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独立行政法人農林水産消費技術センターの業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）。

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という ）に基。

づく独立行政法人農林水産消費技術センター（以下「センター」という ）の業務。

の実績に関する評価を行うに当たっての基準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績に

関する評価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第３４条の規定。

（ 「 」に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価 以下 中期目標の実績評価

という ）を受けなければならないとされている。。

（ ） 、 、２ 各事業年度の実績評価は 当該事業年度における業務の実績の全体について

別紙に定めるセンターの中期計画の中項目（以下「中項目」という ）を評価。

単位とし 中項目の評価 中項目の評価結果を踏まえた別紙に定める大項目 以、 、 （

下「大項目」という ）の評価及び全体の評価（以下「総合評価」という ）。 。

の３段階で行うものとする。

（ ） 、 、３ 中期目標の実績評価は 中期目標の期間における業務の実績の全体について

（２）の例により行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、セン

ターの業務運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の方向

について勧告するものとする。

（５）評価委員会は、評価を行うに当たって、次の事項について留意するものとす

る。

ア 独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の

見直しを行うものとする。

イ その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評価

を行うに当たり、法人は、費用と効果の関係についての具体的な把握等に努

めるものとし、評価委員会は他の法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人

の取組についても適切に評価するものとする。

２ 各事業年度の実績評価の方法

（１）中項目の評価方法

ア 中項目の評価は、中項目に係る具体的な項目のうち最小のもの（以下「小

項目」という ）の評価結果について、。

達成度合がｓとされた小項目を３点

達成度合がａとされた小項目を２点

達成度合がｂとされた小項目を１点

達成度合がｃとされた小項目を０点

とし、その集計に当たっては、中項目に含まれる小項目の項目数に２を乗じ
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て得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

、 。イ 小項目の評価は 小項目の定め方に応じて次の方法により行うものとする

ただし、予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行

ったため、小項目の業務の実施を中止し、又は業務量を減らざるを得なかっ

た場合は、このような事情を考慮して小項目の評価を行うものとする。

① 小項目に単年度において達成すべき数値目標が定められている場合に

、 、 。は 当該数値の達成度合を踏まえ 次の例により３段階で行うものとする

（ 「 」 「 」 ）中期目標又は中期計画上 以上 又は 少なくとも とされている場合

数値の達成度合が100％以上 ａ

数値の達成度合が70％以上100％未満 ｂ

数値の達成度合が70％未満 ｃ

（上記以外の場合）

数値の達成度合が90％以上 ａ

数値の達成度合が50％以上90％未満 ｂ

数値の達成度合が50％未満 ｃ

② 小項目に中期目標期間において達成すべき数値目標が定められている場

合には、当該数値を５で除して得られた数値の達成度合を踏まえ、次の３

段階で行うものとする。

数値の達成度合が90％以上 ａ

数値の達成度合が50％以上90％未満 ｂ

数値の達成度合が50％未満 ｃ

③ 小項目に単年度において達成すべき定性的な目標が定められている場合

には、当該小項目の実施状況を判断するための基準として、当該小項目の

性質を勘案して二以上の具体的な指標を設定し、その達成度合を踏まえ、

次の例により行うものとする。

（段階的な評価を行うことが適切な場合）

設定した指標が達成された ａ

設定した指標が概ね達成された ｂ

設定した指標が達成されなかった ｃ

（段階的な評価を行うことが不適切な場合）

設定した指標が達成された ａ

設定した指標が達成されなかった ｃ

また、中期計画「３（１）調査及び研究の重点化」については、原産地
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等の判別や分析技術の確立といった内容であることから、計画を大きく上

回る新たな判別手法の開発等、特に優れている業務実績を上げることも想

定される。そのような実績を正当に評価するため、以下の４段階とする。

特に優れた成果が得られた ｓ

設定した指標が達成された ａ

設定した指標が概ね達成された ｂ

設定した指標が達成されなかった ｃ

④ 小項目に調査研究等その性質上単年度では結果が現れない定性的な目標

が定められている場合には、当該年度において実施すべき目標を定め、

当該目標の実施状況を判断するための基準として二以上の具体的な指標

を設定し、その達成度合を踏まえ、③の例により行うものとする。

⑤ 小項目に複数の指標が設定されている場合には、それぞれの指標の結果

を同数の小項目の評価指標とみなすものとする。

⑥ 小項目の評価において、ｂ又はｃ評価となる見込みの項目については、

その要因分析を行うものとする。要因分析の結果、特に必要であると認め

、 。られるものについては ａ又はｂ評価に修正することができるものとする

ウ 小項目のうち当該事業年度においては業務を実施しないこととされている

ものについては、各事業年度の実績評価の対象外とする。

エ 小項目のうち要請などに基づく業務及び短期借入金については、当該年度

において実績がない場合、各事業年度の実績評価の対象外とする。

オ 小項目の評価に当たっては、センターから提出された自己評価結果を記載

した評価シートを活用するものとする。

（２）大項目の評価方法

① 大項目の評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗じ

て得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

② 大項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するもの

とする。
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・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行った

ため、予定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なか

った場合にあっては、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（３）総合評価の方法

① 総合評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、中項目の項目数に２を乗じて得た数を基準と

して、次の３段階評価で行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

② 総合評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものとす

る。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期目標終了時点を見据えた各事業年度の業務の進捗状況、残された期

間に行うべき事項等

、 、・業務の実績が特に優れているｓ評価となった項目については その状況

要因等の分析を行い、その推奨すべき事項等

、 、・業務の達成度合が低くｂ又はｃ評価となった項目については その状況

要因等の分析を行い、今後の改善の方向等

３ 中期目標の実績評価の方法

（１）中項目の評価方法

中項目の評価は、中期目標期間の各事業年度における小項目の評価結果につ

いて、

達成度合がｓとされた小項目を３点

達成度合がａとされた小項目を２点

達成度合がｂとされた小項目を１点

達成度合がｃとされた小項目を０点

とし、その集計に当たっては、当該中項目について、中期目標期間に行った小

項目の実績評価の回数に２を乗じて得た数を基準として、次の３段階評価で行

うものとする。

当該期間中の小項目の合計数値の

割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

当該期間中の小項目の合計数値の

割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ
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当該期間中の小項目の合計数値の

割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

（２）大項目の評価方法

① 大項目の評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗じ

て得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

② 大項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するもの

とする。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行った

ため、予定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なか

った場合にあっては、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（３）総合評価の方法

① 総合評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗じ

て得た数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

② 総合評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものとす

る。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

、 、・業務の実績が特に優れているｓ評価となった項目については その状況

要因等の分析を行い、その推奨すべき事項等

、 、・業務の達成度合が低くｂ又はｃ評価となった項目については その状況

要因等の分析を行い、今後の改善の方向等
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別紙

総合評価

大項目
第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

中項目
１ 業務の重点化
２ 組織体制の整備
３ 業務運営能力の向上
４ 業務運営の進行管理等
５ 業務運営の効率化による経費抑制

大項目
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置

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

２ 農林物資の検査及び格付並びに技術上の調査及び指導
３ 農林物資の検査技術に関する調査及び研究並びに講習
４ 立入検査等に関する事項
５ 緊急時の要請に関する事項
６ 国際協力

大項目
第３ 予算、収支計画及び資金計画

中項目
経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み
法人運営における資金の配分状況

大項目
第４ 短期借入金の限度額

中項目
法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び
金利、返済の見込み

大項目
第５ 剰余金の使途

中項目
剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該
事業年度に得られた成果

大項目
第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

中項目
１ 施設及び設備に関する計画
２ 職員の人事に関する計画
（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む ）。
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独立行政法人農林水産消費技術センターの評価指標

評価指標欄の記号はそれそれ、大項目◎、中項目○、小項目◇である。

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 事業報告及び特記事項 評価

第２ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に 第１ 業務運営の効率化に ◎業務運営の効率化
関する事項 関する目標を達成する 関する目標を達成する

ためとるべき措置 ためとるべき措置

１ 業務の重点化 １ 業務の重点化 １ 業務の重点化 ○業務の重点化
、国民のニーズを把握し

必要性の高い事項に優先
、的に取り組んでいくため

以下に掲げる業務の重点
化に取り組む。

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

ア 農林水産物、飲食料品 ア 調査分析の重点化 (1) 調査分析の重点化
（酒類を除く ）及び油 (ｱ) 調査分析の実施に当た ○ 総体的な消費者ニーズ 消費者動向等把握のため、。 、 ◇
脂（以下「食品等」とい っては、消費者ニーズ、 流通、消費の実態等を把 全国的なアンケート調査を行
う ）の品質及び表示に 流通、消費の実態等の把 握するため、地方公共団 った。。
関する調査分析について 握のため、消費者団体、 体、消費者団体等に対す ａ：適切な調査対象・内容に
は、消費者等のニーズや 地方公共団体等へのアン るアンケート調査を実施 より行った
食品等の流通及び消費の ケート調査を行う。 する。 ｂ：一部不十分な調査を行っ
実態等を踏まえ、必要性 た
の高い課題を選定して重 ｃ：調査を行わなかった
点的に実施する。

(ｲ) 調査の要望の多い課 ○ 食品等の特性を把握す ◇検討の結果を踏まえて、必
題、新たに開発された食 るための調査及び分析 以 要性の高い課題を選定した。（
品の特性調査等の必要性 下 食品等特性把握調査 ａ：必要性の高い課題を選定「 」
の高い課題を選定するた という ）並びに農林物資 した。
め、外部の有識者を含め の検査技術に関する調査 ｃ：必要性の高い課題を選定
て各事業年度において検 及び研究（以下「調査研 しなかった
討を行う。 究」という ）において、。
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より必要性の高い課題を ◇実施した課題の調査結果を
実施するため、それぞれ 広報誌、ホームページ及び講
消費者対応業務推進委員 習会等で消費者等に情報提供
会及び調査研究総合評価 した。
委員会により課題を選定 ａ：情報提供した
する。 ｃ：情報提供しなかった

イ 残留農薬等の微量物質 イ 残留農薬調査分析の迅 (2) 残留農薬調査分析の迅
の調査分析の需要に的確 速化 速化
に対応するため、現在行 中期目標の期間中に既 ○ 既存の残留農薬の調査 ◇農薬の精製分離工程等を中
っている残留農薬の調査 存の残留農薬の調査分析 分析に要する時間を平成 心に既往の分析法を改良し、
分析の迅速化を図る。 に要する時間を１０％削 １１年度を基準として中 平成11年度の調査分析時間を
○ 迅速化の目標：平成 減するため、既往の残留 期目標期間中に１０％削 基準として、各事業年度ごと
１１年度を基準として調 農薬の分析法のうち特に 減するため、本年度は、 の削減計画値を達成した 各。（
査分析に要する時間を中 時間を要する農薬の精製 工程数の縮減を図るため 事業年度ごとの削減計画値：、
期目標の期間中に概ね 分離工程等を中心に、既 ５工程ある精製工程の共 中期計画開始時からの経過年
１０％削減 往の分析法の改良を行う 通化について検討する。 数に２％を乗じて得られる削。

減率 ）。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

ウ インターネット等の情 ウ 調査分析結果等の情報 (3) 調査分析結果等の情報 ◇ホームページを開設すると
報提供媒体の活用等を進 の迅速かつ効率的な提供 の迅速かつ効率的な提供 ともに、定期的な見直しを行
め、消費者等に対し、食 (ｱ) ホームページを開設し ○ 効率的な情報提供媒体 い、必要な改善を図った。
品等の調査分析結果に係 常時情報提供を行うとと としてのホームページを ａ：開設し、又は必要な改善
る情報の迅速かつ効率的 もに、提供情報を更新し より充実したものとする を行い、若しくは見直しの
な提供を図る。 最新情報を迅速に提供す ために、利用者のニーズ 結果、改善の必要はなかっ

る。 を把握するための情報収 た
集を行い、広報企画委員 ｃ：開設せず、又は必要な改
会において、効率的な情 善を行わなかった
報の活用及びより多くの
最新情報を迅速に提供で ◇ホームページ上の消費者相
きる方策を検討する 談事例等の最新情報を常時更。

新した。
ａ：情報を常時（月に１回以
上）更新した

ｂ：情報の更新の頻度が低か
った

ｃ：情報を更新しなかった

◇プレスリリースを発表当日
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中にホームページへ掲載し
た。
ａ：達成度合は９０％以上で
あった

ｂ：達成度合は５０％以上
９０％未満であった

ｃ：達成度合は５０％未満で
あった

(ｲ) ホームページ上で、消 ○ ホームページ上に蓄積 ◇各種情報の中から、利用者
費者・企業からの相談事 された情報を迅速かつ効 が必要な情報を検索できるシ
例 食生活に関する情報 率的に検索、利用できる ステムを設置するとともに、、 、
食品等の調査分析結果及 ように設置した検索機能 定期的な見直しを行い、必要
びＪＡＳ関係業務により を 必要に応じ改良する な改善を図った。、 。
蓄積された情報等の中か ａ：設置し、又は必要な改善
ら必要な情報を迅速かつ を行い、若しくは見直しの
効率的に検索し、利用で 結果、改善の必要性がなか
きるシステムを構築する った。

ｃ：設置せず、又は必要な改
善を行わなかった

(ｳ) 調査分析結果や行政の ○ ホームページ上に設置 ◇電子メール利用者のために
動き等についての最新の された電子メール配信希 ホームページ上に受付窓口を
情報を迅速かつ効率的に 望窓口に登録された希望 設置し、希望者に情報を発信
提供するため、電子メー 者へ、電子メールにより した。
ルを活用して希望者に情 情報提供を行う。 ａ：受付窓口を設置し、情報
報を発信するシステムを を発信した
構築する。 ｃ：受付窓口を設置せず、情

報の発信を行わなかった

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

ア 農林物資の検査につい ア 農林物資の検査の重点 (4) 農林物資の検査の重点
ては、農林物資の規格化 化及び迅速化 化及び迅速化
及び品質表示の適正化に
関する法律の一部を改正
する法律（平成１１年法
律第１０８号。以下「改
正ＪＡＳ法」という ）。
により新たに表示が義務
付けられた生鮮食品、加
工食品、遺伝子組換え食
品、有機農産物等の検査
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を重点的に実施するとと
もに、従来から農林物資
の品質に関する表示の基
（ 「 」準 以下 品質表示基準
という ）が定められて。
いる加工食品の検査業務
の迅速化を図る。

○ 品質表示基準に係る加 (ｱ) 新たに品質表示が義務 ○ 品質表示基準の遵守状 ◇不適合率が低い品目等の検
工食品の検査件数のうち 付けられた加工食品及び 況の確認のための検査 以 査件数を削減し、新たに表示（
新たに表示が義務付けら 中期目標の期間中に品質 下「表示監視業務」とい が義務付けられた加工食品及
れたもの及び中期目標の 表示基準の見直しが行わ う ）において、全ての食 び中期目標の期間中に品質表。
期間中に品質表示基準の れた加工食品に対する各 品に横断的に定められた 示基準の見直しが行われた加
見直しが行われたものの 事業年度の検査件数の割 品質表示基準により表示 工食品の検査件数の割合を
検査件数の割合：各事業 合を５０％以上とするた が義務付けられた製品 以 ５０％以上とした。（
年度５０％以上 め、平成１３年度以降、 下 横断品表品 という ａ：計画値の達成度合は100「 」 。）

前年度の検査の結果を踏 及び中期目標期間中に品 ％以上であった
まえ、品質表示基準への 質表示基準の見直しが行 ｂ：計画値の達成度合は７０
不適合率が低い品目等の われた加工食品に対する ％以上100％未満であった
検査件数を削減する。 検査を重点化するため、 ｃ：計画値の達成度合は７０

中期目標期間中に品質表 ％未満であった
示基準の見直しが行われ
た品目を除いた個別に品
質表示基準が定められて
いる製品（以下「個別品
表品」という ）に対する。
検査については、平成１
４年度に不適合率が低か
った品目の検査件数を削
減し、検査件数の割合を
以下のとおりとする。

・横断品表品及び中期目標
期間中に品質表示基準の見
直しが行われた加工食品の
検査の割合：６０％以上

○ 迅速化の目標：平成 (ｲ) 中期目標の期間中に従 ○ 個別品表品検査に係る ◇各事業年度の対象品目につ
１１年度を基準として検 来から品質表示基準が定 検査分析時間を平成１１ いて、従来から品質表示基準
査に要する時間を中期目 められている加工食品に 年度を基準として中期目 が定められている加工食品に
標の期間中に概ね１０％ 係る検査分析時間を１０ 標期間中に１０％削減す 係る検査分析方法を改良し、
削減 ％削減するため、理化学 るため、本年度は以下の 検査分析時間を平成１１年度

分析法から生化学的分析 品目の検査分析方法につ を基準として１０％程度削減
法や機器分析への転換等 いて検討し、当該品目の した。
を中心に、既往の検査分 検査分析時間を１０％削 ａ：計画値の達成度合は９０
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析方法の改良を行う。 減する。 ％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は５０

・品目：凍豆腐、農産物漬 ％以上９０％未満であった
物、果実飲料、にんじんジ ｃ：計画値の達成度合は５０
ュース及びにんじんミック ％未満であった

、 、スジュース ドレッシング
アイスクリーム、豆乳・調
製豆乳・豆乳飲料

イ 日本農林規格 以下 Ｊ イ 農林物資の格付の効率（ 「
ＡＳ規格」という ）に 化。
よる農林物資の格付につ (ｱ) 外国林産物の格付業務 ◇平成１４年度をもって廃止
いては、ＪＡＳ規格の見 については、平成１４年 した。
直しや格付件数の動向等 度をもって廃止する。 ａ：廃止した
を踏まえ、新たに品質表 ｃ：廃止しなかった
示基準が定められる農林 （平成１４年度限りの評価指
物資、有機農産物等の検 標）
査に関する業務等に適切
に対応することが可能と
なるよう、業務運営の効
率化を進める。

(ｲ) 生糸の格付業務につい ◇消費者対応業務、ＪＡＳ関
ては、業務体制の見直し 係業務等に関する研修計画を
を進めつつ、業務量と要 作成し、研修を行った。
員の適正化を図るため、 ａ：研修計画を作成し、研修
生糸格付業務担当職員に を行った
ついて、品質表示基準製 ｂ：研修計画を作成したが、
品や有機農産物の検査業 研修を行わなかった
務等他業務への活用等を ｃ：研修計画を作成しなかっ
図ることとし、これらの た
職員を対象に、消費者対
応業務、ＪＡＳ関係業務 ◇生糸格付業務担当職員を品
等に関する研修を計画的 質表示基準製品や有機農産物
に実施する。 の検査業務等他業務へ活用し

た。
ａ：他業務へ活用した
ｃ：他業務へ活用しなかった

(3) 農林物資の検査技術に (3) 農林物資の検査技術に (5) 調査研究に係る情報収
関する調査及び研究 関する調査及び研究 集
農林物資の検査技術に ア 調査及び研究について

関する調査及び研究につ (ｱ) 食品等の検査技術に関 ○ 食品等の検査技術に関 ◇消費者、食品等製造業者の
いては、必要性の高い課 する消費者、食品等の製 する消費者、食品等の製 ニーズや技術開発の動向につ
題を選定して重点的に実 造業者及び行政部局等の 造業者及び行政部局等の いて情報収集を行った。
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施するとともに、その効 ニーズ、技術開発の動向 ニーズ、技術開発の動向 ａ：情報収集を行った
率的な実施を図る。 等を的確に把握するため 等を把握するため、調査 ｃ：情報収集を行わなかった、

情報収集を行う。 研究に係る試験研究機関
の連絡会、各種学会等へ ◇行政部局のニーズを把握す
の積極的な参加を通じて るため農林水産省関係部局の
情報収集を図る。 連絡会議等へ参加した

ａ：連絡会議等へ参加した
ｃ：連絡会議等へ参加しなか
った

(ｲ) 技術的な可能性等につ ◇検討の結果を踏まえて、必
いて検討した上で必要性 要性の高い課題を選定した。
の高い課題を選定するた ａ：必要性の高い課題を選定
め、外部の有識者を含め した
て各事業年度において検 ｃ：必要性の高い課題を選定
討を行う。 しなかった

イ 調査研究に関する内部 (6) 調査研究の進行管理 ◇調査研究に関する内部の委
の委員会を設置し、中長 ○ 中長期の展望に立った 員会を設置し、中長期の展望
期の展望に立った適切な 適切な調査研究計画の見 に立った適切な調査研究計画
調査研究計画の作成、調 直し、調査研究の進捗状 を作成するとともに、定期的
査研究の進捗状況等に応 況等に応じた適正な進行 な見直しを行い、必要な改正
じた適正な進行管理及び 管理及び内部評価に基づ を行った。
内部評価に基づく計画変 く計画変更の指示等を効 ａ：調査研究計画を作成し、
更の指示等を効率的に行 率的に行うため、調査研 又は必要な改正を行い、若
う。 究推進委員会を開催し、 しくは見直しの結果、改正

進捗状況等の進行管理を の必要性がなかった
行う。なお、緊急的な調 ｃ：調査研究計画を作成しな
査研究がある場合には、 かった
必要に応じて調査研究課
題を調整する。 ◇内部の委員会を設置し、進

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

ｃ：内部の評価を行わなかっ
た

２ 組織体制の整備 ２ 組織体制の整備 ○組織体制の整備２ 組織体制の整備
食の安全・安心に関す
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る消費者、事業者等との
リスクコミュニケーショ
ンの推進に資するため、
食の安全・安心情報交流
ひろばを設置するととも
に、社会情勢の変化と科
学技術の進歩に的確に対
応し、機動的かつ効率的
に業務を推進するため組
織体制を整備し、次に掲
げる効率的な組織運営を
行う。

社会情勢の変化と科学 (1) 役員と職員の責任と役 ○ 役職員の責任及び役割 ◇理事長は、法人の課題を的
技術の進歩に的確に対応 割を明確化するとともに の明確化並びに効率的な 確に認識している。、
しつつ、中期計画に即し 理事長の指導の下、効率 組織運営のため、理事会 ａ：的確に認識している
て機動的かつ効率的に業 的な組織運営を行う。 を適宜開催するとともに ｃ：認識していない、
務を推進できるよう、責 定期的に理事長、理事及
任と役割分担を明確化し び本部各部課長による幹 ◇理事長は、法人に与えられ
た機能的で柔軟な組織体 部会議を開催し、新たに た設立目的及び中期目標にふ
制を整備する。 生じる組織運営上の問題 さわしい適切かつ明確な経営

点等について絶えず検討 戦略を持ち組織運営を行っ
し、改善を図る。 た。

○ 理事長はセンターの現 ａ：適切な経営戦略を持ち組
状の課題を認識し、的確 織運営を行った
な業務運営を行うととも ｃ：適切な経営戦略を持たな
に業務の改善を図るため い、
農林水産省独立行政法人
評価委員会の評価結果の ◇理事長は、マネジメントレ
通知を受けた後、マネジ ビューを実施する等、リーダ
メントレビューを実施す ーシップを発揮した的確な業
る。 務運営を行った

ａ：的確な業務運営を行った
ｃ：的確な業務運営を行わな
かった

◇理事長等が業務の状況を把
握するシステムとして、週１
回の幹部会議の開催が確立さ
れ､適切に運用されている。
ａ：計画値の達成割合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成割合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成割合は５０
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％未満であった

◇理事長等が業務の状況を把
握するシステムとして、月１
回の本部部課長会議の開催が
確立され､適切に運用されて
いる。
ａ：計画値の達成割合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成割合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成割合は５０
％未満であった

◇理事が理事長を的確にサポ
ートしている。
ａ：的確にサポートしている
ｃ：サポートしていない

◇監事（常勤、非常勤）が､
期待される活動を行い､的確
な監査報告又は意見提出を行
った。
ａ：的確な監査報告等を行っ
た

ｃ：的確な活動を行わなかっ
た

(2) 本部の総務部門及び企 ○ 効率的な業務運営を行 ◇業務を効率的に実施するた
画調整部門並びに本部及 うため、具体的な業務の め、企画調整部においてセン
び地域の業務実施部門の 実施については、理事長 ター全体の業務の進行管理を
責任と役割分担及び指示 権限を本部部長の専決と 行った。
系統を明確にし、効率的 し、権限委譲による責任 ａ：進行管理を行った
な業務運営を行う。 の明確化と意思決定の簡 ｃ：進行管理を行わなかった

素化を図るため、平成１
４年度に定めた規則を必 ◇業務を効率的に実施するた
要に応じて見直す また め、総務部において業務の進。 、
本部の総務部及び企画調 行状況に対応した予算の執行
整部において、予算執行 管理を行った。
の管理及び業務進行の管 ａ：予算の執行管理を行った
理を行う。 ｃ：予算の執行管理を行わな

かった

(3) 機動的に業務を推進す ○ 本部の各部及び各地域 ◇主任調査官を業務実施部門
るため、スタッフ制等柔 センターに設置した主任 及び地域センタースタッフ職
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軟な業務運営ができる体 調査官を、業務量に応じ 員として配置し、業務量の増
制を整備する。 機動的に各課に配置する 減に対応して主任調査官の担。

当業務の変更を行った。
ａ：業務の変更を行い、又は
変更の必要はなかった

ｃ：変更の必要性はあったが
変更しなかった

◇技術研究課、微量物質調査
（検査）課、商品調査課及び
鑑定課をスタッフ制とし、業
務量の増減に対応して担当者
の業務内容の変更を行った。
ａ：業務内容の変更を行い、
又は変更の必要はなかった

ｃ：変更の必要性はあったが
変更しなかった

３ 業務運営能力の向上 ３ 業務運営能力の向上 ３ 業務運営能力の向上 ○業務運営能力の向上
職員の技術的水準の向

上による業務運営能力の
向上のため、次に 掲げ
る資格の取得又は職員の
派遣を行い、調査分析技
術への先進的 な技術、
知識等の導入を図る。

(1) 職員の技術的水準の向 (1) 職員の技術水準の向上 (1) 各種有資格者の確保 ◇職員技術研修中期計画を作
上を図るための研修及び 及び資格の取得を計画的 ○ 職員の技術水準の向上 成するとともに、定期的な見
資格の取得を計画的に実 に実施するため、職員技 及び資格の取得を計画的 直しを行い、必要に応じて計
施するとともに、調査分 術研修計画を作成すると に実施するため、職員技 画の変更を行った。
析技術への先進的な技 ともに、ＩＳＯ９０００ 術研修中期計画に沿って ａ：職員技術研修中期計画を
術、知識等の導入に努め の審査員補、労働安全衛 研修を行うとともに、研 作成し、又は必要な変更を
る。 生法に定められた作業環 修企画委員会を開催し、 行い、若しくは見直しの結

境測定士等の有資格者を 必要に応じて職員技術研 果、変更の必要はなかった
確保する。 修計画の見直しを行う。 ｃ：職員技術研修中期計画を

作成せず、又は必要な変更
を行わなかった

○ 次の有資格者を確保す ◇年度計画に基づいてＩＳＯ
る。 ９０００の審査員補の有資格

・ＩＳＯ９０００審査員補 者を確保した。
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった
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・作業環境測定士 ◇年度計画に基づいて作業環
境測定士の有資格者を確保し
た。
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった

・放射線取扱主任者 ◇年度計画に基づいて放射線
（全センターに配置） 取扱主任者の有資格者を全セ

ンターに確保した。
ａ：確保した
ｃ：確保しなかった

(2) 先進的な検査分析技術 (2) 職員の派遣及び研修の ◇外部機関への職員の派遣研
等の導入を図るため、独 実施 修を実施し、研修の結果、高
立行政法人食品総合研究 ○ 先進的な検査分析技術 度な分析技術を習得した職員
所等の外部機関への職員 等の導入を図るため、独 が増加した。
の派遣を行うとともに、 立行政法人食品総合研究 ａ：実施し、増加した
職員の技術力の向上を図 所をはじめとした外部の ｃ：実施しなかった
るため、遺伝子組換え食 機関へ職員を派遣する。
品の検査技術、ＬＣ－Ｍ ○ 職員の技術力の向上を ◇新しい分析技術に重点を置
Ｓ（液体クロマトグラフ 図るため、遺伝子組換え いた研修を実施し、研修の結
－質量分析計）による機 食品の検査技術に関する 果、分析技術を習得した職員
能性成分の分析技術等の 研修等を行う。 が増加した。
新しい分析技術に重点を ａ：実施し、増加した
置いた研修を行う。 ｃ：実施しなかった

(2) 職員の健康と安全な労 (3) 職員の健康と安全な労 (3) 職員の健康、安全な労 ◇衛生管理者を本部、横浜・
働環境を維持するための 働環境を維持するための 働環境の維持のための措 神戸センターに配置した。
体制を整備する。 措置を講じる。 置 ａ：配置した

○ 本部、横浜センター及 ｃ：配置しなかった
び神戸センターに衛生管
理者の資格を取得した者 ◇衛生推進者を小樽・仙台・
を、小樽センター、仙台 名古屋・岡山・門司センター
センター、名古屋センタ に配置した。
ー、岡山センター及び門 ａ：配置した
司センターに衛生推進者 ｃ：配置しなかった
の資格を取得した者を配
置するとともに、職場に ◇本部及び各地域センターに
おける職員の安全と健康 おいて安全衛生委員会を開催
に資するため、各センタ した。
ーにおいて安全衛生委員 ａ：開催した
会を開催する。 ｃ：開催しなかった

４ 業務運営の進行管理 ４ 業務運営の進行管理等 ４ 業務運営の進行管理等 ○業務運営の進行管理等
業務の運営状況を定期
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的に点検・評価し、その
結果を業務の運営 に反
映させるため、次に掲げ
る業務運営の進行管理等
に取り組む。

業務の運営状況を定期 (1) 業務の運営状況を点検 (1) 業務運営の進行管理 ◇外部の有識者を活用した業
的に点検・評価し、その ・評価し、業務の進行を ○ センター内部における 務評価委員会を定期的に開催
結果を業務の運営に反映 適正に管理するため、外 業務の進行管理を適切に し、業務の進行を適正に管理
させる仕組みを導入す 部の有識者を活用した監 行うため、第２四半期終 した。
る。 査を定期的に行う。 了後を目処に業務評価委 ａ：定期的に開催し、業務の

員会による点検・評価を 進行を適正に管理した
行う。 ｃ：開催しなかった

○ 業務の実績を四半期ご
とに集計し、業務の進捗

、状況を把握するとともに
業務計画が遅滞なく実施
されるよう進行管理を行
う。

○ 業務実施の統一化及び
効率化を図るため、セン
ターの業務の方法を規定
する独立行政法人農林水
産消費技術センター業務
方法書（平成１３年４月
１日付け１３本消技第４
号）に係る業務の実施に
関する文書等を整理し、
業務の詳細な実施方法に
関する各種規程類を整備
する。また、業務評価委
員会による評価及びマネ
ージメントレビューの結
果を当該規程類に適宜反
映させていく。

(2) 文書の電子化等を推進 (2) 用紙代の削減 ◇文書の電子化等により、平
し、中期目標の期間中の ○ 本年度は、文書の電子 成11年度の用紙代を基準とし
５年間で管理運営費のう 化を推進すること等によ て各事業年度ごとの削減計画
ち用紙代を１０％削減す り、平成１１年度の用紙 値を達成した （各事業年度。
る。 代を基準として６％程度 ごとの削減計画値：中期計画

を削減する。 開始時からの経過年数に２％
を乗じて得られる削減率 ）。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった
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ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

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

各事業年度の人件費を
除く運営費交付金で行う
事業について、対 前年

、度比で１％抑制するため
次に掲げる効率化作業に
取り組む。

業務運営の効率化に関 業務運営の効率化に関 ○ 各事業年度の人件費を ◇人件費を除く運営費交付金
する事項による経費の抑 する事項による経費の抑 除く運営費交付金で行う で行う事業について、新規事
制については、各事業年 制については、各事業年 事業については、上記１ 業分その他特別の事情による
度の人件費を除く運営費 度の人件費を除く運営費 ～４の業務運営の効率化 増加分を除き、対前年度比で
交付金で行う事業につい 交付金で行う事業につい を図ることにより、経費 １％抑制した。
て、少なくとも対前年度 て、少なくとも対前年度 の節約・削減を推進する ａ：計画値の達成度合は100。
比で１％抑制すること。 比で１％抑制する。 ％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

（平成１４年度以降の評価指
標）

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す ◎サービスその他業務の質の
るサービスその他の業 るサービスその他の業 るサービスその他業務 向上
務の質の向上に関する 務の質の向上に関する の質の向上に関する目
事項 目標を達成するためと 標を達成するため取る

るべき措置 べき措置

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

(1) 関係独立行政法人等を (1) 関係独立行政法人等を (1) リスク管理情報の共有 ◇関係独立行政法人等を結ぶ
結ぶＷＡＮ（広域ネット 結ぶＷＡＮ（広域ネット 化等関係独立行政法人等 ＷＡＮを整備するとともに、
ワーク・システム）を整 ワーク・システム）を整 を結ぶＷＡＮ（広域ネッ 定期的な見直しを行い、必要
備し、農林水産省の関係 備し、農林水産省の関係 トワーク・システム）を な改善を図った。
部局と連携することによ 部局と連携することによ 整備し、農林水産省関係 ａ：整備し、又は必要な改善
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り、リスク管理情報の共 り、リスク管理情報を共 部局と連携することによ を行い、若しくは見直しの
有化を行う。 有化するとともに、消費 り、リスク管理情報を共 結果、改善の必要はなかっ
また、食品のリスクに 者からの問い合わせ対応 有化するとともに、消費 た

関する情報及び企業が有 や分かりやすい情報提供 者からの問い合わせ対応 ｃ：整備せず、又は必要な改
する食品等の事故情報 などに活用する。 や分かりやすい情報提供 善を行わなかった
リコール情報を含む また、食品のリスクに などに活用する。（ 。）
を広く収集し 整理する 関する情報及び企業が有 また、食品のリスクに ◇ＷＡＮを農林水産省等との、 。

する食品等の事故情報 リ 関する情報及び企業が有 リスク管理情報の共有化、消（
コール情報を含む ）を広 する食品等の事故情報 リ 費者等への情報提供等に活用。 （
く収集し、整理するとと コール情報を含む ）を広 した。。
もに、そのために必要な く収集し整理する。 ａ：活用した
システムを構築する。 ｃ：活用しなかった

◇食品のリスクに関する情報
及び企業が有する食品等の事
故情報を収集整理するための
システムを構築するととも
に、定期的な見直しを行い、
必要な改善を図った。
ａ：構築し、又は必要な改善
を行い、若しくは見直しの
結果、改善の必要はなかっ
た

ｃ：構築せず、又は必要な改
善を行わなかった

◇リスク情報収集整理システ
ムを活用し、広く情報を収集
し整理した。
ａ：リスク情報を収集し、整
理した

ｃ：リスク情報を収集せず、
又は整理しなかった

(2) 食生活指針（平成１２ (2) 講習会等の開催 (2) 講習会等の開催
年３月２４日閣議決定） 食生活指針の普及・定
の普及・定着、食料自給 着、食料自給率の向上及
率の向上及び食の安全・ び食の安全・安心に関す
安心に関する消費者、事 る消費者、事業者等との
業者等とのリスクコミュ リスクコミニュケーショ
ニケーションの推進等に ンの推進を考慮の上、食
資するため、食生活や食 生活や食品等の消費の改
品等の消費の改善等に関 善等に関する情報を、消
する情報を、消費者、地 費者、地方公共団体、教
方公共団体、教育関係者 育関係者等へ直接、積極
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等へ積極的に提供すると 的に提供するため、次に
ともに、これらの者の関 掲げる措置を講ずる。
心事項の把握を行う。

○ 講習会等の開催に当た
っては、より効果的な実
施のため、地方公共団体
等との連携を図るととも
に、関係機関との連絡会
等に積極的に参加する。

○ 教育関係者に対する講 ア 教育関係者に対する食 ○ 教育関係者に対する食 ◇食生活指針の普及啓発講習
習会の開催回数：中期目 生活指針の普及啓発を中 生活指針の普及啓発を中 会を地域の教育関係機関等と
標の期間中に各都道府県 心とした講習会を中期目 心とした講習会（食生活 連携を図りながら、１０都道
１回以上 標の期間中に各都道府県 指針普及啓発講習会）を 府県以上について開催した。

で１回以上開催する。 平成１３～１４年度の実 ａ：計画値の達成度合は100
績を踏まえ、未実施県 ％以上であった
１９県を優先して１０県 ｂ：計画値の達成度合は７０
以上で開催する。 ％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

○ 地方公共団体に対する イ 地方公共団体に対する ○ 地方公共団体に対する ◇講習会及び研修会を１６回
研修会及び講習会の開催 消費者行政施策の普及啓 消費者行政施策の普及啓 以上開催した。
回数：各事業年度１６回 発を推進するための講習 発を推進するための講習 ａ：計画値の達成度合は100
以上 会及び消費生活センター 会（消費者行政施策普及 ％以上であった

の職員等を対象とした地 講習会）を各センターご ｂ：計画値の達成度合は７０
方公共団体による食品等 とに１回以上（全国で８ ％以上100％未満であった
に関する消費者苦情相談 回以上）開催する。 ｃ：計画値の達成度合は７０
等への適切な対応を支援 ％未満であった
するための研修会を各事
業年度に１６回以上開催 ○ 消費生活センターの職 ◇地方公共団体の要請に応

、 。する。 員等を対象とした地方公 じ 個別に研修会を開催した
また、地方公共団体の 共団体による食品等に関 ａ：要請に応じ、必要と認め

要請に応じ、必要と認め する消費者苦情相談等へ た場合には研修会を開催し
た場合には個別に研修会 の適切な対応を支援する た
を開催する。 ための研修会（ブロック ｃ：正当な理由なく、要請に

研修）を各センターごと 応じなかった事例がある。
に１回（全国で８回）開
催するとともに、農林水
産省関係部局と連携して
全国的な研修会（中央研
修）を１回開催する。ま
た、業務の状況を勘案し
要請に応じ個別に開催す
る。
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○ 食の安全についての知 ウ 食品等のリスク情報の ○ 食品等のリスク情報の ◇食の安全についての知見を
見を有する者の育成のた 共有化を促進するため、 共有化を促進するため、 有する者の育成のための研修
めの研修会の開催回数： 食の安全についての知見 食の安全についての知見 会を４回以上開催した。
各事業年度４回以上 を有する者の育成のため を有する者の育成のため ａ：計画値の達成度合は100

の研修会を各事業年度４ の研修会を地方公共団体 ％以上であった
回以上開催する。 等の職員を対象に４回以 ｂ：計画値の達成度合は７０

上開催する。 ％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

(3) 食品の安全性や品質に (3) 緊急を要する調査分析 (3) 食品等の特性把握のた
影響を及ぼすおそれのあ めの調査分析及び緊急を
る事故や汚染等の発生に 要する調査分析
際して、消費者の被害及 消費者に正しい商品知
び生産者の風評被害の防 識を普及するとともに、
止、消費者の不安の解消 食品の安全性や品質に影
等を図るため、実態調査 響を及ぼすおそれのある
やデータの収集を迅速に 事故や汚染等の発生に際
行い、適切かつ正確な情 して、適切かつ正確な情

、報を消費者に分かり易 報を消費者に分かり易く
く、かつ、迅速に提供す かつ、迅速に提供し、消
るとともに、そのための 費者の被害及び生産者の
業務執行体制を整備す 風評被害の防止、消費者
る。 の不安の解消等を図るた

め、必要な調査分析を実
施するとともに、適切な
調査分析業務の遂行のた
め、次に掲げる措置を講
ずる。

ア 食品事故等の発生に際 ○ 消費者に食品等の正し ◇食品事故調査要領を作成す
して即時に対応できる業 い知識を普及啓発するた るとともに、定期的な見直し
務執行体制を整備するた め、消費者対応業務推進 を行い、必要に応じて改正を
め、想定される食品事故 委員会での検討結果を踏 行った。
の重大性に応じて指示命 まえ、以下の食品等につ ａ：食品事故調査要領を作成

、 、令系統を明確化するため いて食品等特性把握調査 し 又は必要な改正を行い
の食品事故調査要領を作 を行い、調査結果につい 若しくは見直しの結果、改
成するとともに、想定さ てはホームページ、広報 正の必要はなかった
れる事故内容別に職員の 誌、講習会等において提 ｃ：作成せず、又は必要な改
中からあらかじめ当該事 供する。 正を行わなかった
故に関する専門家を登録 また、社会情勢を踏ま
する。 え必要に応じ課題を追加

する。
〔実施課題品目〕
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統一調査：落花生加工品
、個別調査：ヤーコン加工品

カット野菜、サバ塩蔵品、
高糖度トマト、発芽玄米加
工品、いくら塩蔵品、サツ
マイモ加工品

○ 食品事故等の発生に際 ◇専門家を登録するととも
して即時に対応していく に、定期的な見直しを行い、
ため、食品事故の要因分 必要に応じて登録者名簿の更
析を行い、要因ごとの対 新を行った。
応手法を食品事故調査要 ａ：専門家を登録し、又は必
領に盛り込む。 要な更新を行い、若しくは
なお、平成１４年度に 更新の必要性がなかった

作成した要因分析ごとの ｃ：専門家を登録せず、又は
専門家の登録については 必要な更新を行わなかった、
必要に応じて見直す。 （平成１４年度以降の評価指

標）

イ 調査により得られたデ ○ 食品の安全性や品質に ◇食品事故等の発生原因の究
ータをもとに原因の究明 影響を及ぼすおそれのあ 明後、発生原因に関する情報
を行い インターネット る事故や汚染等が発生し をインターネット、広報誌等、 、
広報誌等を活用して、地 た場合には、緊急調査対 を活用して、地方公共団体、
方公共団体、消費者等に 策委員会を設置し、対応 消費者等に対して３日以内に
対する正確かつ迅速な情 方針を決定するとともに 提供した。、
報の提供を行う。 必要に応じ実態調査、情 ａ：３日以内に行った

報収集等により原因の究 ｂ：４日以上かかった
明に努め、迅速に情報提 ｃ：行わなかった
供を行うとともに、当該
事件に係る相談窓口の設
置等の措置を講ずる。

(4) 社会的な要請等を踏ま (4) 微量物質等の調査分析 (4) 微量物質等の確認に係
えて、食品等に含まれる る調査分析
微量物質の調査分析を適 農林水産省の「消費者
切に行う。 の視点に立った安全・安

心な食料の安定供給」政
策の実施に資するため、
農林水産省関係部局と連
携し、食品中の微量物質
の調査分析を実施すると
ともに、調査分析業務を
適切に遂行するため、以
下の措置を講ずる。
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ア 社会的な要請等に的確 ○ 高度な分析技術を有す ◇微量物質等の分析技術の習
かつ迅速に対応できる体 る微量物質等の調査分析 得、維持・向上のための研修
制を整備するため、分析 において、リスク管理の を行った。
技術の習得、維持・向上 実施状況の把握等に的確 ａ：研修を行った
のための研修を行うとと かつ迅速に対応するため ｃ：研修を行わなかった、
もに、分析機器の整備及 分析技術の習得、維持・
び分析精度を保証するた 向上のための研修及び分 ◇全センターの分析機器の点
めの保守・点検を定期的 析機器の整備を計画的に 検整備等を計画的に行うた
に行う。 行うとともに、主要な分 め、分析機器管理台帳を作成

、 。析機器について保守・点 し 定期的な再調査を行った
検表を作成し、定期的な ａ：管理台帳を作成し、又は
保守点検を行う。 定期的な再調査を行った

ｃ：管理台帳を作成せず、又
は再調査を行わなかった

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

ｃ：整備、保守・点検を定期
的に行わなかった

イ 農林水産省の関係部局 ○ 農林水産省関係部局と
と連携し、産地段階から 連携し、産地段階から消
消費段階にわたるリスク 費段階にわたるリスク管
管理を推進するため、食 理の実施状況の把握に資
品等に含まれる微量物質 するため、食品等に含ま
の調査分析を実施する。 れる以下の微量物質の調

査分析を実施する。
なお、社会情勢を踏ま

えた突発的な行政ニーズ
に柔軟に対応することと
し、必要に応じて対象微
量物質及び実施検体数等
の調整を図る。

〔主な調査対象微量物質及
び実施予定検体数〕

・残留農薬：３３００検体 ◇年度計画に基づき残留農薬
の調査分析を実施した。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

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

・指定外食品添加物：２８０ ◇年度計画に基づき指定外食
検体 品添加物の調査分析を実施し

た。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

・その他の食品汚染物質： ◇年度計画に基づきその他の
４０検体 食品汚染物質の調査分析を実

施した。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

◇年度計画に基づき抗生物質
の調査分析を実施した。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

◇年度計画に基づき天然有毒
物質の調査分析を実施した。
ａ：計画値の達成度合は９０
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

ウ 農林水産省の関係部局 ○ Ｃｏｄｅｘにおいて審 ◇Ｃｏｄｅｘ規格として提案
と連携し、Ｃｏｄｅｘ規 議されている微量物質等 されている重金属等について
格として提案されている について、農林水産省関 年度計画に基づき実態調査を
重金属等について、国産 係部局と連携し、実態調 実施した。
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農産物等における含有量 査を実施する。 ａ：計画値の達成度合は９０
の実態調査を実施する。 ・重金属：８００検体 ％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は５０
％以上９０％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

エ 独立行政法人食品総合 ○ 食品等に含まれるダイ ◇独立行政法人食品総合研究
研究所等の関係試験研究 オキシン類、内分泌かく 所等の関係試験研究機関と連
機関と連携し、食品等に 乱物質（環境ホルモン） 携し、食品等に含まれるダイ
含まれるダイオキシン類 等分析の行政ニーズに対 オキシン類、内分泌かく乱物、
内分泌かく乱物質（環境 応する。 質（環境ホルモン）等につい
ホルモン）等の分析を実 なお、当該微量物質等 て調査分析を実施した。
施する。 の極めて専門的な分析技 ａ：連携し、調査分析を実施

術を必要とする分析の実 した
施に当たっては、独立行 ｃ：調査分析を実施しなかっ
政法人食品総合研究所等 た事例がある
の関係試験研究機関と連 （関係試験研究機関と協議し
携して行う。 た結果、調査研究を計画しな

かった年度においては評価の
対象外とする ）。

(5) 改正ＪＡＳ法によりＪ (5) ＪＡＳ規格の定期見直 (5) ＪＡＳ規格の定期見直
ＡＳ規格の定期的な見直 し及び個別の品目につい しに係る調査分析及び個
しが法定化されたことを て定められている品質表 別品目について定められ
踏まえ、当該定期的見直 示基準の見直しに係る調 ている品質表示基準（以
しが消費者ニーズ等に即 査分析 下「個別品質表示基準」
した適切なものとなるよ という ）の見直しに係る。
うＪＡＳ規格が定められ 調査分析
た農林物資に関連する食
品等の品質の調査分析を
行う。
また、従来から個別の

品目について品質表示基
準が定められている加工
食品について、当該基準
の見直しを図る必要が生
じた場合には、当該加工
食品及び関連する食品の
品質及び表示に関する調
査分析を行う。

○ 見直しの対象となるＪ ア ＪＡＳ規格の定期見直 ア ＪＡＳ規格の定期見直
ＡＳ規格に係る調査分析 しに係る調査分析に当た しに係る調査分析
件数：１規格当たり概ね っては 次の調査を行う ＪＡＳ規格が消費者ニ、 。
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２０件以上 ーズ等に即したものとす
るため、ＪＡＳ調査会の

、 、開催状況を考慮し 品位
成分、性能その他品質に
ついての基準を内容とす
る規格（ＪＡＳ法第２条
第３項第１号の規格）に
あっては、次の品目につ
いての調査分析を行い、
ＪＡＳ規格見直し意見書
を作成するとともに、適
切な調査分析を実施する

。ため以下の措置を講ずる
また、生産方法について
の基準を内容とする規格
（ＪＡＳ法第２条第３項
第２号の規格）にあって
は、農林水産省関係部局
と調整を図るとともに、
適切な調査等を実施し、
以下の措置を講ずる。な
お、年度内において緊急
的に見直しが必要な規格
がある場合には、必要に
応じて実施品目の調整を
図る。

・利用実態調査品目
飲食料品及び油脂 １０

品目
林産物 ５品目
生糸 １品目
地鶏肉、有機農産物及び

有機農産物加工食品 ３品
目

・品質実態調査品目
飲食料品及び油脂 １０

品目
林産物 ２品目
生糸 １品目

・ＪＡＳ規格見直し意見書
作成品目
飲食料品及び油脂 １４

品目
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林産物 ３品目
生糸 １品目

(ｱ) 生産者、製造業者、流 ○ ＪＡＳ規格の利用状況 ◇規格見直しに係る規格の利、
通業者、消費者等に対す 改正要望を把握するため 用状況の調査を実施した。、
るＪＡＳ規格の利用状況 利害関係者にアンケート ａ：調査を実施した規格数
及び見直しの要望の調査 等による調査を行う（利 は、見直すこととされた規

用実態調査 。 格数の９０％以上であった）
ｂ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％以上９０％未
満であった

ｃ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％未満であった

◇規格見直しについて利害
関係者における要望の調査
を実施した。
ａ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の９０％以上であった

ｂ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％以上９０％未
満であった

ｃ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％未満であった

(ｲ) ＪＡＳ格付製品、ＪＡ ○ 品質実態を把握するた ◇規格見直しに係る製品の調
Ｓ規格があるもののＪＡ め、各調査規格ごとに概 査分析を１規格当たり２０件
Ｓ格付を受けていない一 ね２０件以上の市販品を 以上（特段の理由がある場合
般製品、ＪＡＳ規格製品 調査する 品質実態調査 を除く ）行った。（ ）。 。
に類似している一般製品 なお、センターにおける ａ：計画値の達成度合は９０
について、１規格当たり 農林物資の検査及びその ％以上であった
概ね２０件以上の市販品 他の調査等により、当該 ｂ：計画値の達成度合は５０
調査 品目に係る必要な情報が 以上９０％未満であった

得られる場合には、調査 ｃ：計画値の達成度合は５０
件数の調整を図る。 ％未満であった

(ｳ) ＪＡＳ規格と国際規格 ○ ＪＡＳ規格と国際規格 ◇規格見直しに係る国際規格
との整合性の調査 との整合性調査を実施す との整合性調査を実施した。

る 国際規格整合性調査 ａ：調査を実施した規格数（ ）。
は、見直すこととされた規
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格数の９０％以上であった
ｂ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％以上９０％未
満であった

ｃ：調査を実施した規格数
は、見直すこととされた規
格数の５０％未満であった

○ 上記の各調査分析結果
を踏まえてＪＡＳ規格見
直し意見書を作成する。
なお、より消費者ニーズ
等に即した意見書とする
ため、消費者説明会や関
係者を対象としたワーキ
ンググループによる検討
会を開催する。

○ 農林水産省が行うパブ
リックコメントの募集及
びその結果に係る説明会
を開催する。

イ 従来から個別の品目に イ 個別品質表示基準の見
ついて定められている品 直しに係る調査分析
質表示基準の見直しに係 個別品質表示基準が消
る調査分析に当たっては 費者ニーズ等に即したも、
次の調査を行う。 のとするため、農林水産

省関係部局からの要請が
あった場合、調査分析を
行い、個別品質表示基準
見直し意見書を作成する
とともに、適切な調査分
析の実施のため以下の措
置を講ずる。

(ｱ) 製造業者、流通業者、 ○ 個別品質表示基準の利 ◇品質表示基準見直しに係
消費者等に対する従来か 用状況、改正要望を把握 る品質表示基準の利用状況
ら個別の品目について定 するため、利害関係者に の調査を実施した。
められている品質表示基 アンケート等による調査 ａ：調査を実施した品質表示
準の見直しの要望の調査 を行う（利用実態調査 。 基準数は、見直すこととさ）

れた品質表示基準数の９０
％以上であった

ｂ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ



- 29 -

れた品質表示基準数の５０
％以上９０％未満であった

ｃ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の５０
％未満であった

◇品質表示基準見直しについ
て利害関係者における要望の
調査を実施した。
ａ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の９０
％以上であった

ｂ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の５０
％以上９０％未満であった

ｃ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の５０
％未満であった

○ 見直しの対象となる個 (ｲ) 従来から個別の品目に ○ 品質表示実態等を把握 ◇品質表示基準見直しに係る
別の品目について定めら ついて定められている品 するため、各調査基準ご 製品の調査分析を１品質表示
れている品質表示基準に 質表示基準製品、従来か とに概ね２０件以上の市 基準当たり２０件以上（特段
係る調査分析件数：１基 ら個別の品目について定 販品を調査する（品質表 の理由がある場合を除く ）。
準当たり概ね２０件以上 められている品質表示基 示実態調査 。なお、セン 行った。）

準製品に類似している一 ターにおける農林物資の ａ：計画値の達成度合は９０
般製品について、１基準 検査及びその他の調査等 ％以上であった
当たり概ね２０件以上の により、当該品目に係る ｂ：計画値の達成度合は５０
市販品調査 必要な情報が得られる場 ％以上９０％未満であった

合には、調査件数の調整 ｃ：計画値の達成度合は５０
を図る。 ％未満であった

(ｳ) 従来から個別の品目に ○ 個別品質表示基準と国 ◇品質表示基準見直しに係る
ついて定められている品 際規格との整合性調査を 国際規格との整合性調査を実
質表示基準と国際規格と 実施する（国際規格整合 施した。
の整合性の調査 性調査 。 ａ：調査を実施した品質表示）

基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の９０
％以上であった

ｂ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の５０
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％以上９０％未満であった
ｃ：調査を実施した品質表示
基準数は、見直すこととさ
れた品質表示基準数の５０
％未満であった

○ 上記の各調査分析を踏
まえて個別品質表示基準
の見直し意見書を作成す
る。なお、より消費者ニ
ーズ等に即した意見書と
するため、消費者説明会
や関係者を対象としたワ
ーキンググループによる
検討会を開催する。

○ 農林水産省が行うパブ
リックコメントの募集及
びその結果に係る説明会
を開催する。

(6) 国際規格に我が国の意 (6) Ｃｏｄｅｘ規格等に係 (6) Ｃｏｄｅｘ規格等に係
見を反映させるために必 る調査分析等 る調査分析等
要な食品等の品質の実態 国際規格に我が国の意
調査、海外情報の収集等 見を反映させるために、
を行う。 必要な調査分析を実施す

るとともに、適切なＣｏ
ｄｅｘ規格等に係る調査
分析業務の遂行のため、

。次に掲げる措置を講ずる

ア 我が国の実態に即した ○ 国際的に流通している ◇国際的に流通している食品
Ｃｏｄｅｘ規格の作成に 食品等の海外における製 等の海外における製造技術、
資するため、国際的に流 造技術、流通実態並びに 流通実態等に関する情報収集
通している我が国にとっ 国際規格及び各国の規格 を行った。
て重要な食品等の海外に の制定、改正等に関する ａ：情報収集を行った
おける製造技術、流通実 情報を収集、整理する。 ｃ：情報収集を行わなかった
態等に関する情報収集並
びに当該食品等の品質及 ◇国際的に流通している食品
び表示の実態の調査分析 等の品質及び表示の実態の調
を行う。 査分析を実施した。

ａ：実施した
ｃ：実施しなかった

○ しょうゆ及び即席めん
類の分析方法の妥当性確
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。認試験に係る調査を行う
○ 農林水産省関係部局か
らの委託事業であるしょ
うゆ及び即席めん類の
Ｃｏｄｅｘ提案規格案に
求められる基準分析法の

、妥当性確認試験について
委託目的に従って適切に
行う。

○ Ｃｏｄｅｘ分析・サン イ Ｃｏｄｅｘ規格の主要 ○ Ｃｏｄｅｘ分析・サン ◇Ｃｏｄｅｘ分析・サンプリ
プリング部会等への職員 な部分を成す分析方法を プリング部会等について ング部会等に職員を派遣し、、
の派遣：各事業年度１回 我が国の実態に即したも センターの技術的知見を 我が国の実態とかけ離れた分
以上 のとするとともに、Ｃｏ 活用し、積極的に参画す 析方法等に対しては意見を述

ｄｅｘ分析・サンプリン る。 べ、又は政府出席者に対して
グ部会等への政府からの ○ ＩＳＯ／ＴＣ３４（国 技術的な助言を行った。
出席者を技術面から支援 際標準化機構／食品専門 ａ：派遣し、発言又は技術的
するため、これらの会議 委員会）及びＩＳＯ／Ｔ 助言を行った
に職員を派遣する。 Ｃ３４／ＳＣ１２（同委 ｂ：派遣したが、発言又は技

員会／官能検査分科会） 術的助言を行わなかった
で検討されている案件に ｃ：派遣しなかった

、関する情報の収集に努め
国内審議団体事務局とし
て情報提供等を行うとと
もに、国内審議団体とし
て、必要な意見を集約し
た上、国際標準作成に関
する活動を行う。また、
ＩＳＯ／ＴＣ３４に係る
国際会議について、我が
国の意見を的確に反映さ
せるため、必要に応じ職
員等を派遣する。

○ 農林水産省関係部局か
らの委託事業であるトレ
ーサビリティーシステム
の国内外の実態調査等に
ついては、委託目的に従
って適切に行う。

(7) (1)から(6)までにより (7) 消費者等に対する情報 (7) 消費者等に対する情報
得られた情報を適切に開 提供 提供
示し、消費者、事業者等 (1)から(6)までにより (1)から(6)までにより
との食の安全・安心に関 得られた情報を適切に開 得られた情報を消費者、
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するリスクコミュニケー 示し、消費者、事業者等 事業者等に対し適切に提
ションを推進するため、 との食の安全・安心に関 供し、食の安全・安心に
インターネット等の活 するリスクコミュニケー 関するリスクコミュニケ

、用、広報誌等の発行、地 ションを推進するため、 ーションを推進するため
方公共団体等の主催する 以下の措置を講ずる。 以下の措置を講ずる。
講習会等への講師派遣、 ア 消費者等に対し適切な
共同ワークショップ等を 情報提供を図るための取
行うとともに、情報提供 組
の質の向上を図るため、
アンケート調査等の実施 (ｱ) インターネット上に利 ○ インターネットを利用 ◇ホームページを開設すると
により、提供した情報や 用者からの応答や、食品 した消費者や企業からの ともに、定期的な見直しを行
提供方法について効果測 等に関する各種情報の検 問い合わせに対応すると い、必要な内容の改善を図っ
定を行う。 索等が可能なホームペー ともに、ホームページを た。

ジを開設し、常時情報の 積極的に活用し、食生活 ａ：開設し、又は必要な改善
提供を行うとともに、提 等に関する情報や消費者 を行い、若しくは見直しの
供情報の更新を行い、最 相談事例、プレスリリー 結果、改善の必要はなかっ
新情報を迅速に提供する ス情報等の最新の情報を た。
さらに、迅速な情報提供 提供する。また、ホーム ｃ：開設せず、又は必要な改
及び消費者等との意見交 ページ上での食の安全・ 善を行わなかった
換に資するため、ホーム 安心に関する「電子フォ
ページ上での食の安全・ ーラム」を開催する。 ◇ホームページ上の消費者相
安心に関する「電子フォ 談事例等の最新情報を常時更
ーラム」を開催する。 新した。

ａ：情報を常時（月に１回以
上）更新した

ｂ：情報の更新頻度が低いか
った

ｃ：情報の更新をしなかった

◇プレスリリースを発表当日
中にホームページへ掲載し
た。
ａ：達成度合は９０％以上で
あった

ｂ：達成度合は５０％以上
９０％未満であった

ｃ：達成度合は５０％未満で
あった

◇各種情報の中から、利用者
が必要な情報を検索できるシ
ステムを設置するとともに、
定期的な見直しを行い、必要
な改善を図った。
ａ：設置し、又は必要な改善
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を行い、若しくは見直しの
結果、改善の必要がなかっ
た

ｃ：設置せず、又は必要な改
善を行わなかった

◇電子メール利用者のために
ホームページ上に受付窓口を
設置し、希望者に情報を発信
した。
ａ：受付窓口を設置し、情報
を発信した

ｃ：受付窓口を設置せず、情
報の発信を行わなかった

◇年度計画に基づき、電子フ
ォーラムを開催した。
ａ：開催した
ｃ：開催しなかった

(ｲ) 広報誌を概ね２ヶ月に ○ 広報誌を年６回発行す ◇広報誌を概ね２ヶ月に１回
１回の割合で年６回以上 るとともに、リスクコミ の割合で年６回以上発行し
発行するとともに、各種 ュニケーションに関連し た。
のビデオ、パンフレット たビデオを１種類及びパ ａ：計画値の達成度合は100
等を作成する。また、電 ンフレットを３種類以上 ％以上であった
子メールマガジンを年 作成する。なお、発行等 ｂ：計画値の達成度合は７０
１２回以上発信する。 に当たっては、広報企画 ％以上100％未満であった

委員会により、その内容 ｃ：計画値の達成度合は７０
をチェックする。また、 ％未満であった
地域の実情を踏まえ、各
地域における情報をホー ◇各地域センターにおいて、
ムページ、地域情報紙等 必要に応じ地域情報紙を作成
を活用して随時提供して し、配布した。
いくものとする さらに ａ：作成し、配布した。 、
電子メールを活用したリ ｃ：作成しなかった
スク情報を含む情報提供
を行うため、希望者にメ ◇情報提供用のビデオ及びパ
ールマガジンを毎月２回 ンフレットを作成した。
配信するとともに、必要 ａ：ビデオ及びパンフレット
に応じて迅速な情報提供 を作成した
を行うために、臨時メー ｂ：ビデオ又はパンフレット
ルマガジンを配信する。 のいずれか一方を作成した

ｃ：作成しなかった

◇電子メールマガジンを年
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１２回以上発信した。
ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

○ 農林水産省関係部局と
連携し、必要に応じて農
林水産省が行うパブリッ
クコメントに係る説明会
を開催する。

(ｳ) 地方公共団体が行って ○ 農林水産省の消費者行 ◇地方公共団体が主催する消
いる消費者対応の取組を 政施策の普及啓発を図る 費者学習会へ職員を派遣し
技術面から支援するとと ため、地方公共団体等が た。
もに、農林水産省の消費 開催する講習会、消費生 ａ：派遣した
者行政施策の普及啓発を 活展等に職員を派遣する ｃ：特段の理由なく派遣しな
図るため、地方公共団体 とともに、地方公共団体 かったことがある
が主催する消費者学習会 が行っている消費者対応
への職員の派遣、消費生 の取組を技術面から支援 ◇地方公共団体が主催する消
活展への出展等を行う。 するため、要請に応じ各 費生活展に出展した。

種連絡会等への職員の派 ａ：出展した
遣を行う。また、小中学 ｃ：特段の理由なく出展しな
校等が取り組む「総合的 かったことがある

」 、な学習の時間 について
要請に応じ支援する。

○ 農林水産省関係部局等
が主催する食料品消費者
モニター研修会・懇談会
及び関係機関による消費
者啓発に係る取り組み等
への参加要請があった場
合には、必要に応じ職員
を派遣して対応する。

(ｴ) リスク情報の共有化及 ○ リスク情報の共有化及 ◇年度計画に基づき、共同ワ
び消費者等のリスクに関 び消費者等のリスクに関 ークショップ等を開催した。
する関心を把握するため する関心を把握するため ａ：計画値の達成度合は９０、 、
共同ワークショップ等を 共同ワークショップ等を ％以上であった
開催する。 各センター１回以上開催 ｂ：計画値の達成度合は５０

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

、(ｵ) 消費者からの相談に適 ○ 消費者相談に対しては
、切かつ迅速に対応するた 農林水産省消費者の部屋

め、消費者の部屋、相談 地方農政局、消費生活セ
専用電話等における対応 ンター等関係機関との緊
実績に基づき、消費者相 密な連絡を保ちつつ、処
談事例集及び消費者相談 理事例等の情報の効率的
対応マニュアルを作成す な活用、分析試験の実施
る。 等の技術的対応を図るこ

とにより、的確かつ迅速
に処理するものとし、併
せて相談内容の傾向の解
析等を行い、その結果を
消費者啓発、調査研究等
のテーマの選定等に活用
する。また、あらゆる機
会を利用してセンターの
ＰＲに努め、広く消費者
にセンターの業務を知ら
しめるとともに、相談専
用電話等を活用し、潜在
化している消費者相談に
応える。

○ 食品等の消費者被害の
、 、救済 防止を目的として

被害原因の分析及び評価
等原因究明機能の充実を
図りつつ、食品等消費者
被害相談に対応するとと
もに、講習会（消費者被
害防止講習会）の開催等
を通じて消費者、企業等
への普及啓発に努める。

○ 各センターごとに設置
した「消費者の部屋」又
は「消費者コーナー」を
活用し、展示物等による
情報提供を行い、利用者
の相談等に応じるととも
に、啓発目的を明確にし
た特別展示を行う。

○ 消費者の部屋、相談専 ◇消費者相談事例集を作成す
用電話、食品表示１１０ るとともに、定期的な見直し
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番及び食品表示ウォッチ を行い、必要に応じて改訂し
ャー等から得られた情報 た。
のうち、普遍性のある事 ａ：消費者相談事例集を作成

、 、例についてはセンターに し 又は必要な改訂を行い
おける効率的な消費者相 若しくは見直しの結果、改
談対応を行うため、消費 訂の必要性がなかった
者相談対応マニュアル及 ｃ：消費者相談事例集を作成
び消費者相談事例集に活 せず、又は必要な改訂を行
用し、その充実を図る。 わなかった

◇消費者相談対応マニュア
ルを作成するとともに、定期
的な見直しを行い、必要に応
じて改正した。
ａ：作成し、又は必要な改正
を行い、若しくは見直しの
結果、改正の必要性がなか
った

ｃ：作成せず、又は必要な改
訂を行わなかった

○ 消費者対応業務を行う
機関としての対外的な信
頼性を確保するため、消
費者相談業務に関する苦
情等に係る処理を適切に
行う。

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

めの講習会（ＪＡＳ制度 ｂ：計画値の達成度合は５０
普及啓発講習会）を各セ ％以上９０％未満であった
ンターごとに１回以上開 ｃ：計画値の達成度合は５０
催する。 ％未満であった

(ｷ) 事業者が自ら行うリス ○ 食品の安全性の確保を ◇事業者が自ら行うリスクコ
クコミュニケーションの 図るため、消費者、事業 ミュニケーションの実施に対
実施に対し、指導及び助 者等に対する警告、注意 し要請に基づく指導及び助言
言を行う。 情報、事故情報の提供及 を行った。

び消費者被害相談並びに ａ：要請に応じ指導及び助言
事業者が実施するリスク を行った
コミュニケーションへの ｃ：要請はあったが、特段の
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指導、助言を行う。 理由なく指導及び助言を行
わなかった。

(ｸ) 収集し、整理した食品 ○ 海外、企業等から収集 ◇収集・整理した食品のリス
のリスクに関する情報及 したリスクに関する情報 クに関する情報及び事故情報
び事故情報（リコール情 及び事故情報は、ホーム をホームページ上で公開し
報を含む ）をホームペー ページ等を利用し公開す た。。
ジ上で公開する。 る。 ａ：公開した

ｃ：公開しなかった

(8) 効果測定
提供した情報や提供方

法について効果測定を行
うとともに、測定結果を
情報提供の業務において
活用することによる情報
提供の質の向上を図るた
め、次の効果測定に係る
措置を講ずる。

○ 中期目標の期間中の各 イ 効果測定システムの構 ○ 次の業務においてアン ◇講習会及び研修会におい
事業年度の顧客満足度： 築と結果の活用 ケート調査 聞き取り等 て、その内容に関するアンケ、
５段階評価で３．５以上 (2)及びアの(ｶ)の講習 による効果測定を行い、 ート調査を実施した。

会及び研修会において、 測定結果である顧客満足 ａ：適切な内容により調査を
その内容に関するアンケ 度は、５段階評価で３.５ 実施した
ート調査を実施するとと 以上を目標とする。 ｂ：一部不十分な調査を行っ
もに、広報誌等による提 ・各種講習会及び研修会 た
供情報についてホームペ ・講師派遣 ｃ：調査を実施しなかった
ージ等を通じてその内容 ・ホームページ
等を評価するシステムを ・広報誌 ◇ホームページ等を通じてそ
構築する。顧客満足度は ○ 効果測定の結果を踏ま の内容等を評価するシステム
５段階評価で中期目標の えて 提供情報の的確性 を構築するとともに、定期的、 、
各事業年度を通じて３．５ 改善方法及び今後の消費 な見直しを行い、必要に応じ
以上を目標とする また 者対応の業務に関する総 て改善を行った。。 、
評価の結果を踏まえて、 合的な方策を検討するた ａ：構築し、又は必要な改善
提供情報の的確性、分か め、消費者対応業務推進 を行い、若しくは見直しの
り易さ等の向上に資する 委員会を開催し、その結 結果、改善の必要性がなか
方策について、消費者等 果を情報提供に係る業務 った
外部の有識者を含めて各 に反映する。 ｃ：構築せず、又は必要な改
事業年度に１回以上検討 善を行わなかった
を行う。

◇提供情報等に関する顧客満
足度が５段階評価で３．５以
上であった。
ａ：３．５以上であった
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ｃ：３．５未満であった

◇外部の有識者を含めた検討
会を１回以上開催し、提供情
報の向上のための改善を行っ
た。
ａ：開催し、又は必要な改善
を行い、若しくは検討の結
果、改善の必要性がなかっ
た

ｃ：開催せず、又は必要な改
善を行わなかった

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

(1) 製造業者及び販売業者 (1) 品質表示基準の遵守状 (1) 品質表示基準の遵守状 ◇前年度の検査において不適
が品質表示基準を遵守し 況の確認のための検査 況の確認のための検査 合率が高い品目等の実施率を
ているか否かを確認する 製造業者及び販売業者 （表示監視業務） 前年度に比べて高くした。
ため、ＤＮＡ解析技術等 が品質表示基準を遵守し 表示監視業務は、生鮮 ａ：実施率を高くした
を活用し必要な検査等を ているか否かを確認する 食品の原産地表示等確認 ｃ：実施率を高くしなかった
行う。 ためＤＮＡ解析技術等を のための買上検査（生鮮

活用し以下の検査等を実 食品検査）及び市場に流
施する。この場合、検査 通している加工食品を買
を効率的に行うため前年 上げて行う検査（加工食
度の検査において不適合 品検査）を行う。なお、
率が高い品目等について 表示監視業務を的確に行
重点的に行う。 うため、それぞれ以下の

措置を講ずる。

○ 生鮮食品の買上件数： ア 生鮮食品の原産地表示 ア 生鮮食品検査 ◇産地の確認等のため買上検
各事業年度３００件以上 等の調査については、小 ○ 生鮮食品検査は、実態 査を３００件以上実施した。

売業者等の事業形態、地 調査が必要な場合等に商 ａ：計画値の達成度合は100
域バランス等を勘案して 品を買上げて、産地判別 ％以上であった
調査店舗を選定すること 等に資する検査を３００ ｂ：計画値の達成度合は７０
とし、産地等の確認のた 件以上行う。 ％以上100％未満であった
め買上検査を各事業年度 ｃ：計画値の達成度合は７０
３００件以上行う。 ％未満であった

○ 無農薬栽培農産物等の ◇特別栽培農産物に係る表示
表示の整合性の確認のた ガイドラインの普及推進を図
めの分析を行う。 るため、小売店における無農

薬栽培農産物等の表示実態を
点検し、特別栽培農産物（無
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農薬栽培に限る ）の表示の。
整合性の確認分析を行った。
ａ：点検し、確認分析を行っ
た

ｃ：点検、確認を行わなかっ
た

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

ｃ：必要であるにもかかわら
ず普及啓発を行わなかった
事例があった

○ 加工食品の品質表示基 イ 加工食品の品質表示基 イ 加工食品検査 ◇加工食品の品質表示基準の
準の検査件数：各事業年 準の検査については、新 ○ 加工食品検査は、横断 検査については、新たに品質
度５，０００件以上 たに品質表示基準が定め 品表品及び中期目標期間 表示基準が定められた加工食

られた加工食品及び中期 中に見直しが行われた品 品及び中期目標の期間中に品
目標の期間中に品質表示 質表示基準の見直しが行 質表示基準の見直しが行われ
基準の見直しが行われた われた対象とする加工食 た加工食品に重点を置き対象
加工食品に重点を置きつ 品並びに前年度の検査に 食品を選定した。
つ、製造業者等の事業規 おいて不適合率が高い品 ａ：新たに品質表示基準が定
模、地域バランス等を勘 目に重点を置き、製造業 められた加工食品及び中期
案して対象食品を選定す 者等の事業規模、地域バ 目標の期間中に品質表示基
ることとし、各事業年度 ランス等を勘案して対象 準の見直しが行われた加工
に５，０００件以上実施 食品を選定し、５，０００ 食品の品目を重点的に選定
する。 件以上の検査を実施する した

とともに、必要に応じ食 ｃ：新たに品質表示基準が定
品添加物、細菌類等の食 められた加工食品及び中期
品の安全・安心に係る調 目標の期間中に品質表示基
査を行う。また、必要に 準の見直しが行われた加工
応じ製造業者等に対して 食品の品目を重点的に選定
製造実態と表示内容の整 しなかった
合性を確認するための調
査を行う。 ◇加工食品の品質表示基準の

○ 加工食品の検査に際し 検査を５，０００件以上実施
て、格付の表示がなく、 した。
有機農産物加工食品と紛 ａ：計画値の達成度合は100
らわしい名称の表示があ ％以上であった
るもの及び遺伝子組換え ｂ：計画値の達成度合は７０
表示対象外の食品に遺伝 ％以上100％未満であった
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子組換え表示があるもの ｃ：計画値の達成度合は７０
について調査を行う。 ％未満であった

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

ｃ：バランス等を勘案して選
定しなかった

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

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

◇検査を効率的に行うため、
加工食品の品質表示基準の検
査時に、有機農産物加工食品
（格付の表示を付しているも
のを除く ）又はこれと紛ら。
わしい名称の表示をしている
製品に対する検査を併せて行
った。
ａ：検査を行った
ｃ：検査を行わなかった

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

ｃ：必要であるにもかかわら
ず指導を行わなかった事例
があった

ウ 遺伝子組換え食品の品 ウ 遺伝子組換え確認分析 ◇遺伝子組換え食品の品質表
質表示基準の検査につい ○ 遺伝子組換え確認分析 示基準の検査を３００件以上
ては、製造業者等の事業 は、製造業者等の事業規 実施した。
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規模、地域バランス等を 模、地域バランス等を勘 ａ：計画値の達成度合は100
勘案して対象製品を選定 案して対象製品を選定し ％以上であった、
することとし、各事業年 ３５０件行う。なお、加 ｂ：計画値の達成度合は７０
度に３００件以上実施す 工食品については、イの ％以上100％未満であった
る。 検査とともに行う。 ｃ：計画値の達成度合は７０

○ 遺伝子組換え確認分析 ％未満であった
の結果、遺伝子組換え農
産物の分別生産流通管理 ◇遺伝子組換え食品の品質表
の適正な実施に疑義があ 示基準の検査については、製
った場合には 製造業者 造業者等の事業規模、地域バ、 、
流通業者等に対する分別 ランス等を勘案して対象製品
生産流通管理の状況等の を選定した。
調査を行う。 ａ：バランス等を勘案して選

定した
ｃ：バランス等を勘案せずに
選定した

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

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

エ 検査共通
○ 表示監視業務を行うに
当たっては、農林水産省
関係部局と連携し、行政
ニーズを踏まえた上で、
必要に応じて調査事項、
実施期間を設定し、各セ
ンターで一斉に実施する
等効率的な検査の実施に

（ ）。 、努める 重点調査 また
検査分析精度の確保及び

、統一的な指導を行うため
検査対象品目に係る流通
実態を整理・把握すると
ともに、必要に応じて検
査実務担当者による見方
統一会を開催し、産地識
別又は疑義表示等に対す
る知見を高める。
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○ 農林水産省又は都道府
県が行う当該検査におい
て、協力要請又は技術支
援等の要請があった場合
には、可能な限り積極的
に応じる。

○ 検査の結果及び食品表
示１１０番等により受け
付けた各種情報に基づく
周辺調査等により不適正
な表示等を認めた場合に
は、その結果に基づき生
産者又は販売業者等に対
し早期に改善されるよう
指導又は啓発を行う。指
導又は啓発を行うに当た
っては、農林水産省関係
部局及び地方公共団体等
と連携して行う。

○ 表示監視業務を行う機
関として対外的な信頼性
を確保するため、表示監
視業務に関する内部監査
を行うとともに苦情等に
係る処理を適切に行う。

(2) 国際標準（ＩＳＯ）に (2) 登録認定機関等に対す (2) 登録認定機関等に対す
基づく審査機関としての る技術上の調査 る技術上の調査

（ ）業務執行体制を整備し、 ＪＡＳ規格制度監視業務
登録認定機関及び登録格
付機関（以下「登録認定 ア 農林水産大臣が、登録 ア 登録認定機関等に対す ◇登録等の申請の審査に係る
機関等」という ）の登 認定機関及び登録格付機 る登録等調査 技術上の調査を行った。。
録及び登録の更新時並び 関（以下「登録認定機関 農林水産省関係部局か ａ：調査を行った
に登録後における技術上 等」という ）の登録及び らの要請による登録認定 ｃ：調査を行わなかった。
の調査を適正に行う。 登録の更新並びに手数料 機関及び登録格付機関 以（

の額、格付業務規程及び 下「登録認定機関等」と ◇登録等の申請の審査に係る
認定業務規程を認可する いう ）並びに登録外国認 技術上の調査が適正であるこ。
に当たって、独立行政法 定機関及び登録外国格付 とを検証するため、内部監査
人農林水産消費技術セン 機関の登録及び登録の更 を１回以上実施した。
ター（以下「センター」 新並びに手数料の額、認 ａ：内部監査を実施した
という ）は、その有する 定業務規程及び格付業務 ｃ：内部監査を実施しなかっ。
専門的知見を活用して、 規程の認可（以下「登録 た
登録等の申請の審査に係 等」という ）に関する技。
る技術上の調査を行う。 術上の調査及び指導（以 ◇登録等の申請の審査に係る

下 登録等調査 という 技術上の調査について、セン「 」 。）
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を行うとともに、その結 ターに持ち込まれる苦情等を
果を速やかに報告する。 解決するため苦情処理委員会
なお、適切な登録等調査 を設置・運営した。
業務の遂行のため、次に ａ：苦情処理委員会を設置・
掲げる措置を講ずる。 運営した

○ 登録等調査は、登録等 ｃ：苦情処理委員会を設置し
要件の確認のための事業 なかった
所の調査を行うほか、登
録後の登録認定機関等に
よる認定又は格付の実施
状況確認のための調査を
行う。

○ 登録等調査結果の公平
性、信頼性を確保するた
め、当該登録等調査を行
った者を除く職員で構成

、する技術委員会を開催し
最終的な農林水産省関係
部局への報告に関する登

。録等調査結果を判定する
○ 登録認定機関等ごとに
別に定める調査資格を有
する職員の調査チームを
編成して対応するととも
に、進捗状況を常に把握
する。

○ 登録後における技術上 イ 日本農林規格による農 イ 登録認定機関等に対す ◇登録格付機関に対する技術
の調査の回数：機関毎に 林物資の格付並びに農林 る監査 上の調査を確実に実施するた
各事業年度１回以上 物資の品質管理及び品質 登録認定機関等の認定 め、毎年度当初に実施計画を

に関する表示についての 業務又は格付業務の実施 定め進行管理を行った。
登録格付機関に対する技 体制が適正かを確認する ａ：実施計画を定め進行管理
術上の調査を全機関につ ための登録認定機関等に を行った。
いて各事業年度に１回以 対する技術上の調査及び ｃ：進行管理を行わなかっ
上行い、必要に応じて是 指導（以下「監査」とい た。
正のための指導を行う。 う ）を行うとともに、適。

切な監査業務の遂行のた ◇登録格付機関に対する技術
め 以下の措置を講ずる 上の調査を全機関について１、 。
なお、監査は、登録認定 回以上行った。
機関等の認定又は格付を ａ：計画値の達成度合は100
行う事業所における調査 ％以上であった
（以下「事業所調査」と ｂ：計画値の達成度合は７０
いう ）のほか （４）に ％以上100％未満であった。 、
定める立会調査及び格付 ｃ：計画値の達成度合は７０
品調査と連動して行うも ％未満であった
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のとする。本年度の監査
対象機関数（平成１５年 ◇登録格付機関の事業所調査
３月２７日までに登録さ 開始後３０日以内に当該機関
れた機関）は、以下のと 及び農林水産省へ調査結果を
おり。 通知した。

〔登録認定機関〕 ａ：３０日以内に通知した件
飲食料品：１６機関 数が９０％以上であった
一般材、押角、耳付材、合 ｂ：３０日以内に通知した件

板、単板及び床板 機関 数が５０％以上９０％未満：３
地鶏肉、有機農産物及び有 であった

機農産物加工品 機関 ｃ：３０日以内に通知した件：７０
〔登録格付機関〕 数が５０％未満であった
飲食料品及び油脂：１６機 （注：日数は実労働日数）
関
その他の農林物資：２機関 ◇調査の結果に基づき、必要

に応じて是正のための指導を
○ 監査は登録要件の適合 行った。
状況等について、全ての ａ：必要に応じて指導を行っ
登録認定機関等について た
１回以上行う。また、農 ｃ：必要であるにも関わらず
林水産省関係部局におけ 指導を行わなかった事例が
る登録外国認定機関及び あった
登録外国格付機関の監査
について、農林水産省関 ◇登録格付機関に対する技術
係部局からの調査協力要 上の調査が適正であることを
請に応じる。 検証するため、内部監査を１

○ 事業所調査において適 回以上実施した。
正でない事項を認めた場 ａ：内部監査を実施した
合には、当該登録認定機 ｃ：内部監査を実施しなかっ
関等に対して是正のため た
の指導を行う。なお、調
査結果については、速や ◇登録格付機関に対する技術
かに農林水産省関係部局 上の調査についてセンターに
へ報告するとともに、是 持ち込まれる苦情等を解決す
正のための指導に伴う登 るため苦情処理委員会を設置
録認定機関等の改善状況 ・運営した。
についても速やかに把握 ａ：苦情処理委員会を設置・
し、農林水産省関係部局 運営した
へ報告する。 ｃ：苦情処理委員会を設置し

○ 登録認定機関等ごとに なかった
その規模が異なるため、
登録認定機関等ごとの監
査の計画（監査計画）を
作成し、計画的に行うと
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ともに進捗状況を常に把
握する。

ウ 農林物資の品質管理及 ◇登録認定機関に対する技術
び品質に関する表示につ 上の調査を確実に実施するた
いての登録認定機関に対 め、毎年度当初に実施計画を
する技術上の調査を全機 定め進行管理を行った。
関について各事業年度に ａ：実施計画を定め進行管理
１回以上行い、必要に応 を行った。
じて是正のための指導を ｃ：進行管理を行わなかっ
行う。 た。

◇登録認定機関に対する技術
上の調査を全機関について１
回以上行った。
ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は７０
％以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

◇登録認定機関の事業所調査
開始後３０日以内に当該機関
及び農林水産省へ調査結果を
通知した。
ａ：３０日以内に通知した件
数が９０％以上であった

ｂ：３０日以内に通知した件
数が５０％以上９０％未満
であった

ｃ：３０日以内に通知した件
数が５０％未満であった

（注：日数は実労働日数）

◇調査の結果に基づき、必要
に応じて是正のための指導を
行った。
ａ：必要に応じて指導を行っ
た

ｃ：必要であるにも関わらず
指導を行わなかった事例が
あった

◇登録認定機関に対する技術
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上の調査が適正であることを
検証するため、内部監査を１
回以上実施した。
ａ：内部監査を実施した
ｃ：内部監査を実施しなかっ
た

◇登録認定機関に対する技術
上の調査についてセンターに
持ち込まれる苦情等を解決す
るため苦情処理委員会を設置
・運営した。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

エ 登録認定機関の認定業 ウ 登録等調査及び監査に
務と国際標準との整合性 係る信頼性の確保
並びに技術上の調査の公 登録等調査及び監査の
平性及び的確性を確保す 信頼性を確保するため、
るため、国際標準である 以下の措置を講ずる。
ＩＳＯガイド６１及び ○ 国際標準であるＩＳＯ ◇ＩＳＯガイド６１及び６５
６５等の考え方を導入し ガイド６１及び６５等の 等の考え方を取り入れた審査
た業務執行体制を確立し 考え方に基づき規程類及 ・監査規程を作成するととも、
登録認定機関に対して適 び業務執行マニュアルを に、定期的な見直しを行い、
切な指導を行うとともに 必要に応じて見直す。 必要に応じて改正を行った。、
職員の技術力の向上を図 ａ：作成し、又は必要な改正
るため、業務執行マニュ を行い、若しくは検討の結
アルを作成する。 果、改正の必要性がなかっ

た
ｃ：作成せず、又は必要な改
正を行わなかった

○ 登録等調査及び監査を ◇登録認定機関に対する指導
行う機関としての対外的 が審査・監査規程等に基づき
な信頼性を確保するため 適切に行われていることを検、
登録等調査及び監査に関 証するため、内部監査を１回
する内部監査を行うとと 以上実施した。
もに苦情等に係る処理を ａ：内部監査を実施した
適切に行う。 ｃ：内部監査を実施しなかっ

た

◇職員の調査技術力の向上を
図るため、登録認定機関の調
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査指導に関する業務執行マニ
ュアルを作成するとともに、
定期的な見直しを行い、必要
に応じて改正を行った。
ａ：作成し、又は必要な改正
を行い、若しくは検討の結
果、改正の必要性がなかっ
た

ｃ：作成せず、又は必要な改
正を行わなかった

○ 国際標準に基づく審査 オ 技術上の調査によるデ エ 職員の技術水準の向上
のための有資格者の養成 ータの均質化及び質の向 登録等調査及び監査によ
：中期目標の期間中に８ 上を図るため以下の措置 るデータの均質化及び質
名以上 を講ずる。 の向上を図るため、以下

の措置を講ずる。
(ｱ) 職員技術研修計画に基 ○ （財）日本規格協会品 ◇国際標準に基づく有資格者
づき （財）日本適合性認 質システム審査員評価登 としてＩＳＯ９０００の審査、
定協会の認定するＩＳＯ 録センター審査員補の有 員補の有資格者を２名程度養
９０００審査員研修を受 資格者を、本年度は４名 成した。
講させ （財）日本規格協 養成する。 ａ：２名以上養成した、
会品質システム審査員評 ｃ：１名以下しか養成しなか
価登録センター審査員補 った
の有資格者を各事業年度
に２名程度養成する。

(ｲ) 技術上の調査を行う職 ○ 登録等調査及び監査等 ◇技術上の調査を行う職員の
員の資格規程を設けると の業務実施のための資格 資格規程を作成するととも
ともに、資格規程を満た 要件を満たす職員を確保 に、定期的な見直しを行い、
す職員を養成するため、 するとともに、調査及び 必要に応じて改正を行った。
職員技術研修計画に基づ 監査技術の維持・向上を ａ：作成し、又は必要な改正
きＩＳＯ等に関する研修 図るための内部研修を実 を行い、若しくは検討の結
を開催し、担当職員に対 施する。 果、改正の必要性がなかっ
し３年に１回以上の受講 た
を義務付ける。 ｃ：作成せず、又は必要な改

正を行わなかった

◇職員技術研修計画に基づき
ＩＳＯ等に関する研修を開催
し、調査担当職員に定期的な
受講を義務付け、必要な教育
を行った。
ａ：研修を開催し、必要な教
育を行った

ｃ：研修を開催せず、又は必
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要な教育を行わなかった

(3) 登録認定機関等の登録 (3) 登録申請等に係る手続 (3) 登録申請等に係る手続 ◇審査実施要領を作成すると
及び登録の更新に際して きの迅速化 きの迅速化 ともに、定期的な見直しを行
の技術上の調査に当たっ 登録認定機関等の登録 登録認定機関等の登録 い、必要に応じて改正を行っ
ては、当該申請に係る標 及び登録の更新並びに認 等調査を標準処理期間 農 た。（
準処理期間中に登録手続 定手数料の額、格付業務 林水産省が当該申請を受 ａ：作成し、又は必要な改正
を完了することができる 規程及び認定業務規程の け付けてから登録等する を行い、若しくは見直しの
よう迅速に行う。 認可に際しての技術上の までの期間であって３月 結果、改正の必要性がなか）
○ 農林水産省からの調査 調査に当たっては、調査 中に終了するため、以下 った
要請受理後報告するまで 要請受理後３０日以内に の措置を講ずる。 ｃ：作成せず、又は必要な改
の目標期間：３０日以内 農林水産省に報告するた ○ 農林水産省関係部局の 正を行わなかった

め、案件毎に責任者を指 要請を受け付けた後、報
名して責任者に調査計画 告するまでの期間を実労 ◇調査要請受理後３０日以内
の作成及び進行管理を行 働日で３０日以内に行う に農林水産省へ調査結果を回。
わせる体制を整備するこ ○ 平成１３年度に策定し 答した。
と等を内容とする実施要 た実施要領を必要に応じ ａ：３０日以内に回答した件
領を作成する。 改訂するとともに、職員 数が９０％以上であった

への周知徹底を図る。 ｂ：３０日以内に回答した件
○ 調査チームによる登録 数が５０％以上９０％未満
等調査の状況を定期的に であった
報告させる等進捗状況の ｃ：３０日以内に回答した件
管理を行う。 数が５０％未満であった

（注：日数は実労働日数）

(4) 登録認定機関により認 (4) ＪＡＳマークの付され (4) 立会調査及び格付品調
定された製造業者及び生 た農林物資の検査 査等
産行程管理者が行う格付 登録認定機関等に対す
に対する登録認定機関の る監査に資するため、登
指導並びに登録格付機関 録認定機関が適正に認定
による格付が適切に行わ 業務を行っているかを確
れているか否かを確認す 認するための認定等の業
るため、認定製造業者の 務実施現場に立ち会って
調査及びＪＡＳマークの 行う実施状況調査及び登
付され農林物資の検査を 録格付機関が適正に格付
行う。 業務（試料の抽出等）を

行っているか確認するた
めの格付現場に立ち会っ
て行う実施状況調査（以
下「立会調査」という ）。
並びに登録認定機関が適
正に認定製造業者等に対
する監査を実施している
かを確認するための格付
品の調査及び登録格付機
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関が適正に格付を行って
いるかを確認するための
格付品の調査（以下「格
付品調査」という ）を行。
うとともに、適切な当該
業務の遂行のため、以下
の措置を講ずる。

ア 登録認定機関による認 ○ 登録認定機関等ごとの ◇認定製造業者等に対する調
定製造業者に対する指導 立会調査実施件数は、別 査を３５０件以上実施した。
及び登録格付機関による に定める立会調査実施基 ａ：計画値の達成度合は100
格付業務が適切に行われ 準に基づき算出し、本年 ％以上であった
ているか否かを確認する 度は合計で以下の件数を ｂ：計画値の達成度合は７０
ため、認定製造業者等に 目途に実施する。 ％以上100％未満であった
対する調査を各事業年度 ・立会調査３５０件以上 ｃ：計画値の達成度合は７０
に３５０件以上行う。 ％未満であった

○ 検査件数：各事業年度 イ 登録認定機関の認定業 ○ 登録認定機関等ごとの ◇ＪＡＳ製品の検査について
７００件以上 務や登録格付機関の格付 格付品調査実施件数は、 は、製造業者等の事業規模及

業務が適切に行われてい 登録格付機関の格付数量 び地域バランス等を勘案して
るか否かを確認するため 又は登録認定機関の事業 対象製品を選定した。
のＪＡＳ製品の検査につ 所ごとの認定製造業者等 ａ：バランス等を勘案して選
いては、製造業者等の事 の数及びその格付数量を 定した
業規模及び地域バランス 勘案して算出し、本年度 ｃ：バランス等を勘案せずに
等を勘案して対象製品を は合計で以下の件数を目 選定した
選定することとし、各事 途に実施する。
業年度に７００件以上実 ・格付品調査７００件以上 ◇ＪＡＳ製品の検査を７００
施する。 ○ 立会調査及び格付品調 件以上実施した。

査の結果については、登 ａ：計画値の達成度合は100
録認定機関等へ通知する ％以上であった
とともに、適正でない事 ｂ：計画値の達成度合は７０
項を認めた場合には、是 ％以上100％未満であった
正状況を確認する。 ｃ：計画値の達成度合は７０

％未満であった

○ 農林水産省関係部局か
らの要請及び表示１１０
番等の情報提供により、
認定製造業者等に対する
調査（格付品等の調査を
含む ）の必要が生じた場。

、 。合には 適切に対応する

(5) 食品等の販売業者、製 (5) 食品等の販売業者、製 (5) 食品等の販売業者、製
造業者等の事業所に対し 造事業者等に対する技術 造業者等に対する技術指
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て、適切な指導を行いう 指導 導 ◇外部の有識者を含めて指導
るよう、国際標準（ＩＳ ア 食品等の販売業者、製 食品等の販売業者、製 方針の検討を行い、指導方針
Ｏ）やＨＡＣＣＰ等の高 造業者等に対し、ＩＳＯ 造業者等における高度な を策定し、職員に周知した。
度な品質管理技術に基づ やＨＡＣＣＰ等に基づく 品質管理技術等の導入に ａ：検討を行い、指導方針を
く指導方針を策定すると 高度な品質管理の指導を 寄与するため、以下の措 策定し、職員に周知した
ともに、製造業者等が高 行うため、外部の有識者 置を講ずる。 ｃ：検討を行わなかった

（ ）度な品質管理技術を導入 を含めて検討を行い、平 ○ 国際標準（ＩＳＯ）や 平成13年度限りの評価指標
するためのマニュアルを 成１３年度中に指導方針 ＨＡＣＣＰ等の高度な品
作成する。 を策定し、職員に周知す 質管理技術に基づく指導 ◇食品等の販売業者、製造業

る。 を適切に実施するため、 者等に対する品質管理の指導
外部の有識者で構成する の一環として、基準書等を活
総合指導委員会を開催す 用し技術相談に対応した。
る。 ａ：技術相談に対応した

○ 平成１３年度に策定し ｃ：技術相談があったにもか
た指導方針を必要に応じ かわらず対応しなかった
て見直すとともに、職員
への周知を図る。 ◇食品等の販売業者、製造業

者等に対する品質管理の指導
の一環として、企業の品質管
理担当者等を対象とし、品質
管理情報等について電子メー
ルを活用した広報活動を行っ
た。
ａ：広報活動を行った
ｃ：広報活動を行わなかった

○ 高度品質管理マニュア イ 製造業者等に対するア ○ 以下の品目の高度品質 ◇指導マニュアルを２品目以
ルの作成数：中期目標の の指導に活用するための 管理技術に関するマニュ 上作成した。
期間中に１０品目以上 マニュアルを、中期目標 アルを作成する。 ａ：２品目以上作成した

の期間中に１０品目以上 ・ 作成品目：果実飲料、ジ ｃ：１品目しか作成しなかっ
について作成する。 ャム類 た、又は作成しなかった

ウ 食品等の品質の向上や ○ 産業界のニーズを踏ま ◇本部及び地域センターごと
安全性を確保するため、 え、ＩＳＯやＨＡＣＣＰ に品目又は技術的課題を選定
イのマニュアルを用いて 等の高度な品質管理、品 し、年度計画に基づき技術講、
ＩＳＯやＨＡＣＣＰ等の 質の表示等に関する講習 習会を開催した。
高度な品質管理、品質の 会（技術講習会）を各セ ａ：計画値の達成度合は９０
表示等に関する講習会を ンターごとに１回以上開 ％以上であった
開催する。 催する。 ｂ：計画値の達成度合は５０

％以上９０％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は５０
％未満であった

エ 食品表示に関する相談 ○ 製造業者等からの食品 ◇食品表示に関する相談・問
・問合せを一元的に受け 表示及び品質管理技術等 い合せを一元的に受け付ける
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付ける窓口を開設する。 に関する相談に対応する 窓口を開設するとともに、定
とともに、一元的に受け 期的な見直しを行い、必要な
付ける企業相談窓口を平 内容の改善を図った。
成１４年度に引き続き開 ａ：開設し、又は必要な改善
設する。また、品質管理 を行い、若しくは見直しの
情報、行政情報、各種調 結果、改善の必要はなかっ
査結果及びセンター活動 た
状況等について、電子メ ｃ：開設せず、又は必要な改
ール等を活用して情報提 善を行わなかった
供を行う。

○ 地域特産品認証事業に
より、都道府県等が行う

、認証基準の作成等に関し
当該都道府県等から技術
的観点からの指導、協力
要請があった場合には、
積極的に応じる。

○ 企業対応業務を行う機
関としての対外的な信頼
性を確保するため、企業
相談業務に関する苦情等

。に係る処理を適切に行う

(6) 製造業者等から依頼さ (6) 依頼検査及び農林物資 (6) 依頼検査及び農林物資 ◇依頼された農林物資の検査
れた農林物資の品質、成 の格付 の格付 について、依頼者の機密保持
分等に関する検査及びセ 製造業者等から依頼さ ○ 依頼検査及び農林物資 を図るため内部規程に基づき
ンターが自ら行う格付に れた農林物資の検査及び 生糸 の格付について 検査結果の厳正な管理を行っ（ ） 、
係る検査については、適 センターが自ら行う格付 依頼に応じて適切に対応 た。
切に行う。 に係る検査については、 するとともに、その結果 ａ：厳正な管理を行った

依頼者の機密の保持を図 については厳正に管理す ｃ：厳正な管理を行わなかっ
るため検査結果の厳正な る。 た
管理を行う。 ○ 依頼検査及び農林物資

の格付を行う機関として ◇依頼された農林物資の検査
の対外的な信頼性を確保 が適切であることを検証する
するため、依頼検査及び ため、内部監査を１回以上実
農林物資の格付に関する 施した。
内部監査を行うとともに ａ：内部監査を実施した
苦情等に係る処理を適切 ｃ：内部監査を実施しなかっ
に行う。 た

◇依頼された農林物資の検査
についてセンターに持ち込ま
れる苦情等を解決するため苦
情処理委員会を設置・運営し
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た。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

◇センターが自ら行う格付に
係る検査について、依頼者の
機密保持を図るため内部規程
に基づき検査結果の厳正な管
理を行った。
ａ：厳正な管理を行った
ｃ：厳正な管理を行わなかっ
た

◇センターが自ら行う格付に
係る検査が適切であることを
検証するため、内部監査を１
回以上実施した。
ａ：内部監査を実施した
ｃ：内部監査を実施しなかっ
た

◇センターが自ら行う格付に
係る検査についてセンターに
持ち込まれる苦情等を解決す
るため苦情処理委員会を設置
・運営した。
ａ：苦情処理委員会を設置・
運営した

ｃ：苦情処理委員会を設置し
なかった

(7) 農林水産省関係部局へ
の技術支援

○ 農林水産省の組織改編
に伴い、有機農産物のＪ
ＡＳ規格及び生鮮食品の
店舗調査等に係る調査手
法等の技術支援を行うた
め、農林水産省関係部局
からの研修の要請に応じ
る。

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

(1) 農林物資の検査技術に (1) 調査及び研究の重点化 (1) 調査研究の重点化 ◇全調査研究課題数のうち中
関する調査及び研究につ 農林物資の検査技術に 期計画ア～エの分野に係る
いては、次の分野に関し 関する調査研究の重点化 重点課題の割合が７０％以
て重点的に行う。 を図るため、次の措置を 上であった。
ア 生鮮食品の判別技術 講ずる。 ａ：目標値の達成度合は100
イ 加工食品の原料の判別 なお、業務の状況を勘 ％以上であった
技術 案しつつ、センターの専 ｂ：目標値の達成度合は７０
ウ 遺伝子組換え食品の分 門的知識を活用した調査 ％以上100％未満であった
析技術 研究の委託に応じる。 ｃ：目標値の達成度合は７０
エ 微量物質及び機能性成 ○ 調査研究総合評価委員 ％未満であった
分の効率的な分析技術 会の検討結果を踏まえ、

生鮮食品の判別技術、加
○ 全調査研究課題数のう 工食品の原材料の判別技
ちア～エの分野に係る課 術並びに遺伝子組換え食
題の割合：７０％以上 品の分析技術、微量物質

及び機能性成分の効率的
な分析技術の４分野に関
する調査研究課題の割合
を７０％以上とし、下記

。の検査技術の検討を行う

(2) (1)の調査及び研究の (2) 調査研究の実施
実施に当たっては、年次 平成１３～１４年度の
計画・年度計画の作成等 調査研究における成果を
により適切な進行管理を 踏まえ、調査研究計画に
行い、中期目標の期間中 基づき、適切な進行管理
に次のような取組を行う を行いつつ取り組む。
（ウ及びエにおいて「確
立」とは、技術を分析に
利用することが可能な水
準まで向上させることを
いう 。。）

ア 生鮮食品の判別技術に ア 生鮮食品の判別技術 〔主な調査研究対象技術〕
ついては、青果物につい 市販されている農産物 生鮮食品の判別技術
て国産品と輸入品のおお 及び魚類のうち外観から ・名称、原産地表示等のう
よその絞込みを、魚につ 容易に判別のつかない次 ち外観から容易に判別のつ
いて冷凍の有無の判別を の品目等について、成分 かない同一品目の青果物、
行うための判断の基準と の違い等判別のための判 魚及び牛肉について、以下
なる事項を選定する。 断の基準となる事項を選 の事項が判別を行うための

定する。 判断の基準となる可能性を
検討する。
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① 同一品目の農産物で輸 青果物：無機元素含量、 ◇輸入品と国産品が国内市場
入品と国産品が国内市場 ＤＮＡ情報 に流通している生鮮野菜のう
に流通しており、輸入品 ち、輸入量の多い上位１０品
が一定のシェアを有する 目から２品目以上選定し、産
もの 地判別の指標を検討した結

果、１品目程度について生鮮
野菜の産地判別の指標が得ら
れ、若しくはおおよその絞り
込みができ、又は結果が次年
度の調査研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

② 同一魚種で解凍魚と鮮 魚 ：細胞観察、酵素活 ◇冷凍と非冷凍が国内市場に
魚が国内市場に流通して 性、耳石計測、 流通している魚介類のうち、
いるもの 脂肪酸組成、Ｄ 流通量の多い上位１０品目か

ＮＡ情報 ら２品目以上選定し、冷凍・
非冷凍の判別指標を検討した
結果、１品目程度について魚
介類の冷凍・非冷凍の判別指
標が得られ、又は結果が次年
度の調査研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

◇天然魚と養殖魚が流通して
いる魚のうち、流通量の多い
１０品目から２品目以上選定
し、天然・養殖の判別の指標
を検討した結果、１品目程度
について天然魚・養殖魚の判
別指標が得られ、若しくはお
およその絞り込みができ、又
は結果が次年度の調査研究に
活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
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ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

食 肉：ＤＮＡ情報

イ 加工食品の原料の判別 イ 加工食品の原料の判別 加工食品の原料の判別技
技術については、国産品 技術 術
と輸入品のおおよその絞 国内市場で流通してい ・原料原産地表示が義務付
込みを行うための判断の る加工食品のうち現在の けられている又は義務付け
基準となる事項を選定す 分析技術では、使用原料 が見込まれる同一品目の農
る。 の輸入・国産の判別のつ 産物加工食品及び水産物加

かない次の品目について 工食品について、以下の事、
成分の違い等判別のため 項が判別のための判断基準
の判断の基準となる事項 となる可能性を検討する。
を選定する。

① 個別の品質表示基準に 農産物加工食品：無機元素 ◇国内市場に流通している加
基づいて新たに原料原産 含量、ア 工食品のうち、個別の品質表
地表示が義務付けられた ミノ酸組 示基準のある品目から２品目
品目 成 以上選定し、原料の判別指標

を検討した結果、１品目程度
について加工食品の原料産地
判別の指標が得られ、若しく
はおおよその絞り込みがで
き、又は結果が次年度の調査
研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

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

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

ａ：達成した
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ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

ウ 遺伝子組換え食品の分 ウ 遺伝子組換え食品の分 遺伝子組換え食品の分析
析技術については、遺伝 析技術 技術
子組換えに係る表示が義 ① 遺伝子組換えに係る表 ・遺伝子組換えに係る表示 ◇遺伝子組換えに係る表示が
務付けられた食品の定性 示が義務付けられた食品 が義務付けられた食品につ 義務付けられた加工食品につ
的判別技術並びに遺伝子 について、前処理技術及 いての前処理技術、定性分 いて、前処理技術の検討を行
組換え大豆及びとうもろ びＰＣＲ法等による定性 析技術については、新規組 った結果、技術を確立し、又
こしの定量分析技術を確 分析技術を確立する。 換え体について検討する 定 は結果が次年度の調査研究に（
立する。 量化技術の前段階として実 活用できた。

施 。 ｓ：特に優れた成果が得られ）
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

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

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

② 遺伝子組換えの大豆及 ・遺伝子組換えトウモロコ ◇遺伝子組換え大豆につい
びとうもろこしについて シの定量分析技術について て、ＰＣＲ法等による定量分、
ＰＣＲ法等による定量分 は、加工食品に含まれる各 析技術を確立し、又は結果が
析技術を確立する。 種組換え体混入率並びに農 次年度の調査研究に活用でき

産物の定量分析技術につい た。
ての簡便化、迅速化及び汎 ｓ：特に優れた成果が得られ
用化について検討する。 た
・リアルタイムＰＣＲ定量 ａ：達成した
装置が数種類できているこ ｂ：概ね達成した
とから、これらの定量分析 ｃ：達成されなかった

、の妥当性を確認するために
独立行政法人食品総合研究 ◇遺伝子組換えとうもろこし
所及び民間検査機関等と連 について、ＰＣＲ法等による
携してCollaborative Study 定量分析技術を確立し、又は
（分析方法の妥当性を確認 結果が次年度の調査研究に活
するための共同試験）を行 用できた。
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う。 ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

◇遺伝子組換えに係る表示が
義務付けられた加工食品のう
ち、２品目以上選定し、ＰＣ
Ｒ法等による定量分析法の適
用について検討を行った結
果、１品目程度について定量
分析技術が確立でき、若しく
は定量ＰＣＲ法が適用できる
品目についておおよその絞り
込みができ、又は結果が次年
度の調査研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

◇遺伝子組換えに係る表示が
義務付けられていない加工食
品について、品質表示基準に
基づく表示を行わせる必要性
を調査するため 前処理法 Ｄ、 （
ＮＡ抽出方法等）の適用につ
いて検討を行った結果、前処
理法が確立でき、若しくは前
処理法が適用できる品目につ
いておおよその絞り込みがで
き、又は結果が次年度の調査
研究に活用できた。
ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

エ 微量物質の分析技術に エ 微量物質及び機能性成 微量物質及び機能性成分 ◇農産物等を対象として、一
ついては、食品衛生法に 分の効率的な分析技術 の効率的な分析技術 斉分析法が確立されていない
基づく残留基準や農薬取 ① 農薬、合成抗菌剤等の ・微量成分（残留農薬）の 農薬5種類以上について多成
締法に基づく登録保留基 一斉分析法の確立のため 効率的な分析技術の確立の 分同時分析法の検討を行った、
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準が定められ、かつ、使 抽出方法、精製方法、カ ため、精度管理システムの 結果、3種類以上の農産物等
用量が多い農薬であっ ラム条件等についての調 確立及び高精度な迅速分析 において分析が可能であるこ
て、現在、一斉分析法が 査研究を行う。 の開発について検討する。 とを確認し、又は結果が次年
確立されていないもの１ 度の調査研究に活用できた。
０種類程度（トリフルミ ｓ：特に優れた成果が得られ
ゾール、エチルチオミト た
ン、イソキサチオン等） ａ：達成した
について一斉分析法を確 ｂ：概ね達成した
立する。 ｃ：達成されなかった

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

ｓ：特に優れた成果が得られ
た

ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった

・食品中のアクリルアミド
分析法の開発を検討する。

(3) 調査及び研究の成果に (2) 調査研究成果の公表 (3) 調査研究成果の公表
ついては、積極的に公表 調査研究の成果を積極
するとともに 調査分析 的に公表するため、以下、 、
検査及び技術指導等の業 の措置を講ずる。
務に迅速かつ積極的に活
用する。

○ 調査及び研究の成果の ア 調査研究の成果につい ○ 調査研究報告書を作成 ◇調査研究結果の報告書を作
公開発表会の開催回数： ては、調査研究報告書に し、関係機関へ配布する 成し、公表した。
各事業年度１回以上 取りまとめ、公表すると とともにホームページに ａ：報告書を作成し、公表し

ともに、成果の概要につ 掲載し、広く一般に公表 た
いてインターネット等を する。 ｃ：報告書を作成しなかった
活用して広く一般に広報
する。 ◇調査研究結果の報告書の概

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

イ 調査及び研究テーマに ○ 調査研究の成果につい ◇調査研究の公開発表会を開
関係する登録認定機関等 て発表会を開催する。ま 催した。
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及び関係業界を対象とし た、講習会の開催等の機 ａ：開催した
て、調査研究の成果の公 会を活用し、必要に応じ ｃ：開催しなかった
開発表会を各事業年度に 個別業界ごとの説明会を
１回開催するとともに、 開催する。 ◇必要に応じ個別業界ごとの
必要に応じ個別業界ごと 説明会を開催した。
の説明会を開催する。 ａ：要請に応じ開催した

ｃ：要請はあったが、特段の
理由なく開催しなかった

(3) 調査研究の適切な実施 (4) 調査研究の適切な実施
調査研究の適切な実施

を図るため、以下の措置
を講ずる。

ア 調査研究の水準の向上 ○ 業務の状況を勘案しつ
を図るため、独立行政法 つ、独立行政法人食品総 ◇独立行政法人食品総合研究
人食品総合研究所等の試 合研究所、独立行政法人 所の共同分析センターを活用
験研究機関、分析機関等 水産総合研究センター、 して調査研究を実施した。
と共同で調査研究を実施 独立行政法人農業生物資 ａ：共同分析センターを活用
する等連携を強化する。 源研究所及び独立行政法 して調査研究を実施した

人農業技術研究機構野菜 ｃ：共同分析センターを活用
茶業研究所等と連携を図 した調査研究を実施しなか
り、積極的に共同研究に った
取り組む。

○ 調査研究、企業相談、
消費者相談等センター業 ◇調査研究を必要に応じて共
務と試験研究機関との有 同研究で実施した。
機的な連携を図るため、 ａ：共同研究を実施した
農業試験研究推進会議等 ｃ：共同研究を実施する課題
に積極的に参画する。 があったがしなかった

イ 調査研究の課題の選定 ○ 調査研究の課題の選定 ◇外部の専門家を含めて検討、 、
実施方法及び成果につい 実施方法及び成果につい を行い、必要に応じて業務の
て適正な点検・評価を行 て適正な点検・評価を行 運営を改善した。
い、その結果を業務の運 い、その結果を業務の運 ａ：検討し、又は必要な改善
営に反映させるため、外 営に反映させるため、外 を行い、若しくは検討の結
部の専門家を含めて各事 部の専門家で構成する調 果、改善の必要性がなかっ
業年度において１回以上 査研究総合評価委員会を た
検討を行う。 開催する。 ｃ：検討せず、又は必要な改

善を行わなかった

(4) 調査及び研究の成果を (4) 調査研究成果の活用 (5) 調査研究成果の活用 ◇関係業界等からの要望等を
事業者、登録認定機関等 調査研究の成果を製造 調査研究成果の効果的 踏まえ技術講習会を開催し
に技術移転するための検 業者、登録認定機関等に な技術移転のため、以下 た。
査技術に関する講習を行 技術移転するため、関係 の措置を講ずる。 ａ：要請に応じて開催した
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う。 業界等からの要望等を踏 ○ 食品等産業界、試験研 ｃ：特段の理由もなく応じな
まえ技術講習会を開催す 究機関等との産学官の技 かった事例があった
る。 術交流、連携を図り、講

習会を実施する。
○ 業務の状況を勘案しつ ◇関係業界からの要請に応じ
つ、調査研究及び業務の て受入研修を行った。
成果に基づく検査技術等 ａ：要請に応じて行った
に関する講師派遣及び受 ｃ：特段の理由もなく応じな
入研修等の要請に応じる かった事例があった。

４ 立入検査等に関する事 ４ 立入検査等に関する事 ４ 立入検査等に関する事 ○立入検査等に関する事項
項 項 項
(1) 認定製造業者等に対し (1) 農林物資の規格化及び (1) 農林水産大臣から製造
農林物資の規格化及び品 品質表示の適正化に関す 業者等に対するＪＡＳ法
質表示の適正化に関する る法律（昭和２５年法律 第２０条の２に基づく立
法律（昭和２５年法律第 第１７５号）の規定によ 入検査の指示（ＪＡＳ法
１７５号。以下「ＪＡＳ り、農林水産大臣から指 第１９条の６第１項第７
法」という ）第２０条 示された検査を迅速かつ 号の検査を含む ）があっ。 。
の２第１項の規定による 的確に行うため、検査員 た場合並びに農林水産省
立入検査を行うに当たっ の人選基準の策定及び検 及び都道府県から立入検
ては、 査手順のマニュアル化を 査への協力要請を受けた

行う。 場合、適切にこれを実施
するため、以下の措置を
講ずる。

ア 検査能力等の資質、経 ○ 立入検査の実施に当た ◇検査員の人選基準を策定
、 。験等を勘案した立入検査 っては、検査能力等の資 し 基準に基づき人選をした

職員の適切な人選 質、経験等を勘案した立 ａ：人選基準を策定し、又は
イ 農林水産大臣から指示 入検査職員の適切な人選 基準に基づき人選をした
された調査事項の的確な を行い、迅速な検査の実 ｃ：人選基準を策定せず、又
実施 施を図るものとする。ま は基準に基づく人選をしな

た、農林水産大臣への迅 かった
速かつ正確な報告等に留
意し適正に実施する。

ウ 農林水産大臣への迅速 ○ 立入検査を適切に実施 ◇立入検査手順のマニュアル
かつ正確な報告等に留意 するため、検査手順マニ を作成するとともに、定期的
し厳正に実施する。 ュアルの内容の充実化を な見直しを行い、必要な改訂
なお、ＪＡＳ法第１９ 図る。 を行った。

条の６第１項第７号に規 ○ 立入検査結果の報告は ａ：作成し、又は必要な改訂、
定する外国認定製造業者 立入検査を終了した後３ を行った
等に対して行う検査につ 日以内に報告する なお ｃ：作成せず、又は必要な改。 、
いても上記の留意点を踏 報告が３日を超えた場合 訂を行わなかった
まえて実施する。 は、その都度その原因を

究明し、今後の立入検査 ◇検査員の適切な人選、手順
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○ 立入検査結果の報告期 の実施に反映させる。 のマニュアル化の結果、立入
間：立入検査実施後３日 検査結果の報告期間を検査実
以内 施後３日以内とした。

ａ：３日以内に報告した件数
が９０％以上であった

ｂ：３日以内に報告した件数
が５０％以上９０％未満で
あった

ｃ：３日以内に報告した件数
が５０％未満であった

(2) 遺伝子組換え生物等の (2) 遺伝子組換え生物等の (2) 農林水産大臣から製造 ◇立入り、質問、検査及び収
使用等の規制による生物 使用等の規制による生物 業者等に対する遺伝子組 去のマニュアルを作成すると
の多様性の確保に関する の多様性の確保に関する 換え生物等の使用等の規 ともに、定期的な見直しを行
法律（平成１５年法律第 法律（平成１５年法律第 制による生物の多様性の い、必要な改訂を行った。
９７号）第３２条の規定 ９７号）の規定により、 確保に関する法律第３２ ａ：作成し、又は必要な改訂
に基づき、同条第２項の 農林水産大臣から指示さ 条に基づく立入検査等の を行った
農林水産大臣の指示に従 れた立入り、質問、検査 指示があった場合、適切 ｃ：作成せず、又は必要な改
い、立入り、質問、検査 及び収去を的確に行う。 にこれを実施する。 訂を行わなかった
及び収去を的確に実施す （平成１６年度以降の評価指
る。 標）

◇ 農林水産大臣が定める事
項を記載した報告書を遅滞な
く提出した。
ａ：遅滞なく定められた事項
を報告した。

ｃ：報告事項に不備があっ
た、又は報告が遅滞した

５ 緊急時の要請に関する ５ 緊急時の要請に関する ５ 緊急時の要請に関する ○緊急時の要請に関する事項
事項 事項 事項
農林水産大臣から独立 農林水産大臣から独立

行政法人農林水産消費技 行政法人農林水産消費技
術センター法（平成１１ 術センター法（平成１１
年法律第１８３号）第１ 年法律第１８３号）第１

、２条の規定に基づき調 ２条の規定に基づき調査
査、分析又は検査を緊急 分析又は検査を緊急に実
に実施するよう要請があ 施するよう要請があった
ったときは、他の業務に ときに適切かつ迅速に対
最優先して組織的に取り 応するため、以下の措置
組み、必要な調査、分析 を講ずる。
又は検査の迅速かつ正確
な実施に努めるととも 農林水産大臣から要請 ○ 調査研究結果や研究論 ◇センターの調査研究結果を
に、その結果について農 のあった調査等を迅速か 文等を整理し、緊急要請 体系的に整理し、随時更新・
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林水産大臣に迅速に報告 つ的確に行うため、調査 に対し迅速に対応できる 再整理した。
する。 研究結果や研究論文等を よう組織体制を整える。 ａ：整理し、又は再整理した

体系的に整理し、必要に ○ 農林水産大臣から要請 ｃ：整理せず、又は再整理し
応じた分析方法、データ があった場合には、緊急 なかった
を効率よく検索できる情 要請調査分析対策委員会
報管理体制を構築すると を設置し、他の業務に優 ◇要請に対して常に迅速に対
ともに、要請に対して常 先して要請された調査、 応できる組織体制を整備する
に迅速に対応できる組織 分析又は検査の迅速かつ とともに、定期的な検討を行
体制を整備する。 正確な実施に努めるとと い、必要な改善を行った。

もに、調査結果は速やか ａ：整備し、又は必要な検討
に報告する。 を行い、若しくは検討の結

果、改善の必要はなかった
ｃ：整備せず、又は必要な改
善を行わなかった

◇研究論文等を体系的に整理
し、随時更新・再整理した。
ａ：整理し、又は再整理した
ｃ：整理せず、又は再整理し
なかった

（平成１４年度以降の評価指
標）

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

（平成１４年度以降の評価指
標）

６ 国際協力 ６ 国際協力 ６ 国際協力 ○国際協力

可能な範囲において、 発展途上国からの技術 国際技術協力等につい ◇専門家の海外派遣を行っ
研修生の受入、海外への 支援の要請の増大に対応 ては、農林水産省及び国 た。
専門家の派遣等の国際協 して、センターの技術力 際協力事業団等の関係機 ａ：派遣を行った
力を行う。 を活用した専門家の海外 関からの要請を踏まえ、 ｃ：正当な理由なく、派遣を

派遣及び海外からの研修 以下の措置を講ずる。 行わなかった事例がある
生の受入れを積極的に推 ○ 農林水産省及び国際協
進する。また、職員の語 力事業団等の関係機関か ◇海外からの研修生の受入れ
学力の向上を図るため、 らの要請を踏まえ、国内 を行った。
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国際協力事業団の主催す 活動及び専門家の海外派 ａ：受入れを行った
る研修等に職員を派遣す 遣を行う。また、海外か ｃ：正当な理由なく、受入れ
る。 らの研修生を受け入れる を行わなかった事例がある。

○ 国際協力事業団の主催 国際協力事業団の主催する
する研修等に職員を派遣 研修等に職員を派遣した。
し、技術移転を行う専門 ａ：派遣した
家の要請に対応する。 ｃ：派遣しなかった

第４ 財務内容の改善に関 第３ 予算（人件費の見積 第３ 予算（人件費の見積 ◎予算、収支計画及び資金計
する事項 もりを含む 、収支計 もり含む 、収支計画 画。） 。）
適切な業務運営を行 画及び資金計画 及び資金計画

うことにより、収支の 〔略〕 〔略〕
均衡を図る。

○経費（業務経費及び一般管
理費）節減に係る取組み

◇経費（業務経費及び一般管
理費）節減に係る取組みは十
分であった。
ａ：取組みは十分であった
ｂ：取組みはやや不十分であ
った

ｃ：取組みは不十分であった
（なお、本指標の評価に当た
っては 中期計画に定める 業、 「
務運営の効率化による経費の
抑制」の評価結果に十分配慮
するものとする ）。

○法人運営における資金の配
分状況

◇法人運営における資金の配
分状況は、十分であった。
ａ：効果的な資金の配分は十
分であった

ｂ：効果的な資金の配分はや
や不十分であった

ｃ：効果的な資金の配分は不
十分であった
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第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の限度額
７億円 ７億円
（想定される理由） （想定される理由）
運営費交付金の受入 運営費交付金の受入

が遅延。 が遅延。

○法人の借入金について、借
入に至った理由及び使途、金
額及び金利、返済の見込み

◇法人の短期借入金につい
て、借入に至った理由及び使
途、金額及び金利、返済の見
込みに関しては適切であっ
。（ 、た 借入がなかった場合は

本項目の評価は行わない ）。
ａ：短期借入金の借入に至っ
た理由等については適切であ
った
ｂ：短期借入金の借入に至っ
た理由等についてはやや不
適切であった

ｃ：短期借入金の借入に至っ
た理由等については不適切
であった

第５ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途
剰余金が生じた場合

には、消費者のニーズ
に対応できるような検
査分析機器の購入等の
経費に充当する。

○剰余金の使途について、中
期計画に定めた使途に当てた
結果、当該事業年度に得られ
た成果

◇剰余金の使途について、中
期計画に定めた使途に充てた
結果、当該事業年度に得られ
た成果は、十分であった。
ａ：得られた成果は十分であ
った
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ｂ：得られた成果はやや不十
分であった

ｃ：得られた成果は不十分で
あった

（中期計画に定めた剰余金の
使途に充てた年度のみ評価を
行う ）。

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

事項

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
計画 計画

業務の適切かつ効率的 以下の施設及び整備を ◇中期計画に定められている
な実施の確保のため、業 行う。 施設及び設備について、当該
務実施上の必要性及び既 本部：事務室設備改修工事 事業年度における改修・整備
存の施設・ 設備の老朽化 横浜：事務室設備改修工事 前後の業務運営の改善の成果
等に伴う施設及び設備の 神戸：事務室設備改修工事 は十分であった。
整備・改修等を計画的に 検査設備改修工事 ａ：改善の成果は十分であっ
行う。 た

ｂ：改善の成果はやや不十分
であった

ｃ：改善の成果は不十分であ
った

２ 職員の人事に関する計 ２ 人事に関する計画 ○職員の人事に関する計画
画（人員及び人件費の効
率化に関する目標を含 （人員及び人件費の効率化に
む ） 関する目標を含む）。

(1) 方針 ◇生糸の格付業務について
ア 生糸の格付業務につい は、退職者不補充とした。
ては、退職者の不補充や ａ：不補充とした
有機農産物等の検査業務 ｃ：補充した
等ＪＡＳ法改正による新
規・拡充業務等への職員 ◇生糸の格付業務の職員の配
の計画的な配置転換を行 置転換計画を作成し、必要に
う。 応じ見直し、変更を行った。

ａ：計画を作成し、又は必要
な変更を行った

ｃ：計画を作成せず、又は必
要な変更を行わなかった
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◇配置転換計画に基づき職員
の配置転換を行った。
ａ：計画に基づき配置転換を
行い、又は配置転換の必要
性がなかったので行わなか
った

ｃ：計画に基づく配置転換を
行わなかった

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

置を行った
ｂ：業務量を勘案せず人員の
配置を行った

ｃ：人員の配置を行わなかっ
た

（平成１４年度限りの評価指
標）

ウ 食品に含まれる微量物 ◇リスク情報の収集、遺伝子
質の調査分析によるリス 分析等の拡充すべき業務に対
ク情報の収集、遺伝子分 応した人員の配置を行った。
析を活用した品質表示基 ａ：拡充すべき業務に対応し
準製品の検査等の分析業 た人員を配置した
務について、拡充への対 ｃ：拡充すべき業務に対応し
応を図る。 た人員を配置しなかった

(2) 人員に関する指標 ○ 常勤職員の数を６１人 ◇常勤職員の数を平成１３年
期末の常勤職員数を期 増員し、４７０人から 度当初を基準として１％（５

） 。初の１０９％（(1)のウ ５３１人にする。 人 程度の合理化減を図った
に係る増員分を除外した ａ：計画値の達成度合は９０
場合にあっては、合理化 ％以上であった
減を図ることにより９５ ｂ：計画値の達成度合は５０
％）とする。 ％以上９０％未満であった

（参考１） ｃ：計画値の達成度合は５０
１）期初の常勤職員数 ％未満であった
４８０人

２）期末の常勤職員数
の見込み ５２１
人
（うち(1)のウに

よる平成１５年度
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、 ）の増員は ６７人

（参考２）中期目標の期間
中の人件費総額

中期目標の期間中の人
件費総額見込み

１７，１４３百万円

(1) 業務内容の高度化及び (3) 人材の確保・育成 ３ 人材の育成
専門化に対応するととも ア 人材の育成 別に定めた職員技術研
に分析技術及び分析能力 別に定める職員技術研 修中期計画に基づき、以
の維持向上を図るため、 修計画に基づき、以下の 下の研修を計画的に実施
内部研修及び外部の高度 研修を計画的に実施する する。。
な分析技術を有する分析
機関や試験研究機関等へ
の職員の派遣研修、人事
交流等を行う。

○ 分析技術の内部研修の (ｱ) 職員の検査分析技術、 ○ 専門的知識を有する職 ◇専門的知識を有する職員及
開催回数：各事業年度 分析能力及び品質管理技 員及び試験研究機関の研 び試験研究機関の研究者等の
１０回以上 術等の維持向上を図るた 究者等の学識経験者を講 学識経験者を講師とした分析

め、専門的知識を有する 師とした分析技術に関す 技術に関する研修を１０回以
職員及び試験研究機関の る研修を１０回以上実施 上行った。
研究者等の学識経験者を する。 ａ：計画値の達成度合は100
講師とした分析技術に関 ・新規採用者導入研修 ％以上であった
する研修を各事業年度に ・専門技術研修 ｂ：計画値の達成度合は７０
１０回以上開催する。 ・機器操作技能研修 ％以上100％未満であった

・技術能力向上研修 ｃ：計画値の達成度合は７０
％未満であった

○ 外部機関への派遣研修 (ｲ) 外部の高度な検査分析 ○ 先進的な分析技術を有 ◇先進的な分析技術を有する
の開催回数：各事業年度 技術の導入を図るため、 する試験研究機関及び高 試験研究機関及び高度な分析
１０回以上 先進的な分析技術を有す 度な分析技術を有する検 技術を有する検査機関等への

る試験研究機関及び高度 査機関等への中長期の職 中長期の職員派遣研修を１０
な分析技術を有する検査 員派遣研修を１０回以上 回以上行った。
機関等への中長期の職員 実施する。 ａ：計画値の達成度合は100
派遣研修を各事業年度に ○ 業務上密接な関係を有 ％以上であった
１０回以上開催するとと する独立行政法人食品総 ｂ：計画値の達成度合は７０
もに、業務上密接な関係 合研究所等との人事交流 ％以上100％未満であった
を有する独立行政法人食 を行う。 ｃ：計画値の達成度合は７０
品総合研究所等との人事 ％未満であった
交流を行う。

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



- 68 -

ｃ：人事交流を行わなかった

(ｳ) 放射線取扱主任者、 ○ 業務運営上必要な資格 ◇ 年度計画に基づいて放射
ＩＳＯ９０００の審査員 を有する職員を養成する 線取扱主任者を養成するた
補、労働安全衛生法に係 ため、外部機関が主催す め、研修会の開催及び研修会
る作業環境測定士等業務 る研修会等へ職員を派遣 へ職員を派遣した。
運営上必要な資格を有す する。また、習得した技 ａ：研修会の開催及び研修会
る職員を養成するため、 術等を他の職員へ普及さ へ派遣した
研修会の開催及び外部機 せるための内部研修を実 ｃ：養成する必要があった
関が主催する研修会への 施する。必要に応じて資 が、研修会の開催及び研修
派遣を行う。 格取得に係る研修を職員 会へ派遣しなかった

に受講させる。
・資格取得研修 ◇年度計画に基づいてＩＳＯ
・内部資格研修 ９０００の審査員補を養成す

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

ｃ：養成する必要があった
が、研修会の開催及び研修
会へ派遣しなかった

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

(ｴ) 新規・拡充業務に適切 ○ 新規業務に適切に対応 ◇生糸格付業務担当職員を消
に対応するため、生糸格 するため、新たに取り組 費者対応業務、ＪＡＳ関係業
付業務担当職員を対象 む業務に関する研修を実 務等に活用するための研修計
に、消費者対応業務、Ｊ 施する。 画を作成し、研修を行った。
ＡＳ関係業務等に関する ａ：研修計画を作成し、研修
研修を計画的に実施す を行った
る。 ｃ：研修を行わなかった

(2) 農林水産行政との連 イ 農林水産行政と連携し ４ 人材の確保 ◇行政部局との人事交流を計
携を図るため、行政部 た業務運営の推進 農林水産行政との連携 画的に実施した。
局との円滑な人事交流 農林水産行政と連携し を図り、センター業務に ａ：人事交流を実施した
を図るとともに、セン た業務運営を推進するた 必要な人材を確保するた ｃ：人事交流を実施しなかっ
ター職員の採用に当た め、センターの業務と密 め 以下の措置を講ずる た、 。
っては、広く我が国の 接な関連を有する総合食 ○ 人事交流については、
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行政にも従事できる人 料局を中心とした行政部 独立行政法人の職員に幅 ◇行政部局が開催する行政研
材の確保に留意する。 局との人事交流を計画的 広い経験を積ませる必要 修等に参加した。

に実施するとともに、行 があること及びその業務 ａ：研修等に参加した
政部局が開催する行政研 は農林水産省や他の独立 ｃ：研修等に参加しなかった
修等に積極的に参加する 行政法人と密接に関係す。

ることから、一方に偏ら
ないよう諸事情に即し、
双方が出し合うことを基
本に業務の活性化、円滑
化を図る。

ウ 職員の採用 〇 職員の採用については ◇化学、農学等及び行政の試、
職員の採用に当たって 退職予定者等を勘案して 験区分の国家公務員試験合格

は、センターの業務を遂 業務に見合う人員配置を 者を中心として採用した。
行する上で必要とされる おこない、業務の円滑な ａ：国家公務員試験合格者を
分析の基礎的能力、農林 推進を図るため、国家公 中心として採用した
水産物や食品の製造等の 務員試験合格者等から採 ｃ：国家公務員試験合格者を
専門的知識等を有する化 用する。 採用しなかった
学、農学等及び行政の試 ○ 採用情報についてはホ
験区分の国家公務員試験 ームページ等に掲載し、
合格者を中心として採用 広く優秀な人材の確保に
する。 努める。

エ 検査分析能力等の向上 ５ 検査分析能力等の向上 ◇ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５
検査分析等における検 と信頼性の確保 の要求事項を満たす品質マニ

査分析能力及び検査分析 職員の技術力の向上を ュアル（１次文書 、手順書）
精度の向上のため、検査 図るため、以下の措置を ２次文書 及び作業標準 ３（ ） （
分析の実施体制に適正試 講ずるものとする。 次文書 （以下「品質マニュ）
験所規範（ＧＬＰ）及び ○ 検査分析等における検 アル等」という ）を作成す。
検査分析機関としての国 査分析能力及び検査分析 るとともに、定期的な見直し
際標準であるＩＳＯ／Ｉ 精度の向上並びに信頼性 を行い、必要に応じて改訂し
ＥＣ１７０２５の考え方 の確保を図るため、ＩＳ た。
を導入する。 Ｏ／ＩＥＣ１７０２５の ａ：品質マニュアル等を作成

、 、認定取得に向けての作業 し 又は必要な改訂を行い
に取り組む。 若しくは見直しの結果、改

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

オ 検査分析業務執行マニ ○ 平成１３年度作成した ◇分析機器に係る業務執行マ
ュアルの作成 分析機器及び試薬等の維 ニュアルを作成するととも
施設・機器類管理マニ 持管理及び記録等に係る に、定期的な見直しを行い、

ュアル、毒劇物管理規程 業務執行マニュアルを適 必要に応じて改訂した。
及び危険物管理規程等に 宜見直す。 ａ：マニュアルを作成し、又
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基づいて、分析機器及び は必要な改訂を行い、若し
試薬等の維持管理及び記 くは見直しの結果、改訂の
録等に係る業務執行マニ 必要性がなかった
ュアルを作成する。 ｃ：マニュアルを作成せず、

又は必要な改訂を行わなか
った

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

ｃ：マニュアルを作成せず、
又は必要な改訂を行わなか
った

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

ｃ：マニュアルを作成せず、
又は必要な改訂を行わなか
った

(3) 職員の技術力の向上 カ 精度管理の実施 ○ 分析精度の確認のため ◇実験室間精度管理を５回以、
を図るため、検査機関 分析精度の確認のため 外部機関が主催する技能 上実施した。、
としての国際標準の導 実験室間精度管理を各事 試験への参加を含め、実 ａ：計画値の達成度合は100
入、分析業務における 業年度に５回以上実施し 験室間精度管理を５回以 ％以上であった、
精度管理の実施等を行 その結果に基づき必要な 上実施し、その結果に基 ｂ：計画値の達成度合は７０
う。 措置を講じる。 づき必要な措置を講じる ％以上100％未満であった。

○ 実験室間精度管理の実 ｃ：計画値の達成度合は７０
施回数：各事業年度５回 ％未満であった
以上

◇実験室間精度管理の結果に
基づき必要な是正措置等を講
じた。
ａ：必要な措置を講じた
ｃ：必要な措置を講じなかっ
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た事例があった

［総合評価］

特 記 事 項 評 価


