
独立行政法人農薬検査所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薬検査所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

原則として農薬検査所の中期計画の小項目（以下「小項目」という ）を評価。

、 、 （ 「 」単位とし 小項目の評価 小項目の評価結果を踏まえた中項目 以下 中項目

という ）の評価、中項目の評価結果を踏まえた大項目（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４段階で行うも。 。

のとする。なお、各項目は別紙に定めるとおりである。

（ ） 、 、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、農薬

検査所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。

２ 各事業年度及び中期目標期間における実績評価の方法

（１）小項目以下の評価方法

①小項目以下の評価は以下のとおり行う。

ア 定量的に定められている項目の評価

Ａ：各年度の目標・計画数値の９０％以上

Ｂ：各年度の目標・計画数値の５０％以上９０％未満

Ｃ：各年度の目標・計画数値の５０％未満

イ 定性的に定められている項目の評価

（段階的な評価を行うことが適切な場合）

Ａ：計画どおり順調に実施された

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

Ｃ：計画どおりには実施できなかった

（段階的な評価を行うことが不適切な場合）

Ａ：行った

Ｃ：行わなかった



②小項目以下の項目において、その下に更に小さな評価項目が設定されている場

、 、 。合 当該項目の評価は 下位項目の評価結果の積み上げにより行うものとする

その際、原則として、下位の各項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の

区分により各下位項目の評価結果を点数化した上で、下記により当該上位項目

の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０ ≦ 合計点

Ｂ：満点×５／１０ ≦ 合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：合計点＜ 満点×５／１０

※「満点」とは「下位項目の数 ×２点」とし 「合計点」とは「当該＊注 、

上位項目に属する各下位項目の点数の合計値」とする。

＊注：マニュアル等の作成・見直しが不要の場合、評価対象から除外する。

③各項目の評価は、農薬検査所が業務の進捗状況を記載した書類を評価委員会に

提出し、これに基づいて行うこととする。

（２）中項目の評価方法

中項目の評価は以下のとおり行う。なお、いずれの評価においても当該評価を下

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重み付けのない項目

中項目の評価は、小項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その

際、原則として、各小項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分によ

り評価結果を点数化した上で、下記により中項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０ ≦ 合計点

Ｂ：満点×５／１０ ≦ 合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：合計点＜ 満点×５／１０

※「満点」とは「小項目の数 ×２点」とし 「合計点」とは「当該中＊注 、

項目に属する小項目の点数の合計値」とする。

＊注：国等の要請に応じて行うもの及び国からの指示に基づいて行う業務に

ついては、要請等がなかった場合、評価対象から除外する。

②重み付けのある項目

農薬検査所の業務は「農薬の検査」がその大半を占め、その効率化が最大の

目標であることから、農薬の検査に重みをつけた評価を行う。

ア 「◎業務運営の効率化 （大項目）に属する中項目のうち「○農薬の検査」． 」

の評価



「 」 「 」Ａ： ◇検査業務の効率化 がＡかつ ◇検査業務の効率化のための措置

がＢ以上

Ｂ：次のいずれかに該当する場合

①「◇検査業務の効率化」がＡかつ「◇検査業務の効率化のための措

置」がＣ

②「◇検査業務の効率化」がＢ

③「◇検査業務の効率化」がＣかつ「◇検査業務の効率化のための措

置」がＡ

「 」 「 」Ｃ： ◇検査業務の効率化 がＣかつ ◇検査業務の効率化のための措置

がＢ以下

イ 「◎サービスその他の業務の質の向上 （大項目）に属する中項目のうち． 」

「○農薬の検査」の評価

Ａ：次のいずれかに該当する場合

①「◇農薬の検査の迅速化」及び「◇生物農薬の検査の迅速化」がＡ

②「◇農薬の検査の迅速化」又は「◇生物農薬の検査の迅速化」のい

ずれか一方がＡで他方がＢであって 「◇生物農薬の検査の迅速化、

のための措置」及び「◇特定農薬の指定のための調査」がＡ

Ｂ：次のいずれかに該当する場合

①「◇農薬の検査の迅速化」及び「◇生物農薬の検査の迅速化」がＢ

②「◇農薬の検査の迅速化」又は「◇生物農薬の検査の迅速化」のい

ずれか一方がＡで他方がＢであって 「◇生物農薬の検査の迅速化、

のための措置」又は「◇特定農薬の指定のための調査」がＢ以下

③「◇農薬の検査の迅速化」又は「◇生物農薬の検査の迅速化」のい

ずれか一方がＢで他方がＣであって 「◇生物農薬の検査の迅速化、

のための措置」及び「◇特定農薬の指定のための調査」がＢ以上

④「◇農薬の検査の迅速化」又は「◇生物農薬の検査の迅速化」のい

ずれか一方がＡで他方がＣ

Ｃ：以下のいずれかに該当する場合

①「◇農薬の検査の迅速」及び「◇生物農薬の検査の迅速化」がＣ

②「◇農薬の検査の迅速化」又は「◇生物農薬の検査の迅速化」のい

ずれか一方がＢで他方がＣであって 「◇生物農薬の検査の迅速化、

のための措置」又は「◇特定農薬の指定のための調査」がＣ

③「◎業務運営の効率化 （大項目）のうち「○業務運営の効率化による経費」

の抑制」については、上記ア及びイにかかわらず、以下により評価を行う。

Ａ：対前年度比の抑制率が１％以上

Ｂ：対前年度比の抑制率が０．７％以上１％未満

Ｃ：対前年度比の抑制率が０．７％未満



（３）大項目の評価方法

大項目の評価は以下のとおり行う。なお、評価においては、各項目の評価結果だ

けでなく、当該法人の特性や特筆すべき事項、当初想定されなかった特殊要因等の

個別事情も総合的に勘案して行うこととする。

①重み付けのない項目

．「 、 」 「 」 、ア ◎予算 収支計画及び資金計画 及び ◎業務運営 の評価については

中項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その際、原則として、

各中項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分により評価結果を点

数化した上で、下記により大項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０ ≦ 合計点

Ｂ：満点×５／１０ ≦ 合計点 ＜ 満点×９／１０

Ｃ：合計点＜ 満点×５／１０

※ 「満点」とは「中項目の数×２点」とし 「合計点」とは「当該、

大項目に属する中項目の点数の合計値」とする。

イ 「◎短期借入金の有無、借入に至った理由等 「◎剰余金による成果」に． 」、

ついては、当該大項目に直接３段階の評価指標を設定して評価する。なお、

当該実績がない場合、評価対象から除外する。

②重み付けのある項目

農薬検査所の業務は「農薬の検査」がその大半を占め、その効率化が最大の

目標であることから、農薬の検査に重みをつけた評価を行う。具体的には

Ａ： ○農薬の検査」がＡかつ他の中項目がＢ以上「

Ｂ：次のいずれかに該当する場合

①「○農薬の検査」がＡかつ他の中項目のいずれかがＣ

②「○農薬の検査」がＢ

③「○農薬の検査」がＣかつ他の中項目のいずれかがＡ

Ｃ： ○農薬の検査」がＣかつ他の中項目がＢ以下「

（４）総合評価

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、

・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業務その他の特筆すべき事

項等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずべき措置等も併

せて記載するものとする。



（５）中期目標期間における評価

、 （ ） （ ） 。中期目標期間における評価は 上記 １ ～ ４ に準じて行うものとする

３ その他の留意事項

（１）当該事業年度に業務を実施しないこととされているものや要請に応じて行う

ものについては、要請等がなかった場合には、当該項目の評価を行わないこと

とする。

（２）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。

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。

（３）評価結果がＣとなる見込みの小項目については、その要因分析を十分に行う

こととする。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、

評価委員会における評価の過程において、Ａ評価又はＢ評価に修正することも

可とする。

また、とりわけ達成度合が低いものについては、達成方法等を見直すこと等

の勧告を付すものとする。



独立行政法人農薬検査所の評価指標

［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、□細項目、■微項目）

評価指標及び評価方法等 事業年度報告及び特記事項（自己評価） 評価中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目

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 自己評価：◎業務運営の効率化

関する事項 関する目標を達成するため 関する目標を達成するため

とるべき措置 とるべき措置

１ 農薬の検査 １ 農薬の検査 １ 農薬の検査 自己評価：○農薬の検査

近年の科学技術の進歩等 近年の科学技術の進歩等 近年の科学技術の進歩等

を背景として、農薬の登録 を背景として、農薬の登録 を背景として、農薬の登録

に係る検査について試験項 に係る検査について試験項 に係る検査について試験項

目が増加し、各検査の検査 目が増加し、各検査の検査 目が増加し、各検査の検査

内容が高度化・複雑化する 内容が高度化・複雑化する 内容が高度化・複雑化する

中で、農薬の品質の適正化 中で、その検査の質を確保 中で、その検査の質を確保

及び安全性の確保に資する しつつ、追加的な業務需要 しつつ、追加的な業務需要

ため、その検査の質を確保 に的確に対応するため、従 に的確に対応するため、１
（※１）しつつ、検査業務の効率化 来の検査内容について、次 申請当たりの検査期間

を図ることにより、従来の の措置を講じることにより を削減するよう、平成１５、

検査内容について１申請当 平成６年度から平成１０年 年度においても引き続き次

たりの検査期間 を５％ 度までの間に申請を受け付 の措置を講じる。（※１）

（ ）削減する。 けた農薬の平均検査期間 ※１

を基準として１申請当たり

の検査期間 を５％削減（※１）

する。

◇検査業務の効率化（※１）検査の過程で追加 （※１）検査の過程で追加 （※１）検査の過程で追加

試験成績等の提出が必要な 試験成績等の提出が必要な 試験成績等の提出が必要な 指標＝各年度における１申請当たりの平均検査

場合における当該追加試験 場合における当該追加試験 場合における当該追加試験 期間の削減（基準：平成６年度から平成１

成績等が提出されるまでの 成績等が提出されるまでの 成績等が提出されるまでの ０年度までの間に申請を受け付けた農薬の

期間及び登録申請された農 期間及び登録申請された農 期間及び登録申請された農 平均検査期間）

薬の一日摂取許容量が設定 薬の一日摂取許容量が設定 薬の一日摂取許容量が設定 Ａ：基準と比して削減率ｎ％以上

されるまでに要する期間 されるまでに要する期間は されるまでに要する期間 Ｂ：基準と比して削減率ｎ／2％以上ｎ％未満、

は、検査期間に含まないも 検査期間に含まないものと は、検査期間に含まないも Ｃ：基準と比して削減率ｎ／2％未満

のとする。 する。 のとする。

平成１３年度 ｎ＝１

平成１４年度 ｎ＝２

平成１５年度 ｎ＝３

平成１６年度 ｎ＝４



平成１７年度 ｎ＝５

自己評価：◇検査業務の効率化のための措置

（１）農薬取締法（昭和２ （１）各試験項目の内容に 自己評価：□申請に必要な各試験項目の内容についてのチ

ェックリスト及び申請の手引書の整備３年法律第８２号。以下 ついて、申請に当たりその

「法」という ）第２条第３ 過不足がないかのチェック Ａ：計画どおり順調に実施された。

項及び第６条の２第２項 こ リストの作成を進める。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された（

れらの規定を法第１５条の Ｃ：計画どおりには実施できなかった

２第６項において準用する

各年度の年度計画において規定されている場合を含む。以下同じ ）に。

具体的目標に基づき、達成度合を評価する。基づく農薬の登録に係る検

査のために製造業者及び輸

入業者（以下「申請者」と （２）申請の手引書の作成

いう ）から提出される申請 を進める。。

書、農薬の見本並びに農薬

の薬効、薬害、毒性及び残

留性に関する試験成績を記

載した書類の各項目につい

て、申請者が申請に当たっ

て項目の不足が確認できる

チェックリストを含めた申 （３）申請者の要望に応じ 自己評価：□申請者からの事前相談への対応の充実

請の手引書の整備を進める て、登録申請前の事前相談 Ａ：行った

とともに、申請者からの事 に応じる。 Ｃ：行わなかった

前相談への対応を充実させ

ることにより、検査の効率

化を図る。

（２）試験項目の増加及び （４）必要に応じて試験項 自己評価：□検査マニュアルの見直し

各検査の検査内容の高度化 目の増加及び各検査の検査 Ａ：計画どおり順調に実施された

・複雑化に対応するため、 内容の高度化・複雑化に対 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

検査マニュアルの見直しを 応するため検査マニュアル Ｃ：計画どおりには実施できなかった

行う。 の見直しを進める。平成１

５年度は特に生態影響等検

査マニュアルの見直しのた

めの検討を行う。

３ 検査を行うに当たり （５）登録検査に係る農薬 自己評価：（ ） 、 □検査進行管理表に基づく各検査の進行状況の



点検及び遅延要因の分析「検査進行管理表」に基づ について 「検査進行管理、

き各検査の進行状況を総合 表」を作成し、これに基づ Ａ：計画どおり順調に実施された

的かつ定期的に点検し、検 き概ね３ヶ月に１回の頻度 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

査の遅延の要因を分析して で検査進行管理会議を開催 Ｃ：計画どおりには実施できなかった、

検査の迅速化を図る。 する。

（４）農薬の検査を行う職 （６）農薬の検査を行う職 自己評価：□検査所内外における研修への参加等による職

員の資質の向上員は、毒性及び残留性等に 員は、毒性及び残留性等に

関する高度の専門知識が要 関する高度の専門知識が要 Ａ：計画どおり順調に実施された

求されることから、検査所 求されることから、検査所 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

内外における研修に参加さ 内外における研修に参加さ Ｃ：計画どおりには実施できなかった

せること等を行うことによ せること等を行うことによ

、 。 、 。り 職員の資質向上を図る り 職員の資質向上を図る

○農薬ＧＬＰ適合確認２ 農薬ＧＬＰ（Good Lab ２ 農薬ＧＬＰ（Good Labo ２ 農薬ＧＬＰ（Good Lab

oratory Practice：優良試 ratory Practice：優良試験 oratory Practice：優良試 自己評価：

験所規範）適合確認業務 所規範）適合確認 験所規範）適合確認

農薬の安全性に関する試 農薬の安全性に関する試 農薬の安全性に関する試

験成績の信頼性を確保する 験成績の信頼性を確保する 験成績の信頼性を確保する

ため、農薬ＧＬＰ制度の適 ため、農薬ＧＬＰ制度の適 ため、農薬ＧＬＰ制度の適

用対象試験の範囲が拡大 用対象試験の範囲が拡大し 用対象試験の範囲が拡大、

し、ＧＬＰ適合確認業務の ＧＬＰ適合確認業務の内容 し、ＧＬＰ適合確認業務の

内容の高度化・複雑化及び の高度化・複雑化及び件数 内容の高度化・複雑化及び

件数の増加が見込まれる。 の増加が見込まれる。この 件数の増加が見込まれる。

このような中で、的確なＧ ような中で、的確なＧＬＰ このような中で、的確なＧ

ＬＰ適合確認業務を行って 適合確認業務を行っていく ＬＰ適合確認業務を行って

いくため、実地訓練等によ ため、次の措置を講じるこ いくため、申請から適合確

る職員の資質の向上を通じ とにより、平成７年度から 認がなされるまでの１件当

て、業務の効率化を図るこ １１年度までの間にＧＬＰ たりの処理期間 を削減（※２）

◇ＧＬＰ適合確認業務の効率化とにより、申請から適合確 適合確認申請されたものの するよう、平成１５年度に

認がなされるまでの１件当 平均処理期間を基準として おいても引き続き次の措置 指標＝各年度における１申請当たりの平均処理

たりの処理期間 を５％ 申請から適合確認がなされ を講じる。 期間の削減（基準：平成７年度から平成１（※２）

削減する。 るまでの１件当たりの処理 １年度までの間にＧＬＰ適合確認申請がな

期間 を５％削減する。 されたものの１件当たりの平均処理期間）（※２）

（※２） 農林水産省が行 （※２） 農林水産省が行 （※２） 農林水産省が行 Ａ：基準と比して削減率ｎ％以上

う事務処理期間は含まない う事務処理期間は含まない う事務処理期間は含まない Ｂ：基準と比して削減率ｎ／２％以上ｎ％未満

ものとする。 ものとする。 ものとする。 Ｃ：基準と比して削減率ｎ／２％未満

平成１３年度 ｎ＝１

平成１４年度 ｎ＝２



平成１５年度 ｎ＝３

平成１６年度 ｎ＝４

平成１７年度 ｎ＝５

自己評価：◇ＧＬＰ適合確認業務の効率化のための措置

（１）ＧＬＰ適合確認の申 （１）平成１４年１２月２ 自己評価：□ＧＬＰ適合確認申請に関する手引書の作成

請に関する手引書を作成し ７日付けで各省が所轄する Ａ：計画どおり順調に実施された、

申請資料の不備を減少させ ＧＬＰについて、その適合 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

ることにより、審査の円滑 確認申請の様式が統一化さ Ｃ：計画どおりには実施できなかった

化を図る。 れたことを踏まえ、必要に

応じて申請に係る手引書の 各年度の年度計画において規定されている具

作成を進める。 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

（２）新たにＧＬＰ適用対 （２）必要に応じて、ＧＬ 自己評価：□必要に応じたＧＬＰ査察マニュアルの見直し

象試験となる水産動植物に Ｐ査察マニュアルの見直し Ａ：計画どおり順調に実施された

対する影響試験、動植物体 を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

内・土壌中・水中における Ｃ：計画どおりには実施できなかった

運命試験等について、ＧＬ

Ｐ査察のためのマニュアル 各年度の年度計画において規定されている具

を作成する。 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

（３）ＧＬＰ審査・査察を （３）ＧＬＰ審査・査察に 自己評価：□定期研修や実地査察への参加等による職員資

質の向上行う職員は、各種試験の実 携わる職員（以下 「査察、

施方法に関する高度の専門 員」という ）の資質の向 Ａ：計画どおり順調に実施された。

知識及び経験が要求される 上に努めるため、内部研修 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

ことから、検査所における を行うとともに、外部機関 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

定期的な研修や実地に査察 が主催するＧＬＰに関する

に参加させること等を行う 研究会等に職員を積極的に 各年度の年度計画において規定されている具

ことにより、職員の資質向 参加させる。また、新たに 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

上を図る。 査察員となる職員について

は、経験豊富な査察員と実

地に査察に参加させる等を

行うことにより、査察員の

資質向上を図る。

３ 業務運営の効率化によ ３ 業務運営の効率化によ ３ 業務運営の効率化によ 自己評価：○業務運営の効率化による経費の抑制

る経費の抑制 る経費の抑制 る経費の抑制 指標＝各年度の運営費交付金で行う事業に係る

経費（人件費を除く）の抑制



業務運営の効率化による 業務運営の効率化による 業務運営の効率化による Ａ：対前年度比の抑制率が１％以上

経費の抑制については、各 経費の抑制については、各 経費の抑制については、平 Ｂ：対前年度比の抑制率が０．７％以上１％未

事業年度の人件費を除く運 事業年度の人件費を除く運 成１５年度の人件費を除く 満

営費交付金で行う事業につ 営費交付金で行う事業につ 運営費交付金で行う事業に Ｃ：対前年度比の抑制率が０．７％未満

いて、少なくとも対前年度 いて、少なくとも対前年度 ついて、少なくとも対前年

比で１％抑制する。 比で１％抑制する。 度比で１％抑制する。

第３ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す 第２ 国民に対して提供す 自己評価：◎サービスその他の業務の質の向上

るサービスその他の業務の るサービスその他の業務の るサービスその他業務の質

質の向上に関する事項 質の向上に関する目標を達 の向上に関する目標を達成

成するためとるべき措置 するため取るべき措置

１ 農薬の検査 １ 農薬の検査 １ 農薬の検査 自己評価：○農薬の検査

中期目標においては、以下 中期目標においては、以下

の事項について取り組むこ の事項について取り組むこ

ととされている。 ととされている。

（１）近年の科学技術の進 （１）近年の科学技術の進 （１）近年の科学技術の進

歩等を背景として、農薬の 歩等を背景として、農薬の 歩等を背景として、農薬の

登録に係る検査について試 登録に係る検査について試 登録に係る検査について試

験項目が増加し、各検査の 験項目が増加し、各検査の 験項目が増加し、各検査の

検査内容が高度化・複雑化 検査内容が高度化・複雑化 検査内容が高度化・複雑化

する中で、農薬の製造業者 する中で、申請者の利便等 する中で、申請者の利便等

及び輸入業者（以下「申請 に供するため、行政手続法 に供するため、行政手続法

者」という ）の利便等に （平成５年法律第８８号） （平成５年法律第８８号）。

◇農薬の検査の迅速化供するため 行政手続法 平 第６条に基づき定められた 第６条に基づき定められた、 （

（ ） （ ）成５年法律第８８号）第６ 標準処理期間 １年６か月 標準処理期間 １年６か月

条に基づき定められた標準 内に登録できるよう、次の 内に登録できるよう次の検

処理期間（１年６か月）内 期間 内に検査を完了さ 査期間 内に検査を完了（※１） （※１）

に登録できるよう、次の期 せる。 させる。

間 内に検査を完了させ（※１）

る。

□左記基準設定が必要な農薬ア 農薬取締法（昭和２３ ア 法第３条第１項第４号 ア 農薬取締法（昭和２３

年法律第８２号）第３条第 から第７号までのいずれか 年法律第８２号 以下 法 指標＝１年５か月以内で完了した検査の割合。 「 」

１項第４号から第７号まで に掲げる場合に該当するか という ）第３条第１項第 Ａ：９０％以上。

のいずれかに掲げる場合に どうかの基準の設定が必要 ４号から第７号までのいず Ｂ：５０％以上９０％未満

該当するかどうかの基準の な農薬の検査については１ れかに掲げる場合に該当す Ｃ：５０％未満

設定が必要な農薬の検査に 年５か月以内 るかどうかの基準の設定が



ついては１年５か月以内 必要な農薬の検査について

は１年５か月以内

イ ア以外の農薬の検査に イ ア以外の農薬の検査に イ ア以外の農薬の検査に 自己評価：□基準設定が必要な農薬以外の農薬

ついては１１か月以内 ついては１１か月以内 ついては１１か月以内 指標＝１１ヶ月以内で完了した検査の割合

Ａ：９０％以上

Ｂ：５０％以上９０％未満

Ｃ：５０％未満

（２）また、近年、農業が （２）また、近年、農業が （２）また、近年、農業が 自己評価：◇生物農薬の検査の迅速化

本来有する自然循環機能を 本来有する自然循環機能を 本来有する自然循環機能を 指標＝各年度における１申請当たりの平均検査

維持増進するため、農薬の 維持増進するため、農薬の 維持増進するため、農薬の 期間の削減（基準：平成６年度から平成１

分野においても天敵等のい 分野においても天敵等のい 分野においても天敵等のい ０年度までの間に申請を受け付けた生物農

わゆる生物農薬の実用化の わゆる生物農薬の実用化の わゆる生物農薬の実用化の 薬の平均検査期間）

促進が求められている中 促進が求められている中で 促進が求められている中 Ａ：基準と比して削減率ｎ％以上、

で、このような新たなニー このような新たなニーズに で、このような新たなニー Ｂ：基準と比して削減率ｎ／２％以上ｎ％未満

ズに対応した農薬検査につ 対応した農薬検査について ズに対応した農薬検査につ Ｃ：基準と比して削減率ｎ／２％未満

いても、登録検査体制の充 は、登録検査体制の充実等 いては、登録検査体制の充

実等により一層の迅速化を により一層の迅速化を図る 実を図ること等により一層 平成１３年度 ｎ＝２。

図る の迅速化を図る。 平成１４年度 ｎ＝４

平成１５年度 ｎ＝６

平成１６年度 ｎ＝８

平成１７年度 ｎ＝10

◇農薬 生物農薬 検査 迅速化 措置上記に対処するため、次 このため、これを達成す 及び の のためのの

の措置を講じるとともに、 るために平成１５年度にお

各年度ごとの達成状況を把 いても引き続き次の措置を

握し、次年度の業務に反映 講じる。

させる。

□申請に必要な各試験項目の内容についてのチ① 法第２条第３項及び第 ① 各試験項目の内容につ

ェックリスト及び申請の手引書の整備６条の２第２項に基づく農 いて、申請に当たりその過

薬の登録に係る検査のため 不足がないかのチェックリ Ａ：計画どおり順調に実施された

に申請者から提出される申 ストの作成を進める。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

請書、農薬の見本並びに農 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

薬の薬効、薬害、毒性及び

残留性に関する試験成績を ② 申請の手引書の作成を 各年度の年度計画において規定されている具

記載した書類の各項目につ 進める。 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

いて、申請者が申請に当た

って項目の不足が確認でき

るチェックリストを含めた



申請の手引書の整備を進め

□申請者からの事前相談への対応の充実るとともに、申請者からの ③ 申請者の要望に応じ

事前相談への対応を充実さ て、登録申請前の事前相談 Ａ：行った

せることにより、検査の迅 に応じる。 Ｃ：行わなかった

速化を図る。

□検査マニュアルの見直し② 試験項目の増加及び各 ④ 必要に応じて試験項目

検査の検査内容の高度化・ の増加及び各検査の検査内 Ａ：計画どおり順調に実施された

複雑化に対応するため、検 容の高度化・複雑化に対応 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

査マニュアルの見直しを行 するため検査マニュアルの Ｃ：計画どおりには実施できなかった

う。 見直しを進める。平成１５

年度は特に生態影響等検査

マニュアルの見直しのため

の検討を行う。

□検査進行管理表に基づく各検査の進行状況の③ 検査を行うに当たり、 ⑤ 登録検査に係る農薬に

点検及び遅延要因の分析「検査進行管理表」に基づ ついて 検査進行管理表、「 」

き各検査の進行状況を総合 を作成し、これに基づき概 Ａ：計画どおり順調に実施された

的かつ定期的に点検し、検 ね３ヶ月に１回の頻度で検 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

査の遅延の要因を分析して 査進行管理会議を開催す Ｃ：計画どおりには実施できなかった、

検査の迅速化を図る。 る。

各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

□検査所内外における研修への参加等による職④ 農薬の検査を行う職員 ⑥ 農薬の検査を行う職員

員の資質の向上は、毒性及び残留性等に関 は、毒性及び残留性等に関

する高度の専門知識が要求 する高度の専門知識が要求 Ａ：計画どおり順調に実施された

されることから、検査所内 されることから、検査所内 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

外における研修に参加させ 外における研修に参加させ Ｃ：計画どおりには実施できなかった

ること等を行うことにより ること等を行うことによ、

職員の資質向上を図る。 り 職員の資質向上を図る 各年度の年度計画において規定されている具、 。

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

□生物農薬の検査体制の充実⑤ 生物農薬の申請につい

ては、検査体制を充実する Ａ：計画どおり順調に実施された

ことにより、特に、当該農 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

薬の検査の迅速化を図る。 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

各年度の年度計画において規定されている具



体的目標に基づき、達成度合を評価する。

◇特定農薬の指定のための調査（３）国からの要請に応じ

て、特定農薬の指定又は変 Ａ：計画どおり順調に実施された

更に必要な農薬の検査を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

うため、当該農薬の薬効薬 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

害等について調査、分析又

は試験を行う。 各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

２ １の業務に附帯する業 ２ １の業務に附帯する業 ２ １の業務に附帯する業 自己評価：○１の業務に附帯する業務

（１）農薬ＧＬＰ適合確認 （１）農薬ＧＬＰ適合確認 （１）農薬ＧＬＰ適合確認 自己評価：◇農薬ＧＬＰ適合確認の迅速化

の迅速化 の迅速化 の迅速化

農薬の安全性に関する試 農薬の安全性に関する試 農薬の安全性に関する試

験成績の信頼性を確保する 験成績の信頼性を確保する 験成績の信頼性を確保する

ため、農薬ＧＬＰ制度の適 ため、農薬のＧＬＰ制度の ため、農薬のＧＬＰ制度の

用対象試験の範囲が拡大 適用対象試験の範囲が拡大 適用対象試験の範囲が拡大

し、ＧＬＰ適合確認業務の し、ＧＬＰ適合確認業務の し、ＧＬＰ適合確認業務の

内容の高度化・複雑化及び 内容の高度化・複雑化及び 内容の高度化・複雑化及び

件数の増加が見込まれる。 件数の増加が見込まれる。 件数の増加が見込まれる。

このような中、ＧＬＰの審 このような中で、査察実施 このような中で、査察実施

査・査察に係る体制整備を 後６週間以内にＧＬＰ適合 後６週間以内にＧＬＰ適合

行うことにより業務の迅速 確認の結果を国に報告でき 確認の結果を国に報告でき

化を図り、査察実施後６週 るよう 次の措置を講じる るよう、平成１５年度には、 。

間以内に国に報告を行う。 次の措置を講じる。

□ＧＬＰ業務の迅速化

指標＝ＧＬＰ査察実施後６週間以内に国に報告

を行った件数の割合

Ａ：９０％以上

Ｂ：５０％以上９０％未満

Ｃ：５０％未満

以下の細項目を踏まえるとともに特筆すべき

事項を併せて評価する。

□ＧＬＰ業務の迅速化のための措置



■必要に応じたＧＬＰ査察マニュアルの見直しア 新たにＧＬＰ適用対象 ア 必要に応じて、ＧＬＰ

試験となる水産動植物に対 査察マニュアルの見直しを Ａ：計画どおり順調に実施された

する影響試験、動植物体内 行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

・土壌中・水中における運 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

命試験等について、ＧＬＰ

査察のためのマニュアルを 各年度の年度計画において規定されている具

作成する。 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

■定期研修や実地査察への参加等による職員資イ ＧＬＰ審査・査察を行 イ 査察員の資質の向上に

質の向上う職員は、各種試験の実施 努めるため、内部研修を行

方法に関する高度の専門知 うとともに、外部機関が主 Ａ：計画どおり順調に実施された

識、経験が要求されること 催するＧＬＰに関する研究 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

から、検査所における定期 会等に職員を積極的に参加 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

的な研修や実地に査察に参 させる。また、新たに査察

加させること等を行うこと 員となる職員については、 各年度の年度計画において規定されている具

により、職員の資質向上を 経験 豊富な査察員と実地 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

図る。 に査察に参加させる等を行

うことにより、査察員の資

質向上を図る。

■ＧＬＰ査察実施後の迅速な評価の実施ウ 査察実施後、原則とし ウ 査察実施後、原則とし

て３週間以内に査察結果を て３週間以内に査察結果を 指標＝ＧＬＰ査察実施後３週間以内に評価会議

取りまとめ、その結果をも 取りまとめ、その結果をも を開催した件数の割合

とに、検査所に設置する評 とに、検査所に設置する評 Ａ：９０％以上

価会議を適時開催し、迅速 価会議を適時開催し、迅速 Ｂ：５０％以上９０％未満

な評価を行う。 な評価を行う。 Ｃ：５０％未満

（２）調査研究 （２）調査研究 （２）調査研究 自己評価：◇調査研究

近年の科学技術の進歩に 近年の科学技術の進歩に

近年の科学技術の進歩に 対応した農薬の検査技術の 対応した農薬の検査技術の

対応した農薬の検査技術の 向上や検査内容の改善が求 向上や検査内容の改善が求

向上や検査内容の改善が求 められていることから、農 められていることから、平

められていることから、農 薬の検査技術の向上等に係 成１５年度においては次の

薬の検査技術の向上等に係 る、次に掲げる調査及び研 調査及び研究を行う。

る、次に掲げる調査及び研 究を重点的に実施する。

究を重点的に実施する。

□農薬に係るＯＥＣＤテストガイドラインの検ア 農薬に係るＯＥＣＤテ ア 農薬の土壌中での移行 ア 農薬の土壌中での移行

証及び我が国への導入の可能性の検討等ストガイドライン等の検証 性を評価するためＯＥＣＤ 性を評価するためＯＥＣＤ

に取り組むとともに、につ で検討されているテストガ で検討されている地下移行 Ａ：計画どおり順調に実施された



いて、国との連携の下、検 イドライン（案）の検証に 性に関するテストガイドラ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

討を行う。 取り組むとともに、我が国 イン（案）に係る情報の収 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

への導入の可能性について 集、カラムリーチング試験、

国との連携の下、検討を行 の実施及び検討 各年度の年度計画において規定されている具

う。 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

□農薬中の有害副成分の分析技術の研究イ 農薬中の有害副成分の イ 農薬中の有害副成分の イ 農薬中に含まれるおそ

分析技術の研究に取り組 分析技術の研究に取り組み れのあるダイオキシン類に、

む。 農薬の見本の検査は、有効 ついて二重収束型ＧＣ－Ｍ Ａ：計画どおり順調に実施された

なお、調査研究に係る目 成分に含まれるダイオキシ Ｓによる分析の試行及び検 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

標の作成に当たっては、次 ン等について、その分析法 討 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

のように定義した用語を使 を確立する。

用し、段階的な達成目標を 各年度の年度計画において規定されている具

示している。また、調査研 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

究の対象等を明示すること

により、必ず達成すべき目

標を具体的に示している。

「取り組む ：新たな研究」

課題に着手して、試験研究

を推進すること。

農薬に関する情報提 （３）農薬に関する情報提 農薬に関する情報の 自己評価：（３） （３） ◇農薬に関する情報の提供等

供等 供等 提供等

消費者をはじめとする国 消費者をはじめとする国 消費者をはじめとする国

民の食の安全・安心に対す 民の食の安全・安心に対す 民の食の安全・安心に対す

る関心の高まりに対応し、 る関心の高まりに対応し、 る関心の高まりに対応し、

農薬の安全性に関する情報 以下のような具体的措置を 農薬に対する国民の理解を

を積極的に提供するととも 講ずる。 深めるため、平成１５年度

に、消費者、生産者等から は以下のような措置を講じ

の問い合わせに対応する。 農薬に関する情報を積極的

に提供する。

ア ホームページに、農薬 ア 農薬検査所のホームペ 自己評価：□ホームページに追加掲載する情報の検討

の登録及び失効に関する情 ージに掲載している農薬の

報のほか、使用方法、安全 登録及び失効に関する情報 Ａ：計画どおり順調に実施された

性等に関する情報を追加し 以外に、使用方法等、新た Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された、

掲載内容の充実を図ること にホームページに追加掲載 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

により、農薬に関する情報 する情報について検討を行

を積極的に提供する。 う。 各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。



□データベースの追加及びシステム構築の検討イ 消費者、生産者等から イ アに対応するため、農

の問い合わせに適切に対応 薬検査所が保有する農薬に Ａ：計画どおり順調に実施された

する。 関するデータベースの追加 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

及び情報提供に対応したシ Ｃ：計画どおりに実施できなかった

ステムの構築について検討

を行う。 各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

（４）情報収集等 （４）情報収集等 （４）情報収集等 自己評価：◇情報収集等

農薬の品質の適正化及び 農薬の品質の適正化及び 農薬の品質の適正化及び

安全性の確保を図るととも 安全性の確保を図るととも 安全性の確保を図るととも

に、農薬の検査を適切に行 に、農薬の検査を適切に行 に、農薬の検査を適切に行

うため、コーデックス食品 うため、以下のとおり、コ うため、以下のとおり、コ

規格委員会 ーデックス食品規格委員会 ーデックス食品規格委員会（Codex Aliment

arius Commission) （Codex Alimentarius Commis （Codex Alimentarius CommiやＯＥＣ

Ｄ加盟国で作成されている やＯＥＣＤ加盟国で作 やＯＥＣＤ加盟国でsion) ssion)

農薬の毒性及び残留性の評 成されている農薬の毒性及 作成されている農薬の毒性

価概要（モノグラフ 、国 び残留性の評価概要（モノ 及び残留性の評価概要（モ）

内外の主要農薬ごとの文献 グラフ 、国内外の主要農薬 ノグラフ 、国内外の主要） ）

情報等を積極的に入手し、 ごとの文献情報等を積極的 農薬ごとの文献情報等を積

これらの情報の分類・整理 に入手し、これらの情報の 極的に入手し、これら情報

を行う。 分類・整理を行う。 の分類・整理を行う。

ア コーデックス食品規格 自己評価：□コーデックス食品規格委員会及びＯＥＣＤ加

盟国で作成されているモノグラフ等の検査への委員会、ＯＥＣＤ加盟国で

反映作成されているモノグラフ

等を入手し、検査の適正化 Ａ：計画どおり順調に実施された

及び迅速化に反映させる。 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

イ 国内外の各種会議への Ｃ：計画どおりに実施できなかった

参加を通じて最新の情報を

入手し、検査の適正化及び

□国内外の各種会議への参加を通じて最新の情迅速化に反映させる。

報の検査への反映

Ａ：計画どおり順調に実施された

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

Ｃ：計画どおりに実施できなかった

（５）研修・指導等 （５）研修・指導等 （５）研修・指導等 自己評価：◇研修・指導等

指標＝都道府県等からの要請に応じ、農薬の適

都道府県等からの要請に 都道府県等からの要請に 都道府県等からの要請に 正使用の確保に関する研修会、技術指導会

応じ、農薬の適正使用の確 応じ、農薬の適正使用の確 応じ、農薬の適正使用の確 等に、職員を講師として派遣したか。



保に関する研修会、技術指 保に関する研修会、技術指 保に関する研修会、技術指 Ａ：要請に応じて講師を派遣した

導会等を開催し、又は職員 導会等を開催し、又は職員 導会等を開催し、又は職員 Ｂ：概ね要請に応じて講師を派遣したが、一部

を講師として派遣する。 を講師として派遣する。 を講師として派遣する。 応じられなかった

Ｃ：ほとんど要請に応じられなかった

各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

（６）国際調和への対応 （６）国際調和への対応 （６）国際調和への対応 自己評価：◇国際調和への対応

指標＝国からの要請を受けて、以下の事項につ

中期目標の期間中におい 新たなＯＥＣＤのテスト 平成１５年度にはＯＥＣ いて対応したか

て、 ガイドライン等の策定並び Ｄ農薬作業部会及びＧＬＰ ①ＯＥＣＤ環境政策委員会農薬作業部会等の作

に外国・地域との間におけ 作業部会等の開催が予定さ 業への参加

るＧＬＰ制度の相互承認に れているので、国との連携 ②コーデックス残留農薬部会の作業への参加

係る協定及び２国間取決め ・協力の下、これらの会議 ③日・ＥＵ等のＧＬＰに係る相互承認協定の履

の増加が予想されることか に職員を出席させ、農薬の 行への貢献

ら、これらに対して技術的 検査に関する国際調和を図

に貢献するため、必要に応 る。 Ａ：すべての要請に対応した

じ 国との連携・協力の下 Ｂ：概ね要請に対応したが、一部対応できなか、 、

以下の取組を行う。 った

ア 新たなＯＥＣＤのテス ア ＯＥＣＤ環境政策委員 Ｃ：ほとんど要請に対応できなかった

トガイドライン等の策定 会農薬作業部会等の作業に

参加し、農薬登録制度に係 国からの要請がなかった場合は、本項目の評

る国際的調和を推進する。 価は行わない。

イ 外国・地域との間にお イ コーデックス残留農薬

けるＧＬＰ制度の相互承認 部会（Codex Committee on

に係る協定及び２国間取決 Pesticide Residues)の作

めの増加が予想されること 業に参加し、国際的農薬残

から、これらに対して技術 留に係る基準の設定に貢献

的に貢献するため、必要に する。

応じ、国際会議等に職員を ウ 日・ＥＵ等のＧＬＰに

派遣する。 係る相互承認協定の履行に

貢献する。

（７）海外技術支援 （７）海外技術支援 （７）海外技術支援 自己評価：◇海外技術支援

発展途上国等からの要請 発展途上国等からの要請

に応じ 国等との連携の下 に応じ 国等との連携の下 発展途上国等からの要請 指標＝発展途上国からの要請を受けて、以下の、 、 、 、

農薬に関する専門技術的な 農薬に関する専門技術的な に応じ、海外からの研修生 事項について対応したか

面での支援を行う。 面での支援を行う。 の受け入れ等農薬に関する ①ＪＩＣＡのプロジェクトへの職員の派遣

ア フィリピン農薬残留プ 専門技術的な面で支援を行 ②海外からの研修生の受け入れ

ロジェクト等、ＪＩＣＡの う。 Ａ：すべての要請に対応した



プロジェクトに職員を派遣 Ｂ：概ね要請に対応したが、一部対応できなか

し、途上国の農薬検査技術 った

の向上を支援する。 Ｃ：ほとんど要請に対応できなかった

イ 海外からの研修生を積 発展途上国からの要請がなかった場合は、本

極的に受け入れ、途上国の 項目の評価は行わない

農薬検査技術の向上を支援

する。

（８）アンケート調査の実 （８）アンケート調査の実 （８）アンケート調査の実 自己評価：◇申請者及び国内管理人に対するアンケート調

査による登録検査業務の質の向上施 施 施

検査所が行う農薬の登録 中期目標期間中には、検 Ａ：計画どおり順調に実施された

検査所が行う農薬の登録 及び適用病害虫等の変更の 査所が行う業務について、 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

及び適用病害虫等の変更の 登録に係る農薬の検査等の その業務の質を向上するた Ｃ：計画どおりに実施できなかった

登録に係る農薬の検査等の 業務について、申請者及び めに申請者に対してアンケ

業務について、申請者及び 国内管理人に対し定期的な ート調査を行うこととして 各年度の年度計画において規定されている具

国内管理人に対しアンケー アンケート調査を行い、そ いるが、平成１５年度にも 体的目標に基づき、達成度合を評価する。

ト調査を行い、その結果を の結果を分析するとともに 引き続き当該アンケート調、

分析するとともに、当該業 当該業務の質の向上を図る 査を実施する。。

務の質の向上を図る。

（９）情報の保全・管理 （９）情報の保全・管理 （９）情報の保全・管理 自己評価：◇情報の保全・管理

個々の農薬の毒性試験等 個々の農薬の毒性試験等 個々の農薬の毒性試験等

のデータ等は、それらを作 のデータ等は、それらを作 のデータ等は、それらを作

成した申請者に帰属するも 成した申請者に帰属するも 成した申請者に帰属するも

のであることから、当該デ のであることから、当該デ のであることから、十分な

ータ等の保管場所への第三 ータ等を適正に保全・管理 保全・管理を行い、第三者

者による不正侵入の防止等 するため、以下の取組を行 による不正侵入防止措置を

を図るなど、これらの情報 う。 講じてきたところである

を適正に保全・管理する。 が、平成１５年度もこの措

ア 当該データ等の保管場 置を講じるとともに、試験 自己評価：□データ等の一括管理体制の確立

所への第三者による不正侵 成績の毀損及び劣化の防止

入の防止措置を講じるため 等のため、前年と同程度の Ａ：計画どおり順調に実施された、

データ等の一括管理体制を 件数の試験成績について磁 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

確立する。 気媒体（光ディスク）に転 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

写し、保管する。

各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

□データの磁気媒体への転写の推進イ データの毀損を防止す



るため、磁気媒体への転写 自己評価：

を推進する。 Ａ：計画どおり順調に実施された

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

Ｃ：計画どおりに実施できなかった

各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

（１０）国の施策に対する

技術的協力

国が行う農薬の安全性に

係る基準の設定等につい

て、技術的な観点から協力

を行う。

３ 農薬取締法等の規定に ３ 農薬取締法等の規定に ３ 農薬取締法等の規定に 自己評価：○農薬取締法の規定による集取及び立入検査

よる集取、立入検査等 よる集取、立入検査等 よる集取及び立入検査等

（１）農薬取締法（昭和２ （１）法第１３条の２の規 （１）法第１３条の２に規

３年法律第８２号）第１３ 定による農薬又はその原料 定する農薬又はその原料

。 （ 「 」 。）条の２の規定による農薬又 （以下「農薬等」という ） 以下 農薬等 という

はその原料 以下 農薬等 の集取及び立入検査の迅速 の集取及び立入検査の迅速（ 「 」

という ）の集取及び立入 化を図るため次の措置を講 化を図るため次の措置を講。

検査を行うに当たっては、 じ、集取又は立入検査実施 じ、集取又は立入検査実施

農林水産大臣の指示に基づ 後、検査の結果について１ 後、検査の結果について１

き適切に実施する。 か月以内に農林水産大臣に か月以内に農林水産大臣に

また、農薬等の集取又は 報告を行う。ただし、集取 報告を行う。ただし、集取

立入検査を実施した場合に 農薬等の検査に時間を要す 農薬等の検査に時間を要す

あっては、その結果を立入 る場合にあっては、当該検 る場合にあっては、当該検

検査等実施後、原則として 査結果が得られ次第、その 査結果が得られ次第、その

１か月以内に農林水産大臣 結果を農林水産大臣に報告 結果を農林水産大臣に報告 自己評価：◇集取又は立入検査実施後、検査結果について

１か月以内に農林水産大臣に報告を行った件に報告を行う。ただし、集 する。 する。

数の割合取農薬等の検査に時間を要

する場合にあっては、当該 Ａ：９０％以上

検査結果が得られ次第、そ Ｂ：５０％以上９０％未満

の結果を農林水産大臣に報 Ｃ：５０％未満

告する。

集取農薬の検査に時間を要する場合にあって

は、集取農薬の検査結果が得られ次第、その結

果を農林水産大臣に報告することになっている

旨に留意する。



自己評価：◇立入検査業務の迅速化のための措置

ア 立入検査 ア 立入検査 自己評価：□立入検査マニュアルの作成

立入検査マニュアルを作 立入検査業務の適正化・ Ａ：計画どおり順調に実施された

成し、立入検査業務の適正 迅速化を図るため作成した Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

化・迅速化を図る。 立入検査マニュアルについ Ｃ：計画どおりには実施できなかった

て必要に応じて見直しを行

う。 各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

イ 農薬等の集取 イ 農薬等の集取 自己評価：□農薬の集取マニュアルの作成

集取マニュアルを作成 集取した農薬の検査の迅 Ａ：計画どおり順調に実施された

速化を図る作成した集取マ Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

し、集取した農薬等の検査 ニュアルについて必要に応 Ｃ：計画どおりには実施できなかった

の迅速化を図る。 じて見直しを行う。

各年度の年度計画において規定されている具

体的目標に基づき、達成度合を評価する。

◇立ち入り、質問、検査及び収去の実施（２）遺伝子組換え生物等 （２）遺伝子組換え生物等 （２）遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物 の使用等の規制による生物 の使用等の規制による生物 Ａ：計画どおり順調に実施された

の多様性の確保に関する法 の多様性の確保に関する法 の多様性の確保に関する法 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

律（平成１５年法律第９７ 律（平成１５年法律第９７ 律（平成１５年法律第９７ Ｃ：計画どおりには実施できなかった

号）第３２条の規定に基づ 号）第３２条の規定に基づ 号）第３２条の規定に基づ

き、同条第２項の農林水産 き、同条第２項の農林水産 き、同条第２項の農林水産 各年度の年度計画において規定されている具

大臣の指示に従い 立入り 大臣の指示に従い 立入り 大臣の指示に従い、立ち入 体的目標に基づき、達成割合を評価する。、 、 、 、

質問、検査及び収去を的確 質問、検査及び収去を的確 り、質問、検査及び収去を

に実施する。 に実施する。 的確に実施する。

第４ 財務内容の改善に関

する事項

適切な業務運営を行うこ

とにより、収支の均衡を図 第３ 予算、収支計画及び 第３ 予算、収支計画及び 自己評価：◎予算、収支計画及び資金計画

る。 資金計画 資金計画



自己評価：○経費（事業費及び一般管理費）節減に係る取

り組み

（ ）支出の削減についての具体的方針及び実績等

Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分である

Ｃ：取り組みは不十分であった

※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。

自己評価：○法人運営における資金の配分状況

（人件費、事業経費、一般管理費等法人全体の

資金配分方針及び実績、関連する業務の状況、

予算決定方式等）

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

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 自己評価：◎短期借入金の有無、借入に至った理由等

１億円 （法人の短期借入金について、借入の有無、借

１億円 （想定される理由） 入に至った場合の理由、使途、金額、金利、手

（想定される理由） 続き、返済の状況と見込み）

Ａ：借入は行われなかった、又は借入に至った

運営費交付金の受入れが 理由等は適切であった

運営費交付金の受入れが 遅延。 Ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であった

遅延。 Ｃ：借入に至った理由等は不適切であった

当該評価を下すに至った経緯、中期目標、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 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 自己評価：◎剰余金による成果

（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

業務運営の効率化及び業 業務運営の効率化及び業 Ａ：得られた成果は十分であった

務の質の向上を図るため農 務の質の向上を図るため農 Ｂ：得られた成果はやや不十分であった

薬検査用機器の更新。 薬検査用機器の更新。 Ｃ：得られた成果は不十分であった



当該評価を下すに至った経緯、中期目標、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。

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６ その他農林水産省令 第６ その他農林水産省令 自己評価：◎その他農林水産省令で定める業務運営に関す

る事項で定める業務運営に関する で定める業務運営に関する

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 自己評価：○施設及び設備に関する計画

計画 計画

（中期計画に定められている施設及び設備につ

業務の適切かつ効率的な 業務の適切かつ効率的な いての当該事業年度における改修、整備前後の

実施の確保のため、業務実 実施の確保のため、業務実 業務運営の改善の成果）

施上の必要性及び既存の施 施上の必要性及び既存の施 Ａ：改善の成果は十分であった

設・設備の老朽化等に伴う 設・設備の老朽化等に伴う Ｂ：改善の成果はやや不十分であった

施設及び設備の整備・改修 施設及び設備の整備・改修 Ｃ：改善の成果は不十分であった

等を計画的に行う。 等を計画的に行う。

２ 職員の人事に関する計 ２ 職員の人事に関する計 自己評価：○職員の人事に関する計画

画 画

（１）方針 （１）方針 自己評価：◇職員の人事に関する方針

ア 既存業務の効率化を推 ア 既存業務の効率化を推 指標＝人員の適正配置、必要な人員の確保

進することによる人員の適 進することによる人員の適 Ａ：計画どおり順調に実施された

正な配置を進めるとともに 正な配置を進めるととも Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された、

農薬の試験項目の増大、Ｇ に 農薬の試験項目の増大 Ｃ：計画どおりに実施できなかった、 、

ＬＰ適合確認、調査研究の ＧＬＰ適合確認、調査研究

拡充及び情報公開法の施行 の拡充及び情報公開法の施

に的確に対応するため、必 行に的確に対応するため、

要な人員を確保する。 必要な人員を確保する。

イ 生態影響、環境基準等 イ 生態影響及び環境基準

に係る農薬登録検査及び農 を十分考慮した農薬登録検

薬に関する情報の提供等へ 査、流通農薬検査及び農薬

の対応を強化するため、必 に関する情報の提供等への

要な人員を確保する。 対応を強化するため、必要



な人員を確保する。

（２）人員に関する指標 （２）人員に関する指標 自己評価：◇人事に関する指標

期末の常勤職員数を期初 年度末の常勤職員数を年

の１０９％程度（ １）のイ 度当初の１１１％程度 指標＝年度末の常勤職員数（

に係る増員分を除外した場 （ １）のイに係る増員分 Ａ：計画どおり順調に実施された（

合にあっては、９８％）と を除外した場合にあって Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

する。 は、１００％）とする。 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

（参考） （参考）

期初常勤職員 ６６人 年度当初常勤職員 ６５人 各年度の年度計画において規定されている具体

期末常勤職員の見込み 年度末常勤職員の見込み 的目標に基づき、達成度合を評価する。

７２人 ７２人

（うち（１）のイによる平

、 ）成１５年度の増員は ７人

人件費総額見込み 人件費総額見込み

２，６１３百万円 ５７１百万円

３ その他 人材の確保 ３ その他 人材の確保 自己評価：（ ） 、 、 （ ） 、 、 ◇その他人材の確保、人材の養成

人材の養成などについての 人材の養成などについての

計画 計画 指標＝職員の任用、研修への職員の参加、国の

人事院主催の国家公務員 人事院主催の国家公務員 機関等との人事交流の実施状況

採用試験合格者名簿から、 採用試験合格者名簿から、

職員を任用するとともに、 職員を任用するとともに、 Ａ：計画どおり順調に実施された

国等が行う研修への職員の 国等が行う研修への職員の Ｂ：概ね計画どおり順調に実施された

参加、国の機関等との人事 参加、国の機関等との人事 Ｃ：計画どおりに実施できなかった

交流により、職員の資質向 交流により、職員の資質向

上を図る。 上を図る。


