散設備 ⑩屋内における薬剤散布の作業効率性が向

工事（鹿児島） 上するとともに、作業安全性については著

しく改善された。

⑪軽量鉄骨ハウス新築工 ⑪栽培試験業務の実施能力が向上した。

事（知覧）

⑫軽量鉄骨加温ハウス新 ⑫栽培試験業務の実施能力が向上した。

築工事（雲仙）

⑬栽培試験用土壌調整施 ⑬栽培試験に供する堆肥作成、保管及び鉢

設新築工事（金谷） 物用土の調整が十分に行える専用施設が整

備されたことにより、栽培試験の精度と実

施能力が向上した。

⑭遺伝子組換え農作物検 ⑭「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

査施設新築工事（本所） よる生物の多様性の確保に関する法律」に

計 350百万円 基づく遺伝子組換え種苗の検査等を的確に

実施するための体制が整備された。

15年度西日本農場施設整 ○旧関西農場の売却収入による西日本農場

備計画（土地売却収入） の業務に必要な施設の整備は順調に進捗し

ており、15年度については次のとおり完了

・実験棟新築工事等 した。

計 377百万円

（15年度西日本農場施設整備状況）

・栽培試験温室

・育苗温室

・実験棟

・病害検定温室

・受変電設備

・土壌消毒装置

・事務所改修
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（参考）

（14年度の施設整備状況）

・フェンス・防風林

・既存建物改修

【その他特記事項】

○施設整備については計画通り実施されて

おり、業務等の改善が図られている。

２ 職員の人事に関す ２ 職員の人事に関する ○職員の人事に関する計画 Ａ

る計画 計画 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

ア 既存業務の効率 ア 既存業務の効率化 指標＝人員の適正配置、必要な人 ○中期計画においては、計画期間中に７名

化を推進することによ を推進することによる人 員の確保状況 の削減が計画されているが、可能な限り業

る人員の適正な配置を 員の適正な配置を進める Ａ：順調に実施されている 務の民間委託を行い、スリム化を図ると同

進めるとともに、栽培 とともに、栽培試験等の Ｂ：概ね順調に実施されている 時に、サービスその他の業務の質の向上を

試験等の業務量の増加 業務量の増加、種苗検査 Ｃ：不十分 図るため、業務量が 増加する分野、新規

、種苗検査項目の拡大 項目の拡大等、新たな課 本項目については、各年 業務が拡大する分野等に７名を増員する必

等、新たな課題への対 題への対応に必要な人員 度の年度計画において定 要があることから、既存業務の効率化を強

応に必要な人員を確保 を確保することとしてお められている具体的目標 力に推進することにより、14名減員し対応

することとしており、 り、15年度は、種苗生産 等に照らし、達成度の評 することとしている。15年度中においては

15年度は、種苗生産業 業務の効率化を図り遺伝 価を行うものとする。 、業務の効率化により種苗生産業務から３

務の効率化を図り遺伝 資源保存業務へ１名の振 名(一般職１名(後志)技術専門職２名(上北

資源保存業務へ１名の 替を実施する。 、雲仙)を減員し、遺伝資源業務(一般職(

振替を実施する。 イ 品種類似性試験を 上北))に１名を振替るとともに２名(技術

イ 品種類似性試験 実施するとともに、遺伝 専門職)については削減を行った。

を実施するとともに、 子組換え種苗の検査体制 ○15年度からセンターの新たな業務として

遺伝子組換え種苗の検 の強化を図るための必要 、育成者権保護のための品種類似性試験及

査体制の強化を図るた な人員を確保する。 び「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
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めの必要な人員を確保 よる生物の多様性の確保に関する法律」に

する。 基づく遺伝子組換え種苗の検査の実施に必

要な人員として７月１日付けで６名の増員

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 期末の常勤職員数を期 指標＝年度末の常勤職員数 ○15年度当初をもって常勤職員２名の削減

期初の100％（（１）の 初の101.2％（（１）の Ａ：順調に実施されている を実施した。したがって、年度末の常勤職

イに係る増員分を除外 イに係る増員分を除外し Ｂ：概ね順調に実施されている 員数は上記の品種類似性試験及び遺伝子組

した場合にあっては98 た場合にあっては、99.4 Ｃ：不十分 換え種苗の検査のための増員を加えると10

％）とする。 ％）とする。 本項目については、各年 1.2％（増員を除く場合99.4％）となり年

（参考） 度の年度計画において定 度計画を達成した。なお、増員にかかる人

（参考） 期初の常勤職員数 められている具体的目標 件費については増額(９ヶ月分)された。

期初の常勤職員数 332人 等に照らし、達成度の評

334人 期末の常勤職員数の見込 価を行うものとする。

期末の常勤職員数の見 み 336人

込み 333人 （うち（１）のイによる

（うち（１）のイによ 平成15年度の増員は、６

る平成15年度の増員は 人）

、６人） 人件費総額見込み

人件費総額見込み 2,548百万円

10,934百万円

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

ては、センター業務を は、センター業務を遂行 職員の参加、国の機関等 った。新規採用は４月１日付けを主とした

遂行する上で必要とな する上で必要となる技術 との人事交流の実施状況 が､年度途中にも欠員と業務状況を勘案し､

る技術等に対応した試 等に対応した試験区分の Ａ：順調に実施されている 計11名を採用した。

験区分の国家公務員採 国家公務員採用試験合格 Ｂ：概ね順調に実施されている

用試験合格者を中心と 者を中心として行う。 Ｃ：不十分

して行う。

イ 種苗行政との連携 イ 種苗行政との連携並 ○行政機関等との人事交流については、積

並びに業務の高度化及 びに業務の高度化及び専 極的に実施することとし、平成15年度にお

び専門化に対応するた 門化に対応するため、行 いては、農林水産本省及び他の出先機関、

め、行政部局、他の独 政部局、他の独立行政法 試験研究機関等他の独立行政法人と、転入

立行政法人等との人事 人等との人事交流を計画 18名、転出13名の人事交流を行った。

交流を計画的に実施す 的に実施する。

る。
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ウ 職員の技術水準及 ウ 職員の技術水準及び ○「種苗管理センター職員研修の考え方」

び事務処理能力の向上 事務処理能力の向上等を に基づき15年度職員研修計画を作成の上、

等を図るための研修等 図るための研修等の受講 計画的に研修を実施した。15年度は、特に

の受講、必要な資格の 、必要な資格の取得等を 農場間での技術移転を目的とした場所間研

取得等を計画的に進め 計画的に進め、人材の育 修の強化を図るとともに、種苗管理センタ

、人材の育成を図る。 成を図る。 ー中級研修「栽培試験コース」を新たに実

施した。

また、センター業務実施に必要な資格の

取得については、年度計画に基づき着実に

実施した。

エ センター業務の効 エ センター業務の効率 ○センター業務の改善に有効な創意工夫を

率化やサービスの向上 化やサービスの向上、業 行った職員の意欲向上を図るため、新たに

、業務の円滑な実施等 務の円滑な実施等に多大 「業務改善努力に対する賞状授与の実施に

に多大な貢献を行った な貢献を行った職員に対 ついて」を制定し、平成15年度以降次の者

職員に対しその功績を しその功績を表彰する。 を対象に賞状を授与することとした。

表彰する。 ①創意工夫による新技術等の事例集にリ

ストアップされている者の内、優秀と

認められる者

②職務の遂行による特許等の知的所有権

取得、学会賞の受賞及び学位の取得等

の成果を収め、当該成績が業務の推進

に有益であると認められる者

【その他特記事項】

○人員の確保及び適正配置等が行われ、ま

た、職員に対する研修等が体系的に実施さ

れており人材の育成が図られている。

○リスクマネージメントの一環として安全

対策への取り組みが強化されている。
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［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１５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等も総合的に勘案して (1) 評価の手法

、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

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図る ト、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（西日本農場）により行った。

ために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３段階

（Ａ、Ｂ、Ｃ）の評価を行い、さら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。

その結果、中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、次のとおりとなった。

① 小項目（１０５項目）Ａ評価８８項目、Ｂ評価１５項目、評価対象外２項目

② 中項目（ １９項目）Ａ評価１７項目、Ｂ評価２項目

③ 大項目（ ７項目）Ａ評価６項目、評価対象外１項目

評価実施の過程において、自己評価シート及び補足参考資料は十分に準備され、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った。

(3) 総合評価結果

１５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。

① トップマネジメントに関して、理事長等は、各種自己評価と改善策への対応について緊

張感を持続しつつ遂行しており、組織運営においてもその機能を発揮している。特に業務

運営の効率化に関し、集約化計画等を着実に実施している。

② 原原種等の生産コストについては、費用項目ごとや生産段階ごとのコストの比較が行わ

れており、今後、データの蓄積による経年比較等の分析を進められることを期待する。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する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 ばれいしょ、さとうきび原原種及び茶の原種配布については、顧客満足度の向上のため

の取組みが昨年度に増して的確に行われている。

② 種苗生産業務については、受入側の対応や気象災害など不安定要素を克服できるような
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体制の構築に向けて更なる工夫・努力を期待したい。特に、ばれいしょの新品種等の緊急

増殖への適切な対応及び一層の原原種生産の効率化のため、苗条（シュート）増殖等、器

内増殖技術の増殖体系への更なる導入について検討する必要がある。

③ 調査研究業務のうち、７つの重点課題を中心に意欲的な対応が進められている。課題が

多いため、業務担当者の取り扱うべき課題数が多くなり、全ての項目で高い評価には至ら

なかったが、ナシのＤＮＡ分析による品種識別技術では、高い評価を得ていることが特筆

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、特に原原種及び原種の栽培品種や配布数について、需要と供給の相互の認

識を深めるため、随時、最新の情報に更新することが求められる。

〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について

運営費交付金は効率的に使われており、経費節減に関する具体的な取組みは、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

１５年度は、公務災害補償費を特定独立行政法人災害補償互助会より無利子で借入し、借入

年度内に返済を行っている。借入に至った理由は適切であり、また、適正に処理されている。

〔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、移転先である西日本農場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。

また、「十勝農場の資料展示館を十勝地方の畑作に関する資料展示用として使用したい」と

の北海道中札内村からの譲渡の申し入れに対し適切に対処されている。

〔６ 剰余金の使途〕について

１５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

リスクマネージメントの一環として安全対策への取組が強化されている。

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
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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。


