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独立行政法人種苗管理センター平成１８年度業務実績評価

〔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 中期計画 平成１８年度計画 評価指標 事業年度報告 評 価

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

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

項 標を達成するため ためとるべき措置

とるべき措置 各中項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２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、中期計画等に記載されて

いる事項以外の業績等特筆す

べき事項についても併せて記

載する。

なお、A評価とした場合に

は、各項目の達成状況及びそ

の他の要因を分析し、必要に

応じS評価とすることができ

る。また、C評価とした場合

には、要因を分析し、必要に

応じてD評価とすることがで

きる。

また、S評価及びD評価とし

た場合には、その理由を明記

するものとする。

（以下のすべての大項目の評

価に共通とする。）
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１ 農林水産植 １ 農林水産植 １ 農林水産植物の品 ○栽培試験の効率化 Ａ

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

る栽培試験等 る栽培試験等

栽培試験につい 各小項目の評価点数の区分は

ては、農林水産分 以 下のとおりとする。

野の知的財産とし Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

て、その保護の強 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

化が重要な国家戦 評価:－２点

略とされている植

物新品種について Ａ：４点以上

、国がその育成者 Ｂ：０～３点

に育成者権を付与 Ｃ：０点未満

するため、種苗法

に基づき実施する 特殊事情、業績等の特筆す

ものであること、 べき事項にも配慮するものと

品種登録出願件数 する。

の増加に伴い実施 なお、A評価とした場合に

点数の増加が見込 は、確証項目の達成状況及び

まれること、育成 その他の要因を分析し、必要

者権の侵害が問題 に応じS評価とすることがで

化し、その対策の きる。また、C評価とした場

強化が求められて 合には、要因を分析し、必要

いることから、民 に応じてD評価とすることが

間等への栽培試験 できる。

の委託も活用しつ また、S評価及びD評価とし

つ、業務の強化を た場合には、その理由を明記

図り、重点的に実 するものとする。

施するものとする さらに、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。

（以下のすべての中項目の評価

に共通とする。）

（１）農林水産 （１）農林水産 （１）農林水産植物の

植物の品種登録に 植物の品種登録に 品種登録に係る栽培試験

係る栽培試験 係る栽培試験

ア 北海道中央農 ア 平成１８年度 ア 平成１８年度中に、 ◇栽培試験実施場所の再編・統合 【事業報告書の記述】 Ａ

場、嬬恋農場及び 中に、北海道中央 北海道中央農場及び嬬恋 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○平成１８年４月に北海道中央農場及び嬬恋農場の栽培試験業
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久留米分室におけ 農場及び嬬恋農場 農場における栽培試験業 に優れた成果が得られた 務を八岳農場へ、久留米分室における栽培試験業務を西日本

る栽培試験業務を における栽培試験 務を八岳農場に、久留米 Ａ：順調に進んでいる 農場へ移管した。また、西日本農場の職員の増員及び施設の

他農場に移管し、 業務を八岳農場に 分室における栽培試験業 Ｂ：概ね順調に進んでいる 整備等を図り、西日本農場の拠点化を進めた。

集約化を図るとと 、久留米分室にお 務を西日本農場にそれぞ Ｃ：不十分又は問題あり

もに、西日本農場 ける栽培試験業務 れ移管する。また、西日 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

の拠点化を進め、 を西日本農場にそ 本農場の拠点化を進め、 、その要因が法人の不適切

職員等の重点的な れぞれ移管する。 職員等の重点的な配置を な運営にあった

配置を行う。また また、西日本農場 行う。さらに、西日本農 各年度の年度計画におい

、北海道中央農場 の拠点化を進め、 場における栽培適性等の て定められている具体的目標

、嬬恋農場及び久 職員等の重点的な 検討を行い「栽培試験対 と業務実績を勘案し、評価を

留米分室以外の農 配置を行う。さら 象植物集約化計画」を策 行うものとする。

場における業務に に、西日本農場に 定する。 評価に当たっては、特殊事

ついても、可能な おける栽培適性等 情、業績等の特筆すべき事項

ものは早期に西日 の検討を行い、金 にも配慮するものとする。

本農場に移管する 谷農場及び知覧農 （以下すべての小項目の評価に

。 場の栽培試験業務 共通とする。）

について、可能な

ものから早期に西 ◇栽培試験対象植物の集約化 【事業報告書の記述】 Ａ

日本農場に移管す Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○植物ごとの実施点数、西日本農場の施設整備の状況や栽培適

るとともに、栽培 に優れた成果が得られた 性等を考慮して、栽培試験対象植物の集約化計画を策定し、

試験対象植物の集 Ａ：順調に進んでいる 計画に基づき対象植物の集約化を進めた。

約化を推進する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因が法人の不適切

な運営にあった

表 集約化計画に基づく１８年度の移管状況及び今後の集約化計画

農場名 移管状況 今後の集約化計画

本所 いちごを雲仙に移管

八岳 スターチスを受け入れ

金谷 ビンカを受け入れ、シクラメン とうがらし、ビンカ、ばら（鉢物）等を西日本へ移

・ほうせんかを西日本へ移管 管

西日本 シクラメン・ホウセンカを受け とうがらし、ビンカ、ばら（鉢物）、ペラルゴニウ

入れ ム、ガーベラ、きんぎょそう、カリブラコア、ばら

（切花）等を受け入れ

メロン、グラジオラスを雲仙に移管

雲仙 いちごを受け入れ、スターチス メロン、グラジオラスを西日本から受け入れ

を八岳に移管 フリージアを知覧から受け入れ

知覧 ビンカを金谷へ移管 きんぎょそう、カリブラコア、ばら（切花）、ペラ
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ルゴニウム、ガーベラを西日本へ移管

フリージアを雲仙に移管

※１８年度末現在

イ 栽培試験の実 イ 栽培試験結果 イ 対照品種の選定、出 ◇栽培試験結果等のデータベース 【事業報告書の記述】 Ａ

施に当たって、対 等のデータベース 願品種の栽培に適したほ の充実 ○品種特性、保存品種、種苗の入手先情報等のデータを栽培試

照品種の選定、ほ の充実を図り、対 場の選択等を的確かつ迅 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 験の実施状況に合わせて入力した。

場の選択等を的確 照品種の選定、出 速に行うため、６００品 に優れた成果が得られた

かつ迅速に行うこ 願品種に適したほ 種程度の画像情報等を入 Ａ：順調に進んでいる 表 データベース情報入力実績

とにより、一層の 場の選択等を的確 力し、栽培試験結果等の Ｂ：概ね順調に進んでいる 18年度 17年度 累計

合理化を図る。 かつ迅速に行う。 データベースの充実を図 Ｃ：不十分又は問題あり 画像情報(品種数) 868 787 6,054

る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 定型情報データ(品種数) 3,590 1,307 13,363

、その要因が法人の不適切な 種苗の入手先情報(件数) 13,777 9,542 44,548

運営にあった 品種特性情報(件数) 775 812 12,246

栽培試験情報(件数) 80 58 1,388

保存品種情報(品種数) 1,115 2,089 10,987

品種情報(品種数) 4,261 4,409 38,448

ウ 中立公正性、 ウ 中立公正性、 ウ 出願品種栽培試験事 ◇公募による栽培試験の委託 【事業報告書の記述】 Ａ

秘密保持の確保等 秘密保持の確保等 業委託先募集実施要領に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領に基づき、１８年

に留意しつつ、民 に留意しつつ、民 基づき、前年度の２月末 に優れた成果が得られた 度に栽培試験を実施する５種類２８品種について植物の種類

間の専門的知識、 間の専門的知識、 日までに栽培試験の委託 Ａ：順調に進んでいる ごとに委託先を公募し、選考の結果、４事業者において４種

施設等を活用した 施設等を活用し、 先の公募を行うとともに Ｂ：概ね順調に進んでいる 類２７品種を実施した。

栽培試験の委託を 委託基準を明確に 、中立公正性、秘密保持 Ｃ：不十分又は問題あり

進め、効率化を図 した上で、公募に の確保等に留意しつつ、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

る。 よる栽培試験の委 応募者の適格性等につい 、その要因が法人の不適切な

託を実施する。 て十分に審査し、委託を 運営にあった

実施する。

エ 栽培試験結果 エ 電子化された エ 電子化された栽培試 ◇栽培試験結果報告の迅速化 【事業報告書の記述】 Ａ

の取りまとめを効 栽培試験情報の活 験情報の活用・共有を進 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○１８年７月に栽培試験担当者会議を開催し、西日本農場で開

率的に行うことに 用・共有を進め、 め、栽培試験結果報告書 に優れた成果が得られた 発中の報告書作成支援システム（調査野帳から結果報告書作

より、報告の迅速 報告書作成の迅速 作成の迅速化を図るため Ａ：順調に進んでいる 成までの処理を一貫して行うシステム）について検討を行っ

化を図る。 化を図るとともに 、報告書作成支援システ Ｂ：概ね順調に進んでいる た。その結果、品種数の多い植物への対応用として作成した

、栽培試験作業計 ム構築に係る検討会を開 Ｃ：不十分又は問題あり 。

画の策定から報告 催する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

書作成までを総合 、その要因が法人の不適切な

的に行うことので 運営にあった

きるシステム等の
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検討を行う。

（２）育成者権の （２）育成者権の （２）育成者権の侵害対 ◇育成者権侵害の相談等に対する 【事業報告書の記述】 Ａ

侵害対策及び活用 侵害対策及び活用 策及び活用促進 効率的な運営体制の整備 ○育成者権侵害の相談等に対して全国的に機動的な対応が可能

促進 促進 育成者権侵害の相談等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 となるよう、本所の業務調整部に品種保護対策課を新設し、

登録品種の育成 育成者権侵害の に対して全国的に機動的 に優れた効果が得られた 企画調整能力を強化した。また、併任発令によって品種保護

者権侵害等に対し 相談等に対して全 な対応が可能となるよう Ａ：順調に進んでいる Ｇメン（品種保護対策役）を新たに北海道中央農場、雲仙農

て、機動的に全国 国的に機動的な対 、本所の業務調整部に品 Ｂ：概ね順調に進んでいる 場及び沖縄農場に配置し、１７年度２農場４名体制から１８

対応できる体制を 応が可能となるよ 種保護対策課を新設し、 Ｃ：不十分又は問題あり 年度５農場１０名体制とした。

整備するため、品 う、品種保護対策 企画調整能力を強化する Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

種保護対策役の柔 役の併任発令によ とともに、併任発令によ その要因は法人の不適切な運

軟な配置等による る効率的な運営体 って品種保護対策役を新 営にあった 表 品種保護Ｇメンの配置

効率的な運営体制 制を早期に整備す たに北海道、九州、沖縄 平成18年度 平成17年度

を検討する。 る。 県に配置する。 本所 4(1) 2

北海道中央 1(1)

西日本 3(1) 2

雲仙 1(1)

沖縄 1(1)

合計 5農場10名 2農場4名

注：カッコ内はうち併任者

２ 農作物（飼料 ２ 農作物（飼料 ２ 農作物（飼料作物を ○種苗検査業務の効率化 Ａ

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

種苗の検査、指定 種苗の検査、指定 指定種苗の集取、立入検

種苗の集取、立入 種苗の集取、立入 査等 各小項目の評価点数の区分は

検査等 検査等 以下のとおりとする。

農作物の種苗の Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

検査については、 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

種苗流通の適正化 評価:－２点

を図るため、種苗

法に基づく指定種 Ａ：２点以上

苗の集取等を実施 Ｂ：０点～１点

する。また、種苗 Ｃ：０点未満

の表示義務違反の

続発、種苗に農薬

を使用する場合の

表示義務の強化及

び種子伝染性病害

の拡大を背景とし

て、その監視の強
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化が求められてい

ることから、業務

の強化を図り、重

点的に実施するも

のとする。

（１）農作物（飼 （１）農作物（飼 （１）農作物（飼料作物 ◇種苗検査業務の集約化 【事業報告書の記述】 Ａ

料作物を除く。） 料作物を除く。） を除く。）の種苗の検査 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○平成１８年４月に久留米分室における種苗検査業務を西日本

の種苗の検査 の種苗の検査 平成１８年度中に、久留 に優れた効果が得られた 農場に移管した。

久留米分室にお 平成１８年度中 米分室における種苗検査 Ａ：順調に進んでいる

ける種苗検査業務 に久留米分室にお 業務を西日本農場に移管 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○従来本所で行っていた北海道地域の依頼検査のサンプリング

を西日本農場に移 ける種苗検査業務 し、本所、北海道中央農 Ｃ：不十分又は問題あり 業務を北海道中央農場へ移管した。

管することにより を西日本農場に移 場及び西日本農場の３カ Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

、集約化を図る。 管し、本所、北海 所に集約する。併せて、 その要因は法人の不適切な運

道中央農場及び西 北海道中央農場において 営にあった

日本農場の３カ所 も依頼検査のための試料

に集約する。 のサンプリングを開始す

る。

（２）指定種苗の （２）指定種苗の （２）指定種苗の集取、 ◇指定種苗の集取の分担地域の見 【事業報告書の記述】 Ａ

集取、立入検査等 集取、立入検査等 立入検査等 直し及び検査の役割分担の推進 ○１８年度の前期（秋種子）検査から、久留米分室が行ってい

種苗法第５３条 種苗法第５３条 種苗法（平成１０年法 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 た九州・沖縄地域の指定種苗の集取業務を西日本農場へ移管

の２に基づく指定 の２に基づく指定 律第８３号）第５３条の に優れた効果が得られた した。

種苗の集取につい 種苗の集取につい ２に基づく指定種苗の集 Ａ：順調に進んでいる

て、久留米分室に て、平成１８年度 取について、平成１８年 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○検査実施農場以外の農場（雲仙農場）職員の活用による１９

おける業務を西日 中に久留米分室に 度中に久留米分室におけ Ｃ：不十分又は問題あり 年度の指定種苗の集取の地域・役割分担の見直し計画を作成

本農場に移管する おける業務を西日 る業務を西日本農場に移 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 した。

とともに、集取の 本農場に移管する 管するとともに、検査実 その要因は法人の不適切な運

分担地域を見直し とともに、検査実 施農場以外の農場におけ 営にあった

、効率化を図る。 施農場以外の農場 る職員の活用を含む、指

における職員の活 定種苗の集取の地域・役

用により、集取の 割分担の見直し計画を作

分担地域の見直し 成する。

を行う。また、集

取した指定種苗の

発芽検査、遺伝子

組換え種子検査等

について、役割分

担を進める。
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３ ばれいしょ及 ３ ばれいしょ及 ３ ばれいしょ及びさと ○種苗生産の効率化 Ａ

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

殖に必要な種苗の 殖に必要な種苗の 苗の生産、配布等

生産、配布等 生産、配布等 各小項目の評価点数の区分は

ばれいしょ及び 以下のとおりとする。

さとうきびは畑作 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

振興上の重要な基 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

幹作物である一方 評価:－２点

、増殖率が低く、

病害虫に極めて弱 Ａ：１０点以上

いため、種苗生産 Ｂ：０～９点

については、原原 Ｃ：０点未満

種（センター）、

原種（道県）及び

採種（農協）の３

段階増殖体系を基

本とし、原原種に

ついては、マイク

ロチューバー技術

を用いた原原種生

産を行う民間等へ

の部分的な移行を

検討しつつ、道県

からの需要量に即

した健全無病な種

苗を確実に生産し

、配布するものと

する。

（１）ばれいしょ （１）ばれいしょ （１）ばれいしょ及びさ ◇ばれいしょ原原種生産における 【事業報告書の記述】 Ａ

及びさとうきびの 及びさとうきびの とうきびの増殖に必要な 農場の役割分担の推進 ○生産計画を作成し、大規模・少品種生産農場、小規

増殖に必要な種苗 増殖に必要な種苗 種苗の生産及び配布 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 模・多品種生産農場や新品種急速増殖農場等への役割

の生産及び配布 の生産及び配布 ア ばれいしょ原原種生 に優れた成果が得られた 分担を進めた。

ア ばれいしょ原 ア ばれいしょ原 産及び配布業務について Ａ：順調に進んでいる

原種生産及び配布 原種生産及び配布 は、生産農場の地理的、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 表 １８年度における生産計画の主な見直し点

業務については、 業務については、 気象的条件及び実需者の Ｃ：不十分又は問題あり 農場名 主な見直し内容

同一品種を複数農 イの急速増殖技術 要望等を考慮し、増殖方 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 北海道中央 栽培試験用温室を急速増殖施設として活用

場で栽培すること の導入等によりニ 法の変更、品種構成及び 、その要因は法人の不適切な し、超密植栽培によるミニチューバー生産

等でリスク分散す ーズに的確に対応 役割分担を含めた生産計 運営にあった を拡大

ることにより、台 した増殖方法の迅 画の作成を行い、当該計 嬬恋 雲仙用基本種いも生産の受け入れ
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風や冷害等の気象 速化・効率化を図 画に即し、施設の整備を 八岳 網室、基本ほ生産の中止

変動による不作時 りつつ、農場ごと 含めた条件整備に着手す 雲仙用網室種いも生産を嬬恋農場へ移管

や万一の病虫害の の品種構成を見直 る。また、八岳農場で実 雲仙 基本種いも生産の縮小

発生時等も含め、 し、大規模・少品 施している業務を他農場

道県からの需要に 種生産農場と小規 に移管するため、１８年 ◇八岳農場で実施しているばれい 【事業報告書の記述】 Ａ

即した原原種を確 模・多品種生産や 度原原種配布業務終了後 しょ原原種生産・配布業務の他 ○八岳農場におけるばれいしょ原原種の生産及び配布業務を平

実に生産し、配布 新品種急速増殖等 、所要の種苗、機械の移 農場への移管 成１８年１１月に終了するとともに、当該業務終了後、機械

する必要があるこ を行う農場への役 動等を行う。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 の移動等を実施した。

とから、このよう 割分担を進めると に優れた成果が得られた また、平成１９年３月に当該業務に使用していた耕地及び

な体制の確保を前 ともに、八岳農場 Ａ：順調に進んでいる 周辺山林のうち４９．３９ｈａを地主である財団法人農村更

提としつつ、農場 で実施している業 Ｂ：概ね順調に進んでいる 生協会に返還した。

ごとの品種構成を 務を早期に他農場 Ｃ：不十分又は問題あり

見直し、大規模・ に移管する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

少品種生産農場と 、その要因は法人の不適切な

小規模・多品種生 運営にあった

産、新品種急速増

殖等を行う農場へ

の役割分担を進め

るとともに、県向

け原原種生産及び

配布業務について

、実施農場の集約

化を図る。

イ ばれいしょの イ ばれいしょ原 イ ばれいしょ原原種生 ◇ばれいしょ原原種の急速増殖技 【事業報告書の記述】 Ａ

器内増殖技術等の 原種生産において 産においては、需要の変 術を活用した生産体系の実用化 ○培養系母本をもとに、北海道中央農場において超密植栽培、

急速増殖技術の実 は、需要の変化に 化に即応した、より迅速 ・導入 十勝農場においてフィールド養液栽培、嬬恋農場において養

用化・導入により 即応した、より迅 かつ効率的な原原種生産 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 液栽培及び超密植栽培等の急速増殖技術の実証試験を行った

生産の効率化を図 速かつ効率的な原 を行うため、小規模品種 に優れた成果が得られた 。

る。 原種生産を行うた を中心として、培養系母 Ａ：順調に進んでいる

め、小規模品種を 本をもとにした養液栽培 Ｂ：概ね順調に進んでいる

中心として原原種 、超密植栽培等の急速増 Ｃ：不十分又は問題あり

増殖体系の見直し 殖技術について、実証試 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

を行い、培養系母 験を行う。 、その要因は法人の不適切な

本をもとにした水 運営にあった

耕栽培等の急速増

殖技術を活用した

体系の検討・導入

を進めるとともに

、原原種生産配布
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技術指針について

も、新技術体系に

対応して必要な見

直しを行う。

ウ 民間における ウ 民間における ウ 関係者による協議会 ◇民間への部分的な移行について 【事業報告書の記述】 Ａ

マイクロチューバ マイクロチューバ を開催し、民間における の検討 ○マイクロチューバー等を用いた原原種を利用する原種生産道

ー等の器内増殖技 ー等の器内増殖技 マイクロチューバー等の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 県・団体及び原原種を生産する企業等からなる「ばれいしょ

術を用いた原原種 術を用いた原原種 器内増殖技術を用いた原 に優れた成果が得られた 原原種の安定供給に関する協議会」を開催し、マイクロチュ

生産の定着状況等 生産の状況を的確 原種生産の状況を的確に Ａ：順調に進んでいる ーバー及び組織培養体ばれいしょを用いた原原種生産の定着

を踏まえつつ、民 に把握するため、 把握する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる の状況、原原種の安定供給の確保について検討を行った。

間等への部分的な 関係者による協議 Ｃ：不十分又は問題あり

移行を検討する。 会を開催し、民間 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

等への部分的な移 、その要因は法人の不適切な

行について検討す 運営にあった

る。

エ 茶原種生産及 エ 茶樹の原種生 エ 茶樹の原種生産及び ◇茶原種の生産及び配布の終了及 【事業報告書の記述】 Ａ

び配布業務につい 産及び配布業務に 配布業務については、府 び移行措置の実施 ○府県等への移行に当たり、挿し穂での配布（６月、１０月）

ては、地方公共団 ついては、平成１ 県又は民間への移行に当 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 及び母樹の提供（３月）を行い、茶原種の生産及び配布を１

体又は民間への移 ８年度をもって終 たり、これまでの３月の に優れた成果が得られた ９年３月をもって終了した。

行のための措置を 了する。なお、茶 苗木配布に替えて、６月 Ａ：順調に進んでいる

とった上で、早い 樹の原種生産及び 及び１０月の２回にわた Ｂ：概ね順調に進んでいる

段階でこれらに移 配布業務の府県又 り挿し穂での配布を行う Ｃ：不十分又は問題あり

行させ、平成１９ は民間への移行に とともに、府県の要望に Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

年３月３１日まで 当たり、府県等の 応じ、母樹の提供等を行 、その要因は法人の不適切な

に廃止する。 要望を踏まえ、母 い、平成１８年度をもっ 運営にあった

樹の提供等の移行 て終了する。

措置を行う。

オ 「食料・農業 オ 「食料・農業 オ 「食料・農業・農村 ◇ばれいしょ原原種生産量当たり 【事業報告書の記述】 Ｂ

・農村基本計画」 ・農村基本計画」 基本計画」（平成１７年 の労働時間及びコストの把握に ○増殖段階別・項目別経費及び経費の増減のあった項目を把握

（平成１７年３月 （平成１７年３月 ３月２５日閣議決定）に よるその低減 するとともに、その理由を分析し、その結果や優良事例を各

２５日閣議決定） ２５日閣議決定） 即し、道県の需要に対応 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 農場で共有することにより、コストの低減に努めた。

に即し、道県の需 に即し、道県の需 した原原種の生産及び配 に優れた成果が得られた

要に対応した供給 要に対応した原原 布を行う。原原種生産に Ａ：順調に進んでいる

を前提に、品質・ 種の生産及び配布 当たっては、生産品種数 Ｂ：概ね順調に進んでいる

生産力の向上、省 を行う。原原種生 の増加、無病性及び品質 Ｃ：不十分又は問題あり

力化及びコストの 産に当たっては、 の維持向上等の要望に対 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

低減を図り、効率 生産品種数の増加 応しつつ、生産量当たり 、その要因は法人の不適切な
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的な原原種の生産 、無病性及び品質 の労働時間及びコストを 運営にあった

を行う。 の維持向上等の要 把握し、その低減を図る

望に対応しつつ、 とともに、以下の対策を ◇さとうきび原原種生産量当たり Ｂ

生産量当たりの労 講じ、効率的な原原種の の労働時間及びコストの把握に

働時間及びコスト 生産を図る。 よるその低減

を把握し、その低 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

減を図るとともに に優れた成果が得られた

、以下の対策を講 Ａ：順調に進んでいる

じ、効率的な原原 Ｂ：概ね順調に進んでいる

種の生産を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

表 １８年度に原原種等の生産に要した経費及び単位あたりコスト（カッコ内は対前年比）

生産経費 単位あたり生産費 配布価格

人件費 物件費 生産コスト 物件費コスト

ばれいしょ 1,072,758千円 814,250千円 258,507千円 14,567円/袋 3,179円/袋 1,570円/袋

（0.99） （0.98） （1.01） （0.99） （1.00） （1.00）

茶 9,017千円 7,701千円 1,316千円 150円/本 22円/本 5円/本

（1.01） （1.03） （0.92） （0.44） （0.42） （前年19円）

さとうきび 204,814千円 160,467千円 44,348千円 72,048円/千本 15,600円/千本 1,427円/千本

（1.09） （1.11） （1.04） （1.10） （1.04） （1.00）

注１：生産経費には、原原種生産に係る直接的経費のほか、①原原種に至るまでの無病化から器内増殖、ガラス室、

網室、基本ほまでの増殖、②各段階での無病性を確認するための厳格な品質管理、③隔離ほ場における病害虫

進入防止や輪作ほ場の管理などの全ての経費を含む。

注２：単位あたり生産費は生産経費を生産計画数量で除したものである。

注３：１８年度の人件費は、特定独立行政法人から非特定独立行政法人となったことに伴い、法定福利費が増額とな

っている。

注４：茶の配布価格は１８年挿し穂、１７年１年生苗の価格。

（ア）病害虫の侵 （ア）土壌改良方針に基 ◇土壌改良の推進 【事業報告書の記述】 Ａ

入及び発生の防止 づき、病害虫の侵入及び Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○各農場の土壌成分分析を、胆振農場で５農場分１２８点(前

に留意しつつ、排 発生の防止に留意しつつ に優れた成果が得られた 年度１３３点)、嬬恋農場で９農場分２４７点(前年度２８８

水改良、有機質の 、土壌改良を行うととも Ａ：順調に進んでいる 点)を集中的に実施した。

施用等により土壌 に、土壌改良の効果につ Ｂ：概ね順調に進んでいる また、担当者会議において、各農場の具体的な改良方策の進

改良を図る。 いて検証を行い、必要に Ｃ：不十分又は問題あり 捗状況、効果、今後の取り組み課題等を確認した。

応じて土壌改良方針を見 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ
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直す。 、その要因は法人の不適切な

運営にあった

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

等の更新・導入に 新・導入に当たっては、 合わせた重点的配置及び保守管 ○機械・機具等の導入にあたっては、固定資産物品（購入予定

当たっては、性能 性能向上を図るとともに 理の徹底による機械器具費の低 価格５０万円以上の物品）について、機種選定委員会（６案

向上を図るととも 、業務実施体制に合わせ 減 件）を開催し、最適な機械・機種を選定し導入を行った。

に、業務実施体制 重点的配置を推進するた Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に合わせ重点的配 め、機械等機種選定委員 に優れた成果が得られた ○各農場において農機具等の修理に欠かせない必要な技能（振

置を推進する。ま 会等により最適な機械・ Ａ：順調に進んでいる 動工具取扱技能講習及び床上操作式クレーン技能講習等）の

た、保守管理の徹 機種を選定し、配置を行 Ｂ：概ね順調に進んでいる 取得を計画的に進め、延べ１８人が受講した。

底による機械器具 う。また、保守管理の徹 Ｃ：不十分又は問題あり

費の低減を図る。 底による機械器具費の低 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

減を図るため、機械整備 、その要因は法人の不適切な

等に関する講習に参加し 運営にあった

、保守管理に関する能力

を向上させる。

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

原原種生産におい 生産においては、気象の 需給変動への規格外種子の活用 ○規格外種いもの活用を図るため、原原種配布先との意見交換

ては、気象の影響 影響による供給量の変動 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 を踏まえ、規格外種いもの配布に必要な条件整備を行い、配

による供給量の変 及び需要量の変化に対し に優れた成果が得られた 布した。

動及び需要量の変 規格外種子の活用を図る Ａ：順調に進んでいるＢ：概ね順

化に対し、規格外 ことにより効率化を図る 調に進んでいる 表 規格外種いもの配布数量

種子の活用を図る ため、原原種配布先との Ｃ：不十分又は問題あり 品種名 規格 配布数量 価 格

ことにより効率化 意見交換を行うとともに Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ホイラ 規格外大 17袋 1,111円

を図る。また、Ｐ 、規格外種子の配布に必 、その要因は法人の不適切な デジマ 規格外小 31袋 1,570円

ＣＲ法を用いた効 要な設備等の条件整備に 運営にあった 注：規格外大の価格は一般配布価格の０．７、小は１．０

率的な病害検定技 ついて検討し、必要に応

術の生産現場への じて配布する。また、Ｐ ◇ＰＣＲ法を用いた効率的な病害 【事業報告書の記述】 Ａ

導入を検討する。 ＣＲ法を用いた効率的な 検定技術の導入 ○効率的な病害検定技術としてＰＣＲ法による黒あし病の検定

病害検定技術の生産現場 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 手法の実証試験を行った。

への導入を図るために実 に優れた成果が得られた

証試験を行う。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった
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（エ）さとうきび （エ）さとうきび原原種 ◇さとうきび原原種生産における 【事業報告書の記述】 Ａ

原原種生産におい 生産においては、台風被 台風被害の軽減対策の実施 ○台風被害を軽減するため沖縄農場に防風網を整備するととも

ては、台風被害を 害を軽減するため、沖縄 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 に、防風林の育苗を行った。

軽減するため、防 農場に防風網を整備する に優れた成果が得られた

風網、防風林等を とともに、剪葉等の台風 Ａ：順調に進んでいる

整備して安定生産 被害軽減のための手法に Ｂ：概ね順調に進んでいる

に努める。また、 より安定生産に努める。 Ｃ：不十分又は問題あり

増殖体系の効率化 また、増殖体系の効率化 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

を図るため、側枝 を図るため、側枝苗によ 、その要因は法人の不適切な

苗による増殖体制 る増殖体制の導入に向け 運営にあった

の整備を進める。 た検討を行うとともに、

それに必要な設備等の整 ◇さとうきび原原種生産における 【事業報告書の記述】 Ａ

備を進める。 側枝苗による増殖体制の整備 ○沖縄農場において１７年度に作成した「側枝苗によるさとう

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 きび原原種生産業務の手引き」に基づき側枝苗の生産を開始

に優れた成果が得られた するとともに、側枝苗の順化用パイプハウスの整備を行った

Ａ：順調に進んでいる 。また、鹿児島農場においても、側枝苗導入の可能性の検討

Ｂ：概ね順調に進んでいる を行った。

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

（２）輪作ほ場等 （２）輪作ほ場等 （２）輪作ほ場等を活用 ◇災害対策用種子の効率的な生産 【事業報告書の記述】 Ａ

を活用した種苗生 を活用した種苗生 した種苗生産 及び備蓄 ○災害時の代作用種子としてのそば及び大豆について、輪作ほ

産 産 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 場を用いるなどの効率的な手段により生産し、必要量を備蓄

ア 災害時の代作用種子 に優れた成果が得られた した。

ア 輪作ほ場等を ア 輪作ほ場等を として、そば及び大豆の Ａ：順調に進んでいる ・備蓄量 そば：３１トン

活用した効率的な 活用した効率的な 生産及び予備貯蔵（予備 Ｂ：概ね順調に進んでいる 大豆：７．６トン

災害対策用種子の 災害対策用種子の 貯蔵量そば２８トン／年 Ｃ：不十分又は問題あり

生産及び備蓄を実 生産及び備蓄を実 度、大豆５トン／年度） Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

施する。 施する。 を実施する。 、その要因は法人の不適切な運

営にあった

イ 公的機関等の イ 施設、設備及 イ 施設、設備及び労力 ◇公的機関等の要請に対応した効 【事業報告書の記述】 Ａ

要請に対応し、効 び労力を有効に活 を有効に活用し、公的機 率的な畑作物の調査用種苗等の ○「畑作物の調査研究用種苗等の生産及び配布に関する規程」

率的な畑作物の調 用し、公的機関等 関等の要請に対応した効 生産及び配布 を整備するとともに、財団法人いも類振興会からの要請に基

査用種苗等の生産 の要請に対応した 率的な畑作物の調査用種 Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優 づき品質評価用かんしょ１９品種・系統１，１９０ｋｇの生

及び配布を実施す 効率的な畑作物の 苗等の生産及び配布を実 れた成果が得られた 産配布を行った。

る。 調査用種苗等の生 施する。 Ａ：的確に対応した

産及び配布を実施 Ｂ：概ね的確に対応した
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する。 Ｃ：問題あり

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあっ

た

(要請、必要性がない場合は本項

目の評価は行わない。)

４ １～３の業務 ４ １～３の業務 ４ １～３の業務に係る ○調査研究業務の効率化 Ａ

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

る調査及び研究 る調査及び研究 究

各小項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：３点以上

Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

（１）調査研究課 （１）調査研究課 （１）調査研究課題の重 ◇調査研究課題の重点化 【事業報告書の記述】 Ｂ

題の選定において 題の重点化 点化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○「調査研究基本計画」を見直し、中期計画において重点的に

、外部の有識者等 に優れた成果が得られた 取り組むこととした重点５課題について、達成目標、調査研

の 調査研究課題の 調査研究課題の選定に Ａ：順調に進んでいる 究の推進方策等を定めた。

意見を反映させる 選定に当たっては 当たっては、政策の展開 Ｂ：概ね順調に進んでいる

仕組みを導入する 、政策の展開方向 方向、関連技術の開発方 Ｃ：不十分又は問題あり

とともに、政策の 、関連技術の開発 向、農業者及び種苗業者 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

展開方向、農業生 方向、農業者及び のニーズ等を的確に把握 、その要因は法人の不適切な

産現場、種苗業者 種苗業者のニーズ するとともに、外部有識 運営にあった

等のニーズを考慮 等を的確に把握す 者の意見を反映させ、各

して優先順位の高 るとともに、外部 業務について中期計画に

いものを選定し、 有識者の意見を反 おいて重点的に取り組む

重点化を図る。 映させ、センター こととした調査研究の課

の業務の円滑な推 題について課題別の到達

進に資する技術の 目標を検討し、その課題

開発・実用化につ 解決を図るための調査研

いて、課題ごとの 究の手順、方策を定めた

具体的な達成目標 「調査研究基本計画」の

を定め、重点的に 見直しを行う。

取り組む。
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（２）業務の実施 （２）業務実施体 （２）業務実施体制の整 ◇調査研究業務実施体制の効率化 【事業報告書の記述】 Ａ

に当たって、効率 制の整備 備 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○本所、北海道中央、嬬恋、沖縄の４カ所（１７年度５カ所）

的に調査及び研究 に優れた成果が得られた に調査研究拠点を集約化するとともに、当該農場においては

の業務が行えるよ 農場が全国に展 農場が全国に展開して Ａ：順調に進んでいる 、チーム制を導入することにより、関係業務との一体的な実

う体制の整備を図 開していることを いることを活用し、それ Ｂ：概ね順調に進んでいる 施が可能となる体制を整備した。

る。 活用し、それぞれ ぞれの自然立地条件を生 Ｃ：不十分又は問題あり

の自然立地条件を かした課題を選定すると Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

生かした課題を選 ともに、効率的に調査及 、その要因は法人の不適切な

定するとともに、 び研究、成果の実用化促 運営にあった

効率的に調査及び 進を行うため、センター

研究、成果の実用 本所への人材の集中化及

化促進を行うため び拠点農場等の研究機器

の調査研究業務体 ・施設、人材配置等の再

制を整備する。 検討を行う。

（３）種苗関連技 （３）競争的調査 （３）競争的調査研究資 ◇競争的調査研究資金の導入 【事業報告書の記述】 Ａ

術開発について、 研究資金の導入 金の導入 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○以下の６件の委託研究を受託し、外部資金の導入を行った。

外部資金の積極的 新たな種苗関連 国、民間等から種苗関 に優れた成果が得られた 「食品の安全性及び機能性に関する総合研究」

な導入を図る。 技術開発について 連技術開発について、受 Ａ：順調に進んでいる （委託元：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹

、外部資金の積極 託研究等による外部資金 Ｂ：概ね順調に進んでいる 研究所）

的な導入を図る。 の導入を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり 「ウリ科野菜果実汚斑細菌病の日本への侵入・定着防止技術の

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 開発」

、その要因は法人の不適切な （委託元：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜

運営にあった 茶業研究所）

「ジャガイモモップトップウイルス汚染土壌の多検体診断法の

開発」

（委託元：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海

道農業研究センター）

「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究」

（委託元：独立行政法人農業環境技術研究所）

「栄養繁殖性遺伝資源の効率的保存体制確立のための基礎的試

験及び実用化事業」

（委託元：独立行政法人農業生物資源研究所）

「高生産地域輪作システム確立のための技術開発」

（委託元：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究

機構北海道農業研究センター）

（４）有用な調査 （４）知的財産権 （４）知的財産権の取得 ◇調査研究成果の特許取得及び普 【事業報告書の記述】 Ａ

研究成果について の取得 種苗検査（病害検査） 及 ○平成１７年度に国内出願した「植物種子の病原菌検査方法」
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は、積極的に特許 有用な調査研究 の手法に関する特許取得 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 について、以下のとおり外国出願を行った。

を取得し、その普 成果については、 に努める。 に優れた成果が得られた

及を図る。 積極的に特許を取 Ａ：順調に進んでいる ・アメリカ合衆国出願

得するとともに、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 発明名称：「Detecting method for the seeds

その普及を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり contaminated with plant pathogens」

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 出願日：平成１８年１１月２１日

、その要因は法人の不適切な

運営にあった （参考）国内出願

発明名称：「植物種子の病原菌検査方法」

出願番号：特願２００６－３４７５５

出願日：平成１８年２月１３日

５ その他の附帯 ５ その他の附帯 ５ その他の附帯する業

する業務 する業務 務

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

からの要望の強い 重点化 中期計画における次 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○年度計画の各業務項目について重点的に実施した。

次の業務について 中期目標によ の業務を重点的に実施す に優れた成果が得られた （付帯業務の取組内容については、第２－５－（１）及び（２

、重点的に実施す り指示された次の る。 Ａ：順調に進んでいる ）参照）

る。 業務を重点的に実 ア 種苗に係る情報の収 Ｂ：概ね順調に進んでいる

（１）種苗に係 施する。 集、整理及び提供並びに Ｃ：不十分又は問題あり

る情報の収集、整 ア 種苗に係る情 技術指導 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

理及び提供並びに 報の収集、整理及 イ 種苗に係る国際会議 、その要因は法人の不適切な

技術指導 び提供並びに技術 への参画、国際協力等 運営にあった

（２）種苗に係 指導

る国際会議への参 イ 種苗に係る国

画、国際協力等 際会議への参画、

国際協力等

６ 農作物に関す ６ 農作物に関す ６ 農作物に関する技術 ○植物遺伝資源の保存及び増殖の 【事業報告書の記述】 Ａ

る技術上の試験及 る技術上の試験及 上の試験及び研究の素材 効率化 ○中期計画中の組織再編及びリファレンスコレクションの集約

び研究の素材とな び研究の素材とな となる植物の保存及び増 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 化計画を踏まえ、作物別再配置計画を作成し、計画に沿って

る植物の保存及び る植物の保存及び 殖 に優れた成果が得られた 再配置を実施した。

増殖 増殖 植物遺伝資源の保存、 Ａ：順調に進んでいる

業務の実施に当 植物遺伝資源の 再増殖、特性評価等の実 Ｂ：概ね順調に進んでいる 表 １８年度作物再配置実績

たって、効率的な 保存、再増殖、特 施に当たっては中期計画 Ｃ：不十分又は問題あり 作物名 点数 移管先

業務運営を行える 性評価等の実施に 中の組織再編及びリファ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 18年度 つつじ 24 嬬恋→西日本

よう体制の整備を 当たっては、栽培 レンスコレクションの集 、その要因は法人の不適切な さといも 112 知覧→西日本

図る。 試験業務等の関連 約化計画を踏まえ、各作 運営にあった

業務の集約化等を 物の適性等を考慮して再

踏まえ、植物の種 配置計画を作成するとと
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類ごとに気象・土 もに、計画に沿って再配

壌条件からみて効 置を進める。

率的な保存及び増

殖を行うことので

きる体制を整備す

る。

７ 業務運営一般 ７ 業務運営一般 ７ 業務運営一般の効率 ○業務運営一般の効率化 Ａ

の効率化 の効率化 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。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：８点以上

Ｂ：０点～７点

Ｃ：０点未満

（１）人員及び施 （１）人員及び施 （１）人員及び施設の有 ◇管理部門及び種苗生産部門の要 【事業報告書の記述】 Ａ

設の有効活用を図 設の有効活用 効活用 員の合理化 ○平成１８年３月の組織体制検討委員会とりまとめを踏まえ、

るため、１～６に センターが行う センターが行う業務の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 事務管理部門については、胆振農場庶務課を廃止するととも

掲げる業務運営の 業務の動向、各農 動向、各農場の立地条件 に優れた成果が得られた に要員５名を削減し、種苗生産部門については、二部制を一

効率化を図るとと 場の立地条件等を 等を踏まえ、１～６に掲 Ａ：順調に進んでいる 部制に改めるとともに要員７名を削減した。

もに、組織体制に 踏まえ、１～６に げる業務運営の効率化に Ｂ：概ね順調に進んでいる

ついて検討を行い 掲げる業務運営の 併せ、種苗管理センター Ｃ：不十分又は問題あり ○内部監査と会計処理体制の強化を図るため、本部に監査役及

、管理部門及び種 効率化に併せ、種 組織体制検討委員会を活 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ び会計課を設置した。

苗生産部門につい 苗管理センター組 用し、一層の人員及び施 、その要因は法人の不適切な

て要員の合理化に 織体制検討委員会 設の有効活用について検 運営にあった ○業務を効率的かつ機動的に推進するため、全農場に本格的に

努める。また、技 （常勤役員、農場 討を行い、管理部門及び チーム制を導入した。

術専門職員が担当 長、本所部課長等 種苗生産部門の要員の合

する業務について により構成）を活 理化に努める。また、技

は、専門技術を要 用し、一層の人員 術専門職員が担当する業 ◇技術専門職員の担当する業務の 【事業報告書の記述】 Ａ

する業務にシフト 及び施設の有効活 務については、研修を行 専門技術を要する業務へのシフ ○平成１８年６月に「技術専門職の高度化計画」を策定し、計

させ、ほ場管理作 用について検討を いながら、栽培試験業務 ト及びアウトソーシング 画に基づき、従来一般職員が担当してきた栽培試験業務や、

業等における単純 行い、管理部門及 並びに原原種生産及び配 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 種苗生産業務の一部についてＯＪＴを行った。

作業のアウトソー び種苗生産部門の 布業務に係る検定等の専 に優れた成果が得られた

シングを進める。 要員の合理化に努 門的技術を要する業務に Ａ：順調に進んでいる ○農機具整備の一部や、雇用者の送迎についてアウトソーシン

める。また、技術 シフトし、ほ場管理作業 Ｂ：概ね順調に進んでいる グを行った。
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専門職員が担当す 等における単純作業につ Ｃ：不十分又は問題あり

る業務については いては作業の内容を精査 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、研修を行いなが しアウトソーシングを進 、その要因は法人の不適切な

ら、栽培試験業務 める。 運営にあった

並びに原原種生産

及び配布業務に係

る検定等の専門的

技術を要する業務

にシフトし、ほ場

管理作業等におけ

る単純作業につい

てはアウトソーシ

ングを進める。

（２）久留米分室 （２）久留米分室 （２）久留米分室の廃止

は、平成１９年３ の廃止並びに金谷 並びに金谷農場及び知覧

月までに廃止する 農場及び知覧農場 農場の再編・統合

。 の再編・統合

また、金谷農場及 ア 久留米分室（ ア 久留米分室（福岡県 ◇久留米分室の廃止 【事業報告書の記述】 Ａ

び知覧農場は、業 福岡県久留米市、 久留米市、２，５７０㎡ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○久留米分室について、平成１８年４月に西日本農場への業務

務の西日本農場へ ２，５７０㎡）は ）は、平成１８年度中に に優れた成果が得られた の移管を終了し、１９年３月に用地を地主である独立行政法

の移管状況を踏ま 、平成１８年度中 廃止する。 Ａ：順調に進んでいる 人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センタ

え、集約化を図る に廃止する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる ーに返還した。

方向で再編・統合 イ 金谷農場（静 Ｃ：不十分又は問題あり

する。 岡県島田市、２６ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

，１００㎡）及び 、その要因は法人の不適切な

知覧農場（鹿児島 運営にあった

県知覧町、４０，

１００㎡）は、業 イ 金谷農場（静岡県島 ◇金谷農場及び知覧農場の西日本 【事業報告書の記述】 Ａ

務の移管状況、用 田市、２６，１００㎡） 農場への再編・統合 ○組織体制検討委員会の下に金谷農場・知覧農場移転検討部会

地売却の進捗等を 及び知覧農場（鹿児島県 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 を設置し、具体的スケジュール等について検討を行った。

踏まえ、西日本農 知覧町、４０，１００㎡ に優れた成果が得られた 知覧農場については、不動産鑑定及び施設の撤去・移築経

場に再編・統合す ）は、具体的な移転スケ Ａ：順調に進んでいる 費を積算し機能移転の収支計画を立てるとともに、公用公共

る。なお、センタ ジュール及び移転先の体 Ｂ：概ね順調に進んでいる 用としての取得要望の公募準備を進めた。

ー業務を引き続き 制整備について、組織体 Ｃ：不十分又は問題あり

円滑に実施するた 制検討委員会の下に金谷 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

め、売却収入等に 農場・知覧農場移転検討 、その要因は法人の不適切な

より業務に必要な 部会を設置し、検討を行 運営にあった

施設、機械等を整 う。

備する。
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（３）手続の公正 （３）事務運営の （３）事務運営の合理化 ◇会計処理システムの高度化 【事業報告書の記述】 Ｂ

性を確保しつつ、 合理化 会計処理システムの高 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○会計処理システムのバージョンアップを行い、予算執行状況

会計事務の合理化 会計処理システ 度化、給与事務等の定型 に優れた成果が得られた の把握が簡易にできるようにした。また、会計処理システム

、機械・施設の調 ムの高度化、給与 的業務の外注化の検討、 Ａ：順調に進んでいる の一方の柱をなす資産管理システムを本格的に稼働するため

達、整備等の効率 事務等の定型的業 一括契約が可能な物品の Ｂ：概ね順調に進んでいる の準備を行った。

化等により、事務 務の外注化の検討 本所又はブロック単位で Ｃ：不十分又は問題あり

運営の合理化を図 、一括契約が可能 の一括調達、施設整備に Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

る。 な物品の本所又は おける自主施工等を進め その要因は法人の不適切な運

ブロック単位での ることにより、事務運営 営にあった

一括調達、施設整 の合理化を図るため、以

備における自主施 下の取組を行う。なお、

工等を進めること 物品の調達等に当たって

により、事務運営 は、一般競争入札を原則

の合理化を図る。 とし、手続の公正性を確

なお、物品の調達 保する。

等に当たっては、 ア 給与事務等の定型的 ◇定型的業務の外注化の検討 【事業報告書の記述】 Ｂ

一般競争入札を原 業務の外注化の検討を行 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○給与事務等の外注化について、個人情報の扱いにも留意しつ

則とし、手続の公 う。 に優れた成果が得られた つ、外注できる範囲及び項目について検討を行ったが、コス

正性を確保する。 Ａ：順調に進んでいる ト面に問題があることから、引き続き検討することとした。

また、情報化総括 Ｂ：概ね順調に進んでいる

責任者（ＣＩＯ） Ｃ：不十分又は問題あり

の下、業務・シス Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

テムに係る監査、 その要因は法人の不適切な運

最適化計画の策定 営にあった

、適正な情報シス

テムの調達等を進 イ 事務用品等単一な消 ◇一括契約が可能な物品の本所又 【事業報告書の記述】 Ａ

める。 耗品の本部における一括 はブロック単位での一括調達、 ○本所における一括調達について、事務用消耗品の一括購買シ

契約を実施する。 施設整備における自主施工等の ステムの導入について、具体的な品目及び納期等の検討を行

推進 った。（調達実績については、第３参照）

ウ 農業資材等のブロッ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

ク単位での一括調達の更 に優れた成果が得られた ○ブロック単位での一括調達について、北海道ブロック及び八

なる推進を図る。 Ａ：順調に進んでいる 岳・嬬恋ブロックで農薬、肥料等の一括契約を行った。

Ｂ：概ね順調に進んでいる （調達実績については、第３参照）

エ 栽培温室（西日本農 Ｃ：不十分又は問題あり

場）、連棟雨よけ栽培施 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 ○１８年度施設整備補助金による４件全ての工事について自主

設（西日本農場）、防風 その要因は法人の不適切な運 施工とし、経費の効率的使用を念頭に置き計画通り年度内に

柵設置（沖縄農場）、事 営にあった 完成した。

務室及び検定室屋根改修

（十勝農場）の施設整備 ○物品等の調達に当たっては、国と同様の一般競争入札の基準
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計画においては自主施工 （物品１６０万円超、工事２５０万円超等）を適用し、対象

等を行う。 となる５４件（不落随契及び土地借料を除くと４９件）のう

ち３１件（金額ベースでは３８１百万円（同３１８百万円）

のうち２５８百万円）について一般競争入札を実施し、手続

きの透明性を確保した。

（一般競争入札実施状況については、第３参照）

オ 情報化総括責任者（ ◇業務・システムに係る監査・最 【事業報告書の記述】 Ａ

ＣＩＯ）の下、業務・シ 適化計画の策定、適正な情報シ ○会計処理の状況について内部監査を行い、本所及び各農場の

ステムに係る監査・最適 ステムの調達等 改善すべき事項を明らかにした。

化計画の策定を図る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

に優れた成果が得られた ○「種苗管理センター情報システム最適化実施計画」を策定し

Ａ：順調に進んでいる 、情報システムの最適化について以下の取組を進めた。

Ｂ：概ね順調に進んでいる ・情報システム、ネットワークの点検及び改善

Ｃ：不十分又は問題あり ・情報共有システムの構築

Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 ・情報セキュリティ対策の強化

その要因は法人の不適切な運 ・インターネット電話の普及及びインターネット電話を用いた

営にあった 会議の実施

・情報システムの調達及びメンテナンス

・研修の充実

（４）業務運営の （４）効率化によ （４）効率化による経費

効率化による経費 る経費の削減 の削減

の削減については ア 運営費交付金 ア 運営費交付金で行う ◇一般管理費及び業務経費の縮減 【事業報告書の記述】 Ａ

、運営費交付金の で行う業務におけ 業務における一般管理費 指標＝当該年度における一般管理 ○人件費を除く運営費交付金で行う業務に要した経費について

うち一般管理費（ る一般管理費（人 （人件費を除く）を、予 費及び業務経費の対前年度 、一般管理費は対前年度比５．８％、業務経費は対前年度比

人件費を除く。） 件費を除く。）を 算額を比較対象として前 比の縮減率 １．１％をそれぞれ縮減した。

を、毎年度、少な 、毎年度、少なく 年度比で３％縮減する。 Ｓ：一般管理費３％、業務経費１

くとも対前年度比 とも対前年度比で また、業務経費を、予算 ％以上であり、かつ、特に優 ＜参考＞

で３％縮減すると ３％縮減するとと 額を比較対象として前年 れた成果が認められた 国民一人あたりの行政サービス実施コスト：２５．４円

ともに、業務経費 もに、業務経費を 度比で１％縮減する。 Ａ：一般管理費３％、業務経費１ (平成１７年度国勢調査の確定人口より算出した。)

を、毎年度、少な 、毎年度、少なく ％以上

くとも対前年比で とも対前年度比で Ｂ：一般管理費２．１％以上３％

１％縮減する。 １％縮減する。 未満、業務経費０．７％以上

人件費（退職金 イ 人件費（退職 １％未満

及び福利厚生費（ 金及び福利厚生費 Ｃ：一般管理費２．１％未満、業

法定福利費及び法 （法定福利費及び 務経費０．７％未満

定外福利費）並び 法 Ｄ：一般管理費２．１％未満、業

に人事院勧告を踏 定外福利費）並び 務経費０．７％未満であり、
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まえた給与改定部 に人事院勧告を踏 かつ、その要因は法人の不適

分を まえた給与改定部 切な運営にあった

除く。）について 分を除く。）につ

は、「行政改革の いては、「行政改 イ １８年度は、人件費 ◇人件費の節減 【事業報告書の記述】 Ａ

重要方針」（平成 革の重要方針」（ （退職金及び福利厚生費 指標＝当該年度における人件費の ○人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利

１７年１２月２４ 平成１７年１２月 （法定福利費及び法定外 平成１７年度予算額比の節 費）を除く。）について、対前年度比１．９％を削減すると

日閣議決定）を踏 ２４日閣議決定） 福利費）並びに人事院勧 減率 ともに、国家公務員の給与構造改革に準拠した見直しを実施

まえ、今後５年間 を踏まえ、今後５ 告を踏まえた給与改定部 Ｓ：１％以上であり、かつ、特に した。

において、国家公 年間において、５ 分を除く。）について、 優れた成果が認められた

務員に準じた５％ ％以上の削減を行 ２２年度において１７年 Ａ：１％以上

以上の削減の取組 う。 度予算額比で５％以上削 Ｂ：０．７％以上１％未満

を行う。また、給 ウ 国家公務員の 減するとの目標を睨み、 Ｃ：０．７％未満

与構造改革を踏ま 給与構造改革を踏 最大限の節減を図る。 Ｄ：０．７％未満であり、かつ、

えた給与体系の見 まえて、役職員の その要因は法人の不適切な運

直しを進める。 給与について必要 営にあった

な見直しを進める

。 ウ 国家公務員の給与構 ◇国家公務員の給与構造改革を踏 【事業報告書の記述】 Ａ

造改革を踏まえて、役職 まえた役職員の給与の見直し ○役職員の給与ついては、国家公務員の給与構造改革を踏まえ

員の給与について国家公 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 俸給月額等の引き下げを行った。

務員と同様の見直しを行 に優れた成果が得られた

う。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

その要因は法人の不適切な運

営にあった

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

て提供するサービ て提供するサービ 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

スその他の業務の スその他の業務の 務の質の向上に関する目

質の向上に関する 質の向上に関する 標を達成するためとるべ 各中項目の評価点数の区分は

事項 目標を達成するた き措置 以下のとおりとする。

めとるべき措置 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：４点以上

Ｂ：０点～３点

Ｃ：０点未満
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１ 農林水産植物 １ 農林水産植物 １ 農林水産植物の品種 ○栽培試験業務の質の向上 Ａ

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

栽培試験等 栽培試験等

各小項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：１３点以上

Ｂ：０～１２点

Ｃ：０点未満

（１）農林水産植 （１）農林水産植 （１）農林水産植物の品

物の品種登録に係 物の品種登録に係 種登録に係る栽培試験

る栽培試験 る栽培試験

ア 栽培試験を実 ア 栽培試験を実 ア 栽培試験について ◇栽培試験の計画的かつ的確な実 【事業報告書の記述】 Ａ

施する農林水産植 施する農林水産植 は、農林水産省生産局長 施 ○農林水産省からの通知に基づき、９２６点（対前年比：１１

物の種類について 物の種類について から通知のあった栽培試 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ３％）について、対照品種の選定、実施方法の検討を行い、

は、原則として、 は、原則として、 験計画に基づき的確に実 に優れた成果が得られた 栽培試験実施計画を作成した。

全出願品種につい 全出願品種につい 施する。 Ａ：順調に進んでいる

て栽培試験を行う て栽培試験を行う Ｂ：概ね順調に進んでいる 表 栽培試験実施計画 単位：点数

こととし、その実 こととし、実施に Ｃ：不十分又は問題あり 18年度 17年度

施に当たっては、 当たっては、農林 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 計画点数 926 818

計画的かつ的確に 水産省との緊密な 、その要因が法人の不適切な 注：なお、実施計画の計画点数には、次年度の春の委託

行う。 連絡調整を図りつ 運営にあった 契約で実施する点数を含む。

つ、計画的かつ的

確に実施する。

イ 出願動向を踏 イ 栽培試験に必 イ 栽培試験に必要な人 ◇栽培試験の実施点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ａ

まえ、栽培試験実 要な人員の配置、 員の配置、施設整備等を 指標＝当該年度における栽培試験 ○栽培試験実施計画に基づき、６７４点(対前年比１１０％)に

施体制の強化を図 施設整備等を進め 進め、７４０点程度の栽 の実施点数 ついて栽培試験を実施した。

る（中期目標期間 、中期目標期間中 培試験を実施するととも Ｓ：６６０点以上であり、かつ、

中に実施点数１， に栽培試験の実施 に、効率的な栽培試験業 特に優れた成果が認められた また、７県９機関、１国立大学、１民間団体に３６点の栽

０００点／年度） 点数を１，０００ 務の運営体制の構築等に Ａ：６６０点以上 培試験を委託した。

とともに、栽培試 点以上／年度に拡 より、１８年度に栽培試 Ｂ：５９０点以上６６０点未満

験の結果について 大するとともに、 験を終了したもの（委託 Ｃ：５９０点未満 表 栽培試験実施結果 単位：点数

は、栽培試験終了 効率的な栽培試験 を除く）について、栽培 Ｄ：５９０点未満であり、かつ、 18年度 17年度

後平均して３か月 業務の運営体制の 試験終了後平均して３ヶ その要因が法人の不適切な運 実施点数 674 613
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以内に農林水産省 構築、電子化され 月以内に農林水産省に結 営にあった 委託試験(契約) 36 42

に報告することに た栽培試験情報の 果を報告する。 （7県9機関、 （8県10機関、

より、品種登録の 活用・共有等によ 1国立大学、 1民間団体）

迅速化を図る。 り、栽培試験終了 1民間団体）

後平均して３か月 合 計 710 655

以内に農林水産省 注１：実施点数は、前年度及び当該年度計画に基づき、セン

に栽培試験の結果 ターにおいて当該年度に栽培に着手した点数である。

を報告する。 注２：実施計画作成後に取り下げ・遅延申請があるため、

実施点数と実施計画点数とは一致しない。

◇栽培試験結果の報告の迅速化 【事業報告書の記述】 Ｃ

指標＝当該年度における栽培試験 ○栽培試験結果報告の迅速化のため、進行管理の徹底、出願点

終了後の平均報告期間 数の多い種類の作業分担の明確化等の取組を進め、栽培試験

Ｓ：３ヶ月以内、かつ、特に優れ 終了後から栽培試験結果報告書提出までの平均提出期間を４

た成果が認められた ．２ヶ月（前年度５．７ヶ月）とした。

Ａ：３ヶ月以内

Ｂ：３ヶ月を超え４ヶ月以内 表 栽培試験終了後の平均報告期間 単位：月

Ｃ：４ヶ月を超える 18年度 17年度

Ｄ：４ヶ月を超え、かつ、その要 当該年度平均報告期間 4．2ヶ月 5．7ヶ月

因が法人の不適切な運営にあ 注：平均報告期間は、当該年度に試験が終了したものについ

った ての、試験終了から農林水産省提出までの平均期間である。

ウ 栽培試験対象 ウ センターにお ウ センターにおいて栽 ◇栽培試験対象植物の種類の拡大 【事業報告書の記述】 Ｓ

植物の種類を拡大 いて栽培試験を実 培試験を実施したことが 指標＝当該年度における拡大種類 ○農林水産省からの要請に基づき、栽培試験方法等の検討を行

（中期目標の期間 施したことがない ない種類について、農林 数 い、以下の１２種類の植物について新たに栽培試験対象植物

中に１０種類程度 種類について、必 水産省からの要請により Ｓ：２種類以上であり、かつ、特 とした。

）するとともに、 要性の高い種類か 必要性の高い種類から栽 に優れた成果が認められた ルクリア、ランタナ、ペンスモン ヘテロフィルス、フロッ

植物の種類別の栽 ら栽培方法等につ 培方法等について検討を Ａ：２種類以上 クス、フクシア、ファレノプシス、デルヒニュウム、つゆく

培・特性調査マニ いて検討を行い、 行い、２種類程度の栽培 Ｂ：１種類 さ、せんのう（リクニス）、ゲラニュウム キレネウム、お

ュアル（２種類／ 中期目標期間中に 試験対象植物の拡大を図 Ｃ：対象植物の種類の拡大なし りづるらん、ダッタンソバ

年度）及び必要に １０種類程度の栽 る。 Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ

応じた特殊検定マ 培試験対象植物の また、センターで栽培 、その要因が法人の不適切な 【その他特記事項】

ニュアルの作成に 拡大を図る。 試験を実施する種類で品 運営にあった ○種苗管理センターで栽培試験が可能な植物の種類について、

より栽培試験実施 また、センター 種数の多いとうがらし及 栽培方法等の検討を精力的に進めた結果、対象植物を１２種

能力の向上を図る で栽培試験を実施 びスターチスについて栽 類拡大し、昨年の７種類の拡大を上回り、目標の２種類程度

。 する種類で品種数 培・特性調査マニュアル を６倍上回る達成状況となったため、Ｓ評価とした。

の多いものから毎 を作成するとともに、特

年度２種類程度の 殊検定については、そば ◇植物の種類別の栽培・特性調査 【事業報告書の記述】 Ｓ

栽培・特性調査マ におけるルチン含量の検 マニュアルの作成等 ○下表のとおり栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュ

ニュアルを作成す 定手法を確立しマニュア 指標＝当該年度に作成したマニュ アルの検討を行い、それぞれ６種類（昨年度：３種類）及び
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るとともに、病害 ルを作成する。 アル数 １種類（昨年度：６種類）のマニュアル作成した。

抵抗性、機能性成 Ｓ：２種類以上であり、かつ、特

分等の新たな項目 に優れた成果が認められた 【その他特記事項】

について、必要に Ａ：２種類以上 ○栽培・特性調査マニュアルの作成に精力的に進めた結果、昨

応じて検定手法を Ｂ：１種類 年の３種類の２倍、目標の２種類を３倍上回る達成状況とな

確立し、特殊検定 Ｃ：対象植物の種類の作成なし ったため、Ｓ評価とした。

マニュアルを作成 Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ

する。 、その要因が法人の不適切な

運営にあった

表 栽培・特性調査マニュアル

項目 平成18年度 平成17年度

経過 植物の種類 計 植物の種類 計

作成完了 トマト 6 シクラメン 3

マーガレット いちご（改正）

るりとうわた ロードデンドロン

とうがらし

ばら（改正）

ダイアンサス（改正）

作成継続 きく（改正） 5 トマト 7

スターチス（改正） カランコエ

ほうせんか（改正） マーガレット

大豆（えだまめ）（改正） るりとうわた

ペチュニア（改正） とうがらし

きく（改正）

ばら（改正）

中止 カランコエ 2

ガーベラ（改正）

作成着手 ロベリア 2 スターチス（改正） 6

きんぎょそう ほうせんか（改正）

大豆（えだまめ）（改正）

ペチュニア（改正）

ダイアンサス（改正）

ガーベラ（改正）

合計 15 16

表 特殊検定マニュアル

項目 平成18年度 平成17年度

経過 植物の種類 計 植物の種類 計

作成完了 そばのルチン含量 1 ごまセサミン含量 6
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かぶ萎黄病抵抗性

かぶ根こぶ病抵抗性（改正）

ｷｬﾍﾞﾂ根こぶ病抵抗性（改正）

めｷｬﾍﾞﾂ根こぶ病抵抗性（改正）

はくさい根こぶ病抵抗性（改正）

作成継続 トマト疫病抵抗性 5 トマト疫病抵抗性 4

しょうが辛味成分（6-ｼﾞﾝｹﾞ しょうが辛味成分（6-ｼﾞﾝｹﾞ

ﾛｰﾙ）含量 ﾛｰﾙ）含量

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ香り成分 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ香り成分

とうがらしｶﾌﾟｻｲｼﾝﾉｲﾄﾞ含有 とうがらしｶﾌﾟｻｲｼﾝﾉｲﾄﾞ含有

量（改正） 量（改正）

トマトリコピン含量

中止 0

作成着手 （そばのルチン含量） (1) トマトリコピン含量 1

（ごまセサミン含量）

(はくさい根こぶ病抵抗性(改正))

合計 6 11

エ 遺伝資源業務 エ 近年、品種の エ 近年、品種の変遷等 ◇対照品種等の保存点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ｓ

との連携を図りつ 変遷等により入手 により入手困難となって 指標＝当該年度に新たに収集・保 ○栽培試験の実施点数及び種類数の拡大に合わせ保存する対照

つ、品種保存農場 困難となっている いる対照品種について、 存した点数 品種の充実に努め、７７種類８８４品種を新たに収集し、累

における植物の種 対照品種について 栽培試験を実施した対照 Ｓ：２７０種類以上であり、かつ 計４，５０２品種（前年度：３，９７２品種）に拡大を図っ

類の専門化及び栄 、３００品種程度 品種等を中心に３００品 、特に優れた成果が認められ た。

養体種苗の保存・ ／年度を新たに収 種程度を収集し保存する た

増殖技術の向上に 集・保存するとと とともに、すでに収集・ Ａ：２７０種類以上 ○特に栄養繁殖性植物については、必要度が高いきく、カーネ

より、栽培試験の もに、すでに収集 保存している品種につい Ｂ：２４０種類以上２７０種類未 ーションを中心に３８種類６５７品種について新たに収集す

実施のために保存 ・保存している品 て、育種の方向や出願品 満 るとともに、今後の入手の可否、品種の特性等を考慮し整理

する対照品種の充 種について、育種 種の動向等を踏まえつつ Ｃ：２４０種類未満 を行った。また、保存に当たっては、栽培試験対象植物の集

実（３００品種拡 の方向や出願品種 整理を行い、対照品種と Ｄ：２４０種類未満であり、かつ 約化計画に連動させた移管計画を策定するとともに、遺伝資

大／年度）を図る の動向等を踏まえ して迅速に供試できる保 、その要因が法人の不適切な 源保存業務と連携して行った。

。 つつ整理を行い、 存体制を整備する。その 運営にあった

対照品種として迅 際、栽培による保存が必 ○対照品種保存点数の実施状況は、下表のとおり。

速に供試できる保 要な栄養繁殖性植物の保

存体制を整備する 存については、当該植物 表 対照品種保存点数の実施状況(カッコ内は平成１７年度実績)

。その際、栽培に の栽培試験実施状況等を 新規収集 新規保存 累計種類 累計点数 廃 棄

よる保存が必要な 考慮して保存農場の専門 種類数 点数 数(注1) 種類 点数

栄養繁殖性植物の 化を図り、遺伝資源保存 合 計 77 884 154 4,502 18 354

保存については、 業務と一体的に実施する (46) (425) (127) (3,972) (3) (7)

当該植物の栽培試 。 種 子 39 227 106 2,769 3 4
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験実施状況等を考 (34) (262) (101) (2,546)

慮して保存農場の 種 菌 － － 5 115

専門化を図り、遺 (－) (－) (5) (115)

伝資源保存業務と 栄養体種苗 38 657 43 1,618 15 350

一体的に実施する。 (12) (163) (21) (1,311) (3) (7)

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：累計点数（最終的な保管点数）は、前年度保管点数から廃棄点数を

差し引いた点数に新規保存点数を足した数である。

オ 新規植物の種 オ 農林水産省に オ 農林水産省における ◇新規植物の種類別審査基準案の 【事業報告書の記述】 Ａ

類別審査基準案の おける新規植物の 新規植物の審査に資する 作成 ○ソヨゴ、アメリカデイゴ等１３種類について審査基準案の作

作成件数の拡大（ 審査に資するため ため、センターにおいて 指標＝当該年度における種類別審 成に着手し、１３種類（１７年度からの継続分２種類、１８

１５種類／年度） 、センターにおい 作成する種類別審査基準 査基準案の作成件数 年度計画分１１種類）について審査基準案を作成し、農林水

を図るとともに、 て作成する種類別 案については、類似する Ｓ：年間１３種類以上であり、か 産省に報告した。

作成期間の短縮化 審査基準案につい 種類の審査基準案を並行 つ、特に優れた

（平均作成期間１ ては、類似する種 的に作成すること等によ 成果が認められた

．５年／種類）を 類の審査基準案を り効率的に実施し、新た Ａ：年間１３種類以上

図る。 並行的に作成する にソヨゴ、アメリカデイ Ｂ：年間１２種類

こと等により効率 ゴ等１５種類程度の種類 Ｃ：年間１２種類未満

的に実施し、１５ 別審査基準案の作成に着 Ｄ：年間１２種類未満であり、か

種類程度／年度を 手するとともに、ＵＰＯ つ、その要因が法人の不適切

作成するとともに Ｖ（植物新品種保護国際 な運営にあった

、ＵＰＯＶ（植物 同盟）、農林水産省、学

新品種保護国際同 識経験者等との連携を図 ◇新規植物の種類別審査基準案の 【事業報告書の記述】 Ｓ

盟）、農林水産省 り、１種類当たりの作成 作成期間の短縮 ○平均作成期間は８ヶ月となり、前年度（９ヶ月）より１ヶ月

、学識経験者等と 期間を平均１．５年以内 指標＝当該年度における１種類当 短縮した。

の連携を図り、１ とする。 たりの審査基準案の平均作

種類当たりの作成 成期間 【その他特記事項】

期間を平均１．５ Ｓ：１．５年以内であり、かつ、 ○新規植物の審査基準案の平均作成期間を８ヶ月に短縮し、目

年以内とする。 特に優れた成果が認められた 標の１．５年以内を大幅に上回る達成状況となるとともに、

Ａ：１．５年以内 昨年の９ヶ月よりもさらに短縮されているため、Ｓ評価とす

Ｂ：１．５年を越え２年以内 る。

Ｃ：２年を越える

Ｄ：２年を越え、かつ、その要因

が法人の不適切な運営にあっ

た

カ 栽培試験結果 カ 栽培試験結果 カ 栽培試験結果のＵＰ ◇植物の種類別の栽培試験実施方 【事業報告書の記述】 Ａ

のＵＰＯＶ（植物 のＵＰＯＶ同盟国 ＯＶ同盟国間での相互 法の国際的な基準案の作成 ○農林水産省からの要請により、ばら、カリブラコア、ペチュ
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新品種保護国際同 間での相互使用を 使用を可能にするため 指標＝当該年度における国際的な ニアについて欧州品種庁（ＣＰＶＯ）と相互に使用が可能な

盟）同盟国間での 可能にするため、 、農林水産省からの要 基準の着手点数 基準案の作成に取り組み、その結果を農林水産省に報告した

相互使用を可能と 要請に応じ栽培方 請に応じ、２種類程度 Ｓ：２種類以上であり、かつ、特 。

するため、中期目 法、調査形質等に について栽培方法、調 に優れた特に優れた成果が認

標の期間中に１０ 係る技術的事項の 査形質等に係る技術的 められた ○そのほか、農林水産省の補助事業「知的集約型産業創造対策

種類程度について 検討に参画し、中 事項の国際的な基準の Ａ：２種類以上 事業」（事業テーマ：新品種育成者権の国際的な取得の迅速

栽培試験の実施方 期目標期間中に１ 作成に取り組む。 Ｂ：１種類 化・効率化について）を実施した社団法人農林水産技術情報

法を国際的な基準 ０種類程度につい Ｃ：対象植物の種類の作成なし 協会から委託を受け、１３２種類の審査基準について国際的

に則したものとす て栽培試験実施方 Ｄ：対象植物の作成がなく、かつ な調和を図るための見直しを行った。

る。 法の国際的な基準 、その要因が法人の不適切な

の作成に取り組む 運営にあった

。 （要請、必要性がない場合は、本

項目の評価は行わない）

キ 出願者から送 キ 出願時に申請 キ 出願時に申請者から ◇出願者から送付された出願品種 【事業報告書の記述】 Ａ

付された出願品種 者から提出される 提出される種子及び種菌 の種子及び種菌の確実な保存 ○下表のとおり種子及び種菌の適切な保存管理を実施した。

の種子及び種菌の 種子及び種菌につ について、確実な保管、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

確実な保存を図る いて、種菌の保存 適切な管理を行うととも に優れた成果が得られた ○１５年度から試験的に検討を開始した種菌の凍結保存につい

。 方法も検討しつつ に、種菌の凍結保存方法 Ａ：順調に進んでいる て、新たに５９品種の試験保存に着手し、合計１４７品種（

、適切な保管管理 について調査を進める。 Ｂ：概ね順調に進んでいる １５年度：９品種、１６年度：６４品種、１７年度１５品種

を実施する。 Ｃ：不十分又は問題あり ）となった。

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因が法人の不適切な

運営にあった

表 出願品種の種子及び種菌の保存実績（カッコ内は１７年度実績）

新規保管 新規保管 累計 累計点数 返却・廃棄

種類数 点数 種類数 種類数 点 数

種子 55 210 178 3,602

(52) (221) (172) (3,392) (0) (0)

種菌 7 14 17 239 6 12

(7) (10) (17) (237) (4) (17)

注１：種菌は（独）森林総合研究所に委託保存。

注２：最終的な保存点数（累計点数）は、前年度保存点数から廃棄点数

を差し引いた点数に新規保存点数を足した数である。

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

種類数に当該年度の種類数を足した数にならない。

ク 先進的な技術 ク 栽培試験担当 ク 栽培試験実施責任者 ◇栽培試験担当者の業務運営能力 【事業報告書の記述】 Ｂ

・知識等の導入に 者による試験実施 会議等を開催し、試験実 の向上 ○栽培試験担当者会議及び栽培試験実施責任者会議を開催し、
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努めるとともに、 上の問題点等の早 施上の問題点等の解決の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 栽培試験結果報告書提出の迅速化、栽培試験実施上の問題点

栽培試験担当者の 期解決のための検 ため検討を行うとともに に優れた成果が得られた について対応方策の検討を行った。

業務運営能力の向 討を行うとともに 、ＯＪＴ（オンザジョブ Ａ：順調に進んでいる

上を図る。 、ＯＪＴ（オンザ トレーニング）の実施、 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○栽培試験の新任者に対し、各実施場所において「栽培試験に

ジョブトレーニン 作物別の専門技術研修の Ｃ：不十分又は問題あり 関するＯＪＴの手引き（平成１７年４月）」にしたがってＯ

グ）、専門技術研 計画の策定、開催により Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ＪＴを実施し人材の育成に努めた。

修の実施、栽培地 、栽培地の調査、専門家 、その要因が法人の不適切な

の調査、専門家等 等からの意見の聴取等を 運営にあった ○作物別の専門技術研修計画を策定するとともに、新たに技術

からの意見の聴取 行う。また、これらの研 顧問を設置し、各栽培試験の実施場所に派遣して、専門技術

等を行う。 修の成果検証のための到 指導を５回延べ２１植物種類について実施した。

達度把握を行う。

表 技術顧問による専門技術指導実施状況

実施場所 対象植物種類

西日本農場 カンパニュラ他10植物

知覧農場 カリブラコア、ばら、キンギョソウ、ガー

ベラ、ペラルゴニウム

金谷農場 ビンカ

八岳農場 トルコぎきょう、スターチス、夏きく

本所 きく

○栽培試験を行うための技術情報の収集、現地調査を２５件（

前年度９件）、専門家への意見聴取を１３件（前年度５件）

実施した。

○年度内に研修の成果検証のための到達度把握には至らなかっ

た。

ケ 栽培試験によ ケ 品種登録審査 ケ 品種登録審査業務の ◇栽培試験により得られた情報及 【事業報告書の記述】 Ａ

り得られた情報及 業務の適切な実施 適切な実施、改善等に資 び知見の農林水産省への提供 ○四半期に１度、栽培試験実施状況等を整理し、農林水産省に

び知見を農林水産 、改善等に資する するよう、栽培試験実施 Ｓ：十分行われており、かつ、特 報告した。

省に提供する。 よう、栽培試験及 状況等を年４回報告する に優れた成果が得られた

び栽培試験に関す とともに、事案発生ごと Ａ：十分行われている ○栽培試験の成否に係る事項、区別性・均一性に影響のある事

る業務を実施する の随時報告を中心に情報 Ｂ：概ね行われている 項等については、事案発生毎に逐次農林水産省へ報告し、指

中で知り得た情報 ・知見の提供を行う。 Ｃ：不十分又は問題あり 示等に従い対処した。

及び知見について Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

、農林水産省に積 その要因が法人の不適切な運

極的に提供する。 営にあった

（２）育成者権の （２）育成者権の （２）育成者権の侵害対

侵害対策及び活用 侵害対策及び活用 策及び活用促進

促進 促進
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ア 国内外における育成 ◇育成者権の侵害及び活用に関す 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 育成者権の侵 ア 国内外におけ 者権の侵害及び活用に関 る情報の収集・分析・提供 ○平成１７年度に受けた相談等を基に、育成者権の侵害及び活

害及び活用に関す る育成者権の侵害 して、前年度に受けた相 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 用に関する９項目のＱ＆Ａを作成し、ホームページに掲載し

る情報の収集及び 及び活用に関する 談等を基に育成者権の侵 に優れた効果が得られた た。

分析を行い、育成 情報の収集、整理 害及び活用に関するＱ＆ Ａ：順調に進んでいる http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.

者権者、公的機関 及び分析を行い、 Ａを作成しホームページ Ｂ：概ね順調に進んでいる html

その他育成者権の ホームページ等を に掲載する。 Ｃ：不十分又は問題あり

関係者（以下「育 活用して育成者権 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

成者権者等」とい 者、公的機関その その要因は法人の不適切な運

う。）に対して分 他育成者権の関係 営にあった

析結果の提供を行 者（以下「育成者

う。 権者等」という。

）に提供する。

イ 育成者権者等 イ 育成者権者等 イ 育成者権者、公的機 ◇品種保護対策役の増員 【事業報告書の記述】 Ａ

から育成者権の侵 からの育成者権の 関その他育成者権の関係 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○育成者権の侵害及び活用に関する相談３１件（平成１７年度

害及び活用に関す 侵害及び活用に関 者からの育成者権の侵害 に優れた効果が得られた ３６件）に対して、対抗措置及び活用方法に関する助言等を

る相談を受けて、 する相談に対して 及び活用に関する相談に Ａ：順調に進んでいる 行った。

対抗措置及び活用 、対抗措置及び活 対して、対抗措置及び活 Ｂ：概ね順調に進んでいる

方法に関する助言 用方法に関する助 用方法に関する助言等を Ｃ：不十分又は問題あり ○よりきめ細かな対応と機動的な支援を行うため、本所の業務

を行うとともに、 言等を行うととも 行うとともに、よりきめ Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 調整部に品種保護対策課を新設するとともに、併任発令によ

きめ細かい対応と に、よりきめ細か 細かな対応と機動的な支 その要因は法人の不適切な運 って品種保護Ｇメン（品種保護対策役）を新たに北海道中央

機動的な支援を行 な対応と機動的な 援を行うため、本所の業 営にあった 農場、雲仙農場及び沖縄農場に配置し、２農場４名体制から

うため、品種保護 支援を行うため、 務調整部に品種保護対策 ５農場１０名体制とした。

対策役を増員する 効率的な運営体制 課を新設するとともに、

。 の整備に留意しつ 併任発令によって品種保 表 相談件数

つ、品種保護対策 護対策役を増員する。 Ｈ18年度 Ｈ17年度

役を増員する。 育成者権侵害に関する相談 31 36

情報提供実績 0 7

品種登録一般に関する相談 24 13

表 育成者権侵害に関する相談内訳

食用作物 工芸作物 野菜 果樹 草花類 鑑賞樹 きのこ類 合計

Ｈ18 2 3 6 4 4 10 6 31

Ｈ17 2 6 6 6 10 3 3 36

ウ 育成者権の侵 ウ 育成者権の侵 ウ 育成者権の侵害事実

害事実の判定 害事実の判定 の判定
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（ア）育成者権者 （ア）育成者権者 （ア）育成者権者、公的 ◇品種類似性試験の迅速な実施 【事業報告書の記述】 Ｃ

等からの依頼に基 等からの依頼に基 機関その他育成者権の関 指標＝当該年度における試験終了 ○下表のとおり２２件（１７年度１６件）の品種類似性試験を

づき、育成者権を づき、育成者権を 係者からの依頼に基づき 後３０日以内に施行（ＤＮ 実施した。１８年度に品種類似性試験が終了したものは１７

侵害した種苗等を 侵害した種苗等を 、育成者権を侵害した種 Ａ分析の場合７日以内に施 件であり、このうち、１２件（７１％）について試験終了後

判定するための品 判定するための品 苗等を判定するための品 行）した件数の全件数に対 ３０日以内に施行した。残り５件については後施行まで４０

種の類似性に関す 種の類似性に関す 種の類似性に関する試験 する割合 日を要した。

る試験を実施する る試験を迅速に実 を迅速に実施するととも Ｓ：９０％以上であり、かつ、特

とともに、当該試 施するとともに、 に、おうとうのＤＮＡ分 にすぐれた効果が認められた

験の対象となる農 当該試験の対象と 析を可能にする。 Ａ：９０％以上

林水産植物及びそ なる農林水産植物 Ｂ：８０％以上９０％未満

の加工品の種類を 及びその加工品の Ｃ：８０％未満

拡大する。 種類を拡大する。 Ｄ：８０％未満であり、かつ、そ

の要因が法人の不適切な運営

にあった

表 平成18年度品種類似性試験実績（カッコ内は17年度実績） 単位：件

草花類 鑑賞樹 工芸作物 合 計

特性比較 7 （9） -（-） -（-） 7 （9）

比較栽培 10 （5） 3（1） -（-） 13 （6）

DNA分析 - （-） -（-） 2（1） 2 （1）

合計 17（14） 3（1） 2（1） 22（16）

◇品種類似性試験の対象となる植 【事業報告書の記述】 Ａ

物及びその加工品の種類の拡大 ○ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象におうとうを追加し

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 た。

に優れた効果が得られた

Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

その要因は法人の不適切な運

営にあった

（イ）育成者権者 （イ）育成者権者 （イ）育成者権者等から ◇侵害状況の記録及び寄託による 【事業報告書の記述】 Ｓ

等からの依頼に基 等からの依頼に基 の依頼に基づき、依頼者 種苗、物品等の保管 ○育成者権者等からの依頼に基づき、依頼者とともに現地に赴

づき、育成者権の づき、依頼者とと とともに現地に赴き、育 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 き、育成者権の侵害が疑われる種苗、生産物及び加工品の栽

侵害の事実を証明 も 成者権の侵害が疑われる に優れた効果が得られた 培、保管、販売等の状況を記録する侵害状況記録と育成者権

・立証するための に現地に赴き、育 種苗、生産物及び加工品 Ａ：順調に進んでいる 侵害に係わる種苗、物品等の証拠品を保管する寄託制度を創
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種苗、物品等を保 成者権の侵害が疑 の栽培、保管、販売等の Ｂ：概ね順調に進んでいる 設した。

管する。 われる種苗、生産 状況を記録することによ Ｃ：不十分又は問題あり

物及び加工品の栽 り、侵害行為の日時、数 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 ○育成者権者等の依頼に基づき３件の侵害状況記録と８件の寄

培、保管、販売等 量、金額等を証明すると その要因は法人の不適切な運 託を実施した。

の状況を記録する ともに、育成者権に係わ 営にあった

ことにより、侵害 る種苗、物品等の証拠品 表 侵害状況記録及び寄託の実績

行為の日時、数量 を保管する寄託制度を創 草花類 鑑賞樹 工芸作物 計

、金額等を証明す 設し、育成者権侵害の立 侵害状況記録 3 － － 3

るとともに、育成 証を支援する。 寄 託 8 － － 8

者権に係わる種苗

、物品等の証拠品 【その他特記事項】

を保管する寄託制 ○侵害状況記録及び寄託制度を含め、種苗管理センターが行っ

度を創設し、育成 ている侵害立証支援対策について、農林水産省の「植物新品

者権侵害の立証を 種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会報告」（平成

支援する。 １８年１２月）において高い評価を受けたことから、Ｓ評価

とした。

（ウ）育成者権を （ウ）育成者権を （ウ）育成者権を侵害す ◇育成者権侵害物品に係る試料の 【事業報告書の記述】 －

侵害する物品に該 侵害する物品に該 る物品に該当するか否か 鑑定の嘱託に対する迅速かつ的 ○鑑定の嘱託がなかった。

当するか否かの認 当するか否かの認 の認定手続に係る農林水 確な鑑定の実施及び報告

定手続に係る農林 定手続に係る農林 産大臣の意見聴取に関す 指標＝当該年度における７日以内

水産大臣の意見聴 水産大臣の意見聴 る省令（平成１８年農林 に報告した件数の全件数に

取に関する省令（ 取に関する省令（ 水産省令第４号）に基づ 対する割合

平成１８年農林水 平成１８年農林水 き、農林水産大臣から育 Ｓ：９０％以上であり、かつ、特

産省令第４号）に 産省令第４号）に 成者権侵害物品に係る試 にすぐれた効果が認められた

基づき、農林水産 基づき、農林水産 料の鑑定の嘱託があった Ａ：９０％以上

省から育成者権侵 省から育成者権侵 場合には、迅速かつ的確 Ｂ：８０％以上９０％未満

害物品に係る試料 害物品に係る試料 にＤＮＡ鑑定を実施し、 Ｃ：８０％未満

の鑑定の嘱託があ の鑑定の嘱託があ 速やかに鑑定結果を報告 Ｄ：８０％未満であり、かつ、そ

った場合には、迅 った場合には、迅 する。 の要因が法人の不適切な運営

速かつ的確にＤＮ 速かつ的確にＤＮ にあった

Ａ鑑定を実施し、 Ａ鑑定を実施し、 （要請がない場合、本項目の評価

速やかに鑑定結果 速やかに鑑定結果 は行わない）

を報告する。 を報告する。

（エ）ＤＮＡ分析 （エ）ＤＮＡ分析 （エ）ＤＮＡ分析による ◇登録品種等のＤＮＡ情報のデー 【事業報告書の記述】 Ａ

による品種類似性 による品種類似性 品種類似性試験を的確に タベース化 ○いちごの登録品種等についてＤＮＡデータベースを作成し、

試験を的確に実施 試験を的確に実施 実施するため、いちごの Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 この結果、ＤＮＡ分析による品種類似性試験において、いち

するため、登録品 するため、実用化 登録品種等のＤＮＡ情報 に優れた成果が得られた ごの５４品種の識別が可能となった。

種等のＤＮＡ情報 レベルにあるＤＮ を分析し、データベース Ａ：順調に進んでいる
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のデータベース化 Ａ品種識別技術を を作成する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

を行う。 積極的に導入し、 Ｃ：不十分又は問題あり

登録品種等のＤＮ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

Ａ情報を蓄積しデ 、その要因は法人の不適切な

ータベース化を行 運営にあった

う。

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

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

種苗の検査、指定 種苗の検査、指定 指定種苗の集取、立入検

種苗の集取、立入 種苗の集取、立入 査等 各小項目の評価点数の区分は

検査等 検査等 以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：８点以上

Ｂ：０～７点

Ｃ：０点未満

（１）農作物（飼 （１）農作物（飼 （１）農作物（飼料作物

料作物を除く。） 料作物を除く。） を除く。）の種苗の検査

の種苗の検査 の種苗の検査

ア ＩＳＴＡの行う熟練 ◇検査の迅速化 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 検査依頼のあ ア 的確かつ迅速 度テスト、品質保証マニ 指標＝当該年度における50日以内 ○検査職員に研修、技能検定を課し、評価技術の平準化を行う

った日から、原則 な検査を実施する ュアルに基づく技能検定 に検査報告を行った件数の とともに、ＩＳＴＡが実施する熟練度試験において、引き続

として５０日以内 とともに、検査試 試験等による検査職員の 全検査件数に対する割合 き各検査項目について可能な限り複数の者によるクロスチェ

に検査結果の報告 料の提出が遅れた 技術能力の高位平準化及 Ｓ：１００％であり、かつ、特に ックを行い、検査結果の検証に万全を期した。

を行うことにより もの等特別の事情 び事務処理の効率化によ すぐれた効果が認められた

、検査の迅速化を があるものを除き り、的確かつ迅速な検査 Ａ：１００％ ○証明書発行の徹底したシステム化、検査結果の決裁に係る期

図る。 、検査依頼のあっ を実施するとともに、検 Ｂ：９０％以上１００％未満 間の短縮に努め、検査件数の９４７件の全てについて、検査

た日から５０日以 査試料の提出が遅れたも Ｃ：９０％未満 依頼のあった日から５０日以内に検査結果の報告を行った。

内に検査結果の報 の等特別の事情があるも Ｄ：８０％未満であり、かつ、そ

告を行うものとす のを除き、検査依頼のあ の要因が法人の不適切な運営 表 依頼検査件数

る。 った日から５０日以内に にあった 18年度 17年度

検査結果の報告を行う。 国内種子検査 626件 688件

依頼検査 国際種子検査 321件 302件

合 計 947件 990件
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イ 依頼者の意向 イ 講習会等を通 イ 技術講習会等の際に ◇依頼業者の意向把握及びクレー 【事業報告書の記述】 Ａ

を把握し、業務の じ、依頼業者の意 依頼業者等から意向を把 ムへの適切な対処 ○そ菜種子生産研究会の定例研究会、種苗検査技術講習会等を

質の向上を図ると 向を把握し、クレ 握し、クレームがあった Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 通じ、種子伝染性病害検査に係る依頼業者の意向等を把握し

ともに、検査結果 ームがあった場合 場合には速やかに対応す に優れた成果が得られた 、依頼検査対象項目の拡大に活用した。

についてクレーム には速やかに対応 るとともに、業務の改善 Ａ：順調に進んでいる

があった場合には するとともに、業 を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○なお、クレームに該当するものはなかった。

適切に処理する。 務の改善を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因が法人の不適切な

運営にあった

ウ 依頼検査にお ウ 種子流通の国 ウ 種子流通の国際化、 ◇依頼検査における検査項目の拡 【事業報告書の記述】 Ａ

ける検査項目の拡 際化、種苗業者に 種苗業者におけるリスク 大 ○病害検査について４０点（１７年度２３点）の依頼があり、

大を図る。 おけるリスク管理 管理の必要性の高まり等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 これを実施した。

の必要性の高まり を背景として、種子伝染 に優れた成果が得られた

等を背景として、 性病害の検査要請に対応 Ａ：順調に進んでいる ○種子伝染性病害検査項目にキュウリ緑斑モザイク病及びめキ

種子伝染性病害の するため、前年までに開 Ｂ：概ね順調に進んでいる ャベツの黒腐病を追加した。

検査要請に対応す 始した検査を確実に実施 Ｃ：不十分又は問題あり

るため、検査項目 するとともに、新たにキ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ○種苗業者から要望の強いウリ科野菜種子の果実汚斑細菌病の

の拡大を図る。 ュウリ緑斑モザイクウイ 、その要因が法人の不適切な 種子検査法の確立について、競争的資金（先端技術を活用し

ルス病（ＫＧＭＭＶ）の 運営にあった た農林水産研究高度化事業）を獲得し、一層の推進を図った

検査を開始する。 。

エ 種苗の品質証 エ ＯＥＣＤ種子 エ ＯＥＣＤ種子制度に ◇種苗の品質証明等に係る検査の 【事業報告書の記述】 Ａ

明等に係る次の検 制度に基づく種苗 基づく種苗業者の輸出用 着実な実施 ○輸出用てんさい種子の品種の証明に係る種子の検査依頼はな

査を着実に実施す 業者の輸出用てん てんさい種子の品種の証 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 かった。

る。 さい種子の品種の 明に係る種子の検査依頼 に優れた成果が得られた

（ア）輸出用てん 証明に係る種子の があった場合には的確か Ａ：順調に進んでいる ○種苗業者が災害対策用に保管する園芸種子の検査については

さい種子の品種の 検査、種苗業者が つ迅速な検査を実施し、 Ｂ：概ね順調に進んでいる 、農林水産省において安全保管計画が策定されなかったため

証明に係る検査 災害対策用に保管 検査結果の報告を行う。 Ｃ：不十分又は問題あり 、検査依頼はなかった。

（イ）種苗業者が する園芸種子の検 種苗業者が災害対策用に Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

災害対策用に保管 査及び種苗業者が 保管する園芸種子の検査 、その要因が法人の不適切な ○下表のとおりＥＣ向け輸出野菜種子の品質維持に係る公的管

する園芸種子の検 ＥＣナショナルカ については、安全保管検 運営にあった 理に関する要領に基づく検査及び事後検定を実施し、検定結

査 タログへ品種登録 査計画に基づき保管業者 果を速やかに報告した。

した種子の事後検 から送付されたサンプル

（ウ）種苗業者が 定を実施するとと 種子の発芽率等の検査を 18年度 17年度

ＥＣナショナルカ もに、検査終了後 行い、検査結果を農林水 ＥＣ向け 記録の作成及

タログへ品種登録 、検査結果を適切 産省生産局長等に遅滞な 輸出野菜 びサンプルの 3業者 9業者

した種子の事後検 に報告する。 く通知する。種苗業者が 種子の品 保管検査

定 ＥＣナショナルカタログ 質維持に
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へ品種登録した種子の品 係る公的

種維持が適切に行われて 管理に関 事後検定 45点 21点

いるか否かについて年次 する要領

計画に基づき事後検定等 に基づく

を実施し、農林水産省生 検査

産局長に報告する。

オ 先進的な技術 オ 種苗検査担当 オ 種苗検査担当者会議 ◇種苗検査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 者による業務実施 を開催し、業務実施上の の向上 ○種苗検査担当者会議を開催し、試料抽出者の講習及び種子伝

努めるとともに、 上の問題点等の解 問題点等の解決のための Ｓ：計画を大きく上回り、かつ、 染性病害検査項目として追加したレタスモザイク病の検査法

種苗検査担当者の 決のための検討を 検討を行うとともに、検 特に優れた成果が得られた について研修を行った。

業務運営能力の向 行うとともに、専 査職員の質の向上を図る Ａ：計画どおり順調に実施した

上を図る。 門技術研修、レフ ために、専門技術研修、 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施し ○発芽検査能力の向上を図るためレフリーテストを実施すると

リーテスト等の技 レフリーテストを実施す た ともに、種苗検査担当者会議の場で芽生評価の基準統一につ

能チェックの実施 る。また、検査を適切に Ｃ：計画どおり実施されなかった いて検討し、検査精度の向上を図った。

、検査マニュアル 実施するため検査手順マ Ｄ：計画どおり実施されず、か

の作成等を行う。 ニュアル（表示及び集取 つ、その要因は法人の不適切な ○検査を適切に実施するため検査手順書（表示及び集取）の素

）等を作成する。 業務運営にあった 案を作成した。

（２）指定種苗の （２）指定種苗の （２）指定種苗の集取、

集取、立入検査等 集取、立入検査等 立入検査等

ア 指定種苗の表 ア 指定種苗の表 ア 指定種苗の表示検査 ◇指定種苗の表示検査の計画的か 【事業報告書の記述】 Ａ

示検査（１５，０ 示検査（１５，０ （１５，０００点程度／ つ的確な実施 ○下表のとおり合計１６,３７６点の表示検査を計画的かつ的

００点程度／年度 ００点程度／年度 年度）について、流通段 指標＝当該年度における表示検査 確に実施した。このうち、６０点（０.４％）に不完全表示

）及び集取（３， ）について、流通 階も含めて農薬使用回数 点数 があり、書面によって改善を求めた。

０００点程度／年 段階も含めて農薬 表示の検査を重点的に行 Ｓ：１３，５００点以上であり、 不完全表示６０点のうち、農薬使用回数表示の不備は２２

度）を計画的かつ 使用回数表示の検 うとともに、集取（３， かつ、特に優れた成果が認め 点であった。

的確に実施する。 査を重点的に行う ０００点程度／年度）を られた

とともに、集取（ 効果的かつ的確に実施し Ａ：１３，５００点以上 検査点数 不完全表示点数

３，０００点程度 、検査結果を適切に報告 Ｂ：１２，０００点以上１３，５ 食用作物種子 14,987 48(0.3%)

／年度）を効果的 する。また、苗の検査に ００点未満 花き種子 1,027 10(1.0%)

かつ的確に実施し ついては効果的かつ的確 Ｃ：１３，５００点未満 苗もの：食用作物 331 2(0.6%)

、検査結果を適切 な時期等について検討す Ｄ：１３，５００点未満であり、 苗もの：花き 31 0(0.0%)

に報告する。 る。 かつ、その要因は法人の不適 合計 16,376 60(0.4%)

切な業務運営にあった

苗の検査時期については、大手苗専門業者ではほぼ通年可

能、販売店店頭では秋の葉菜類は９月頃、春の果菜類は４月

頃が適当と判断した。
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◇指定種苗の集取の計画的かつ的 【事業報告書の記述】 Ａ

確な実施 ○下表のとおり合計３,１３８点の指定種苗の集取を計画的か

指標＝当該年度における集取点数 つ的確に行った。

Ｓ：２，７００点以上であり、か 食用作物２,８８５点

つ、特に優れた成果が認めら 花き ２５３点

れた 18年度 17年度

Ａ：２，７００点以上 前期 1,499点 1,787点

Ｂ：２，４００点以上２，７００ 集取点数 後期 1,639点 1,854点

点未満 合計 3,138点 3,641点

Ｃ：２，４００点未満 前期 1,499点 1,787点

Ｄ：２，４００点未満であり、か 発芽率検査 後期 1,639点 1,854点

つ、その要因は法人の不適切 合計 3,138点 3,641点

な業務運営にあった

イ 指定種苗の生 イ 指定種苗の生 イ 指定種苗の生産等に ◇品種純度試験点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ｂ

産等に関する基準 産等に関する基準 関する基準（平成１４年 指標＝当該年度における純度検査 ○下表のとおり１３０点の品種純度検査を行った。また、１７

（平成１４年４月 （平成１４年４月 ４月１日農林水産省告示 点数 年度に検査したもののうち、生育不良であったたまねぎ５点

１日農林水産省告 １日農林水産省告 第９３３号）による検査 Ｓ：１３５点以上であり、かつ、 の再試験をおこなった。

示第９３３号）に 示第９３３号）に において、品種純度検査 特にすぐれた効果が認められ

よる検査において よる検査において は９種類１５０点、病害 た 18年度 17年度

、病害検査、純度 、病害検査、純度 検査は５種類１６０点、 Ａ：１３５点以上 品種純度検査 130点 146点

検査等の実施点数 検査等の実施点数 遺伝子組換え種子検査は Ｂ：１２０点以上１３５点未満

を増加させる。 を増加させる。 ２種類３０点を行う。 Ｃ：１２０点未満

Ｄ：１２０点未満であり、かつ、

その要因が法人の不適切な運

営にあった

◇病害検査点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ａ

指標＝当該年度における病害検査 ○下表のとおり１６５点の病害検査を行った。

点数

Ｓ：１４０点以上であり、かつ、 18年度 17年度

特にすぐれた効果が認められ 前期 92点 99点

た 病害検査 後期 73点 43点

Ａ：１４０点以上 合計 165点 142点

Ｂ：１２５点以上１４０点未満 （病害別内訳）

Ｃ：１２５点未満 いんげんまめ炭そ病 ４２点

Ｄ：１２５点未満であり、かつ、 えんどう褐斑病・褐紋病 ４０点

その要因が法人の不適切な運 にんじん黒斑病 ７２点

営にあった ゆうがおつる割病 １１点
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◇遺伝子組換え検査点数の拡大 【事業報告書の記述】 Ａ

指標＝当該年度における遺伝子種 ○とうもろこし３３点について遺伝子組換え種子の混入検査を

子組み替え種子検査点数 行った。

Ｓ：２５点以上であり、かつ、特

にすぐれた効果が認められた 18年度 17年度

Ａ：２５点以上 遺伝子組換え

Ｂ：２０点以上２５点未満 技術によって 33点 31点

Ｃ：２５点未満 得られた種子

Ｄ：２５点未満であり、かつ、そ の検査

の要因が法人の不適切な運営

にあった

ウ 遺伝子組換え ウ 遺伝子組換え ウ 遺伝子組換え生物等 ◇カルタヘナ法に基づく立入り、 【事業報告書の記述】 Ａ

生物等の使用等の 生物等の使用等の の使用等の規制による生 質問、検査、収去及びモニタリ ○農林水産大臣からの立ち入り検査の指示はなかった。

規制による生物の 規制による生物の 物の多様性の確保に関す ングの的確な実施

多様性の確保に関 多様性の確保に関 る法律（平成１５年法律 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○カルタヘナ法に基づく立ち入り検査の指示があった際に本法

する法律（平成１ する法律（平成１ 第９７号）第３２条の規 に優れた成果が得られた 人が検査を実施することとなっているとうもろこし及び大豆

遺伝子組換え種子の混入について５年法律第９７号 ５年法律第９７号 定に基づき、同条第２項 Ａ：順調に進んでいる の国内流通種子を対象に、

モニタリング（とうもろこし３３点、大豆（えだまめ）１２点）を行った。）第３２条の規定 ）第３２条の規定 の農林水産大臣の指示が Ｂ：概ね順調に進んでいる

に基づき、同条第 に基づき、同条第 あった場合には、立入り Ｃ：不十分又は問題あり

２項の農林水産大 ２項の農林水産大 、質問、検査及び収去を Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

臣の指示に従い、 臣の指示に従い、 的確に実施する。また、 、その要因が法人の不適切な

立入り、質問、検 立入り、質問、検 遺伝子組換え種子の混入 運営にあった

査及び収去を的確 査及び収去を的確 について、モニタリング

に実施する。 に実施するととも を行う。

に、その結果を農

林水産省に適切に

報告する。また、

遺伝子組換え種子

の混入について、

モニタリングを行

う。

エ 種苗検査によ エ 種苗流通の適 エ 種苗流通の適正化に ◇種苗検査により得られた情報及 【事業報告書の記述】 Ａ

り得られた情報及 正化に資するよう 資するよう、農林水産省 び知見の農林水産省への提供 ○集取及び立入検査の際に得られた種苗業者に関する情報を前

び知見を農林水産 、種苗検査業務を に集取及び立入検査時期 Ｓ：十分行われており、かつ、特 期検査及び後期検査の終了後、農林水産省に報告した。

省に提供する。 実施する中で知り ごとの定期的な報告を行 に優れた成果が得られた

得た情報及び知見 うとともに、事案発生ご Ａ：十分行われている

について、農林水 とに随時報告する。 Ｂ：概ね行われている
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産省に積極的に提 Ｃ：不十分または問題あり

供する。 Ｄ：不十分または問題あり、かつ

、その要因は法人の不適切な

業務運営にあった

３ ばれいしょ及 ３ ばれいしょ及 ３ ばれいしょ及びさと ○種苗生産業務の質の向上 Ａ

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

殖に必要な種苗の 殖に必要な種苗の 苗の生産、配布等

生産、配布等 生産、配布等 各小項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：１８点以上

Ｂ：０点～１７点

Ｃ：０点未満

（１）ばれいしょ （１）ばれいしょ （１）ばれいしょ及びさ

及びさとうきびの 及びさとうきびの とうきびの増殖に必要な

増殖に必要な種苗 増殖に必要な種苗 種苗の生産及び配布

の生産及び配布 の生産及び配布 ア 生産配布計画に基づ ◇春植用ばれいしょ原原種の需要 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 食料・農業・ ア 食料・農業・ き、以下のとおり需要に 量に即した供給量の確保 ○平成１９年春植用ばれいしょは、目標数量６８，１００袋に

農村基本計画に即 農村基本計画に即 応じた供給を行う。 指標＝当該年度における春植用ば 対し、７２，４６２袋（１０６．４％）を生産し、全ての品

し、道県の需要量 し、道県の需要量 平成１９年春植用ばれ れいしょ原原種供給量 種で申請数量を配布することができた。また、申請後の需要

に対応した原原種 のほぼ１００％を いしょ原原種 ６８，１ Ｓ：６１，２９０袋以上であり、 の増加対し、備蓄原原種の中から３品種、計３４袋を追加配

の供給量を確保（ 確保できる生産配 ００袋 かつ、特に優れた成果が認め 布した。

需要量のほぼ１０ 布計画を作成し、 平成１９年秋植用ばれ られた

０％を確保できる 需要に応じた供給 いしょ原原種 ３，３ Ａ：６１，２９０袋以上

生産配布計画の作 を行う。 ７０袋 Ｂ：５４，４８０袋以上６１，２

成）する。 さとうきび原原 平成１８年植用茶原種 ９０袋未満

さとうきび原原 種については、「 （挿し穂） 要望に応じ Ｃ：５４，４８０袋未満

種については、「 さとうきび増産プ 調整 Ｄ：５４，４８０袋未満であり、

さとうきび増産プ ロジェクト基本方 平成１９年植用茶原種 かつ、その要因は法人の不適

ロジェクト基本方 針」（平成１７年 （母樹） 要望に応じ 切な運営であった

針」（平成１７年 １２月２６日さと 調整

１２月２６日さと うきび増産プロジ 平成１９年春植用さと ◇秋植用ばれいしょ原原種の需要 【事業報告書の記述】 Ａ

うきび増産プロジ ェクト会議決定） うきび原原種 １，２１ 量に即した供給量の確保 ○平成１８年秋植用ばれいしょは、目標数量３，４００袋に対

ェクト会議決定） に即した安定生産 ４千本 指標＝当該年度における秋植用ば し、３，４８９袋（１０２．６％）を生産した。品種別には

に即した安定生産 に努めるとともに 平成１９年夏植用さと れいしょ原原種供給量 、アンデス赤については申請数量が当初需要に対して増加し
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に努める。 、実需者のニーズ うきび原原種 １，６２ Ｓ：３，０３０袋以上であり、か たこと、アイノアカ及び普賢丸については天候不順の影響に

を踏まえた側枝苗 ９千本 つ、特に優れた成果が認めら より減収したことから、申請数量を配布することができなか

を配布する体制の さとうきび原原種につ れた ったが、その他の７品種については申請数量を配布すること

整備を進める。 いては、「さとうきび増 Ａ：３，０３０袋以上 ができ、充足率は９９．０％となった。

産プロジェクト基本方針 Ｂ：２，６９０袋以上３，０３０

」（平成１７年１２月２ 袋未満

６日さとうきび増産プロ Ｃ：２，６９０袋未満

ジェクト会議決定）に即 Ｄ：２，６９０袋未満であり、か

し、台風被害の軽減等に つ、その要因は法人の不適切

より安定生産に努めると な運営であった

ともに、側枝苗による配

布について、原原種配布

先との意見交換を行い、

配布に必要な条件整備を ◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要 【事業報告書の記述】 Ａ

行う。 望に応じた供給 ○平成１８年春植用茶原種（挿し穂）は、申請数量のとおり、

指標＝当該年度における茶原種 １２品種４０，５６０本の配布を行った。

供給量

Ｓ：９０％以上であり、かつ、特 ○平成１８年秋植用茶原種（挿し穂）は、べにふうき及びはる

に優れた成果が認められた みどりについて駆け込み需要があり、配布先との調整を行っ

Ａ：９０％以上 た。その他の１５品種については申請数量を配布することが

Ｂ：８０％以上９０％未満 でき、充足率は９１．５％となった。なお、３月に県からの

Ｃ：８０％未満 要望に応じ、３品種４０本の母樹を配布した。

Ｄ：８０％未満であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営

であった

◇春植用さとうきび原原種の需要 【事業報告書の記述】 Ｂ

量に即した供給量の確保 ○平成１９年春植用さとうきびの目標数量については、年度当

指標＝当該年度における春植用さ 初における鹿児島県の原種ほ設置計画が未確定であったため

とうきび原原種供給量 、前年度と同様として目標数量を策定し、植え付けを行った

Ｓ：１，０９２千本以上であり、 。しかし、鹿児島県よりその後提出された原種ほ設置計画に

かつ、特に優れた成果が認め 基づく需要量は、前年度と比較して２２９千本少ない４４０

られた 千本であったことから、減少相当分の廃棄処分を行い、需要

Ａ：１，０９２千本以上 量に見合った生産体制とした。加えて、沖縄農場において、

Ｂ：９７１千本以上１，０９２千 平成１８年９月の台風の影響により折損、裂傷及び倒伏等の

本未満 被害があったことから、目標数量１，２１４千本に対し、９

Ｃ：９７１千本未満 ６８千本（７９．７％）の生産となったが、全ての品種で申

Ｄ：９７１千本未満であり、かつ 請数量を配布することができた。

、その要因は法人の不適切な

運営であった
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◇夏植用さとうきび原原種の需要 【事業報告書の記述】 Ａ

量に即した供給量の確保 ○平成１８年夏植用さとうきびは、沖縄における干ばつ等の影

指標＝当該年度における夏植用さ 響から目標数量１，６４６千本に対し、１，６１３千本（９

とうきび原原種供給量 ８．０％）の生産となった。品種別には、一部品種について

Ｓ：１，４８１千本以上であり、 生産計画数量を確保できなかったが、配布先と調整の上、代

かつ、特に優れた成果が認め 替品種による対応を行い、全ての品種で申請数量を配布する

られた ことができた。

Ａ：１，４８１千本以上

Ｂ：１，３１６千本以上１，４８ ○「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に即し、沖縄農場

１千本未満 において防風柵の設置を行い、台風被害の軽減を図るととも

Ｃ：１，３１６千本未満 に、側枝苗の配布について、配布先と協議を行い、台風被害

Ｄ：１，３１６千本未満の達成度 による不足分を中心に沖縄農場７０，２００本、鹿児島農場

合いであり、かつ、その要因 ４，５００本を１９年春植用としての配布した。

は法人の不適切な運営であっ

た

表 原原種等の需要量と供給量

原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

需要数量 生産計画数 相当生産数量 達成率 申請数量 配布数量 達成率

量 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

3,035 3,400 3,489 102.6 2,940 2,912 99.0

18年秋植用ばれいしょ原原種（袋） (3,676) (4,100) (3,968) (96.8) (2,988) (2,988) (100.0)

注１） 64,420 68,100 72,462 106.4 64,218 64,218 100.0

19年春植用ばれいしょ原原種（袋） (63,870) (68,900) (70,647) (102.5) (65,270) (64,802) (99.3)

3,170 3,370 － － － － －

19年秋植用ばれいしょ原原種（袋） (3,035) (3,400) (－) (－) (－) (－) (－)

－ － － － 40,560 40,560 100.0

18年春植用茶原種挿し穂（本） (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

－ － － － 21,300 19,500 91.5

18年秋植用茶原種挿し穂（本） (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

－ － － － 40 40 100.0

19年春植用茶原種母樹（本） (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

1,646 1,646 1,613 98.0 1,613 1,613 100.0

18年夏植用さとうきび原原種（千本） (1,652) (1,652) (1,656) (100.2) (1,656) (1,656) (100.0)

1,214 1,214 968 79.7 968 968 100.0
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19年春植用さとうきび原原種（千本） (1,209) (1,209) (1,228) (101.6) (1,228) (1,228) (100.0)

1,629 1,629 － － － － －

19年夏植用さとうきび原原種（千本） (1,646) (1,646) (－) (－) (－) (－) (－)

注１：１９年春植用ばれいしょ原原種には１９年５月の追加申請配布分３４袋を含む。

注２：カッコ内は１７年度実績を示す。

イ 原原種の無病 イ 原原種生産配 イ 原原種生産配布技術 ◇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（ 布技術指針等に基 指針等に基づき、病害虫 ほ場での肉眼による病害検定の ○原原種生産配布技術指針及び病害虫発生状況調査に基づき、

病害罹病率０．１ づき、病害虫防除 防除対策を講じるととも 実施 適時適切な病害虫防除に努めた。

％未満）を図ると 対策を講じるとと に、生育期間中のほ場で 指標＝１作期当たりの病害検定回

ともに、原原種の もに生育期間中の の肉眼による病害検定を 数 ○ばれいしょの生育期間中のほ場での肉眼による病害検定につ

品質の維持・向上 ほ場での肉眼によ 、ばれいしょ５回（２期 Ｓ：５回(２期作で３回)以上であ いて、以下のとおり実施した。

（ばれいしょ萌芽 る病害検定を、ば 作で３回）以上及びさと り、かつ、特に優れた成果が １８年秋植用ばれいしょ原原種：４～ ７回

率９０％以上、さ れいしょ５回（２ うきび１２回以上実施し 認められた １９年春植用ばれいしょ原原種：５～１１回

とうきび発芽率８ 期作で３回）以上 、収穫直前の検定におけ Ａ：５回(２期作で３回)以上

０％以上）を図る 及びさとうきび１ る病害罹病率を０．１％ Ｂ：４回(２期作で２回)

。 ２回以上実施し、 未満とする。また、同指 Ｃ：３回(２期作で１回)以下

収穫直前の検定に 針に基づき、土壌改良、 Ｄ：３回(２期作で１回)以下であ

おける病害罹病率 輪作年限の確保等の対策 り、かつ、その要因が法人の

を０．１％未満と を実施し、配布する原原 不適切な運営にあった

する。 種について、ばれいしょ

また、同指針に は萌芽率９０％以上、さ ◇さとうきび原原種生育期間中の 【事業報告書の記述】 Ａ

基づき、土壌改良 とうきびは発芽率８０％ ほ場での肉眼による病害検定の ○さとうきびの生育期間中のほ場での肉眼による病害検定につ

、輪作年限の確保 以上を満たすようにする 実施 いて以下のとおり実施した。

等の対策を実施し 。 指標＝１作期当たりの病害検定回 １８年夏植用さとうきび原原種：１２～１４回

、配布する原原種 数 １９年春植用さとうきび原原種：１２～１４回

について、ばれい Ｓ：１２回以上であり、かつ、特

しょ萌芽率９０％ に優れた成果が認められた

以上及びさとうき Ａ：１２回以上

び発芽率８０％以 Ｂ：１１回

上を満たすように Ｃ：１０回以下

する。 Ｄ：１０回以下であり、かつ、そ

の要因が法人の不適切な運営

にあった

◇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 ○ばれいしょの収穫直前の病害罹病率は､１８年秋植用及び１

指標＝当該年度におけるばれいし ９年春植用について、全ての農場、品種で０．１％未満であ
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ょ原原種収穫直前の検定に った。

よる病害罹病率

Ｓ：０．１％未満であり、かつ、 ・なお、出荷した原原種に関する品質調査において、３農場（

特に優れた成果が認められた 後志、嬬恋、八岳）でウイルス病を確認したことから、原種

Ａ：０．１％未満 生産に際しての注意喚起等のための文書を作成し、当該品種

Ｂ：０．１％以上０．３％未満 配布先に連絡をした。

Ｃ：０．３％以上

Ｄ：０．３％以上であり、かつ、

その要因は法人の不適切な運

営にあった

◇さとうきび原原種無病性の維持

・向上 【事業報告書の記述】 Ａ

指標＝当該年度におけるさとうき ○さとうきびの収穫直前の病害罹病率は、１８年夏植用及び１

び原原種収穫直前の検定に ９年春植用について、すべての農場、品種で０．１％未満で

よる病害罹病率 あった。

Ｓ：０．１％未満であり、かつ、

特に優れた成果が認められた

Ａ：０．１％未満

Ｂ：０．１％以上０．３％未満

Ｃ：０．３％以上

Ｄ：０．３％以上であり、かつ、

その要因は法人の不適切な運

営にあった

表 病害虫防除、病害検定及び病害罹病率の状況

病害虫防除実 肉眼による病害 収穫直前の検定に

施回数 検定実施回数 おける病害罹病率(%)

18年秋植用ばれいしょ原原種 12～13 ４～７ 0.000

19年春植用ばれいしょ原原種 ６～12 ５～11 0.002

18年夏植用さとうきび原原種 15～19 12～14 0.001

19年春植用さとうきび原原種 13～21 12～14 0.000

◇ばれいしょ原原種の品質の維持 【事業報告書の記述】 Ａ

・向上 ○原原種生産配布技術指針等に基づき、適正なほ場管理、栽培

指標＝当該年度に配布したばれい 管理を行い品質の向上に努めた。その結果、原原種の萌芽率

しょ原原種の萌芽率 等は以下のとおりであった。
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Ｓ：９０％以上であり、かつ、特

に優れた成果が認められた ・ばれいしょ原原種萌芽率

Ａ：９０％以上 １８年秋植用： ９８．４％

Ｂ：８０％以上９０％未満 １９年春植用： ９８．３％

Ｃ：８０％以下

Ｄ：８０％以下であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営

にあった

◇さとうきび原原種の品質の維持 ・さとうきび原原種発芽率 Ａ

・向上 １８年春植用：９８．２％

指標＝当該年度に配布したさとう １８年夏植用：９７．５％

きび原原種の発芽率 １９年春植用：９８．３％

Ｓ：８０％以上であり、かつ、特

に優れた成果が認められた

Ａ：８０％以上

Ｂ：７０％以上８０％未満

Ｃ：７０％以下

Ｄ：７０％以下であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営

にあった

ウ 原原種の配布 ウ 原原種の生産 ウ 原原種の生産見込数 ◇ばれいしょ原原種の配布の迅速 【事業報告書の記述】 Ａ

の申請期限から配 見込数量の把握を 量の把握を適時に行い、 化 ○全国の種ばれいしょ採種道県協議会や各道県等で行われる種

布開始までの期間 適時に行い、収穫 収穫調製から配布数量決 指標＝ばれいしょ原原種の申請期 苗の需給協議会等に参加し、需要動向を的確に把握するよう

を次の期間以内と 調製から配布数量 定までの期間の短縮に努 限から配布開始までの期間 努めるとともに、原原種等生産農場から定期的に報告される

し、原原種の配布 決定までの期間の めるとともに、生産見込 Ｓ：１．５ヶ月以内であり、かつ 収穫・選別状況等を基に迅速に配布数量決定を行った。この

の迅速化を図る。 短縮に努めるとと 数量を関係道県に早期に 、特に優れた成果が認められ 結果、配布開始までの期間は以下のとおりとなった。

（ア）ばれいしょ もに、生産見込数 提示し、配布数量決定ま た

：１．５か月 量を関係道県に早 でに係る事務処理の迅速 Ａ：１．５ヶ月以内 ○１８年秋植用ばれいしょ原原種：１．５ヶ月

期に提示し、配布 化を図り、配布申請期限 Ｂ：１．５ヶ月を超え２ヶ月以内 （申請期限６月末に対し、８月１４日に配布開始）

（イ）さとうきび 数量決定までに係 から配布開始までの期間 Ｃ：２ヶ月を超える

：２か月 る事務処理の迅速 をばれいしょ１．５か月 Ｄ：２ヶ月を超え、かつ、その要 ○１９年春植用ばれいしょ原原種：１．５ヶ月

化を図り、配布申 及びさとうきび２か月以 因は法人の不適切な運営にあ （申請期限９月１５日に対し、１０月３１日配布開始）

請期限から配布開 内とする。 った

始までの期間をば

れいしょ１．５か ◇さとうきび原原種の配布の迅速 【事業報告書の記述】 Ｂ

月及びさとうきび 化 ○１８年夏植用さとうきび原原種：１．７ヶ月

２か月以内とする 指標＝さとうきび原原種の申請期 （申請期限７月末日に対し、９月２２日配布開始）

。 限から配布開始までの期間
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Ｓ：２ヶ月以内であり、かつ、特 ○１９年春植用さとうきび原原種：２．６ヶ月

に優れた成果が認められた （申請期限１月１５日に対し、４月５日配布開始）

Ａ：２ヶ月以内

Ｂ：２ヶ月を超え３ヶ月以内 【その他特記事項】

Ｃ：３ヶ月を超える ○１９年春植用さとうきびの県からの申請が２月２３日であっ

Ｄ：３ヶ月を超え、かつ、その要 た。

因は法人の不適切な運営にあ

った

エ 原原種の配布 エ 原原種の配布 エ 原原種の配布先であ ◇アンケート結果に基づく原原種 【事業報告書の記述】 Ａ

先である道県に対 先である道県に対 る道県に対し、アンケー 生産配布に関する改善計画の作 ○１７年度アンケートに基づく１８年度改善計画に沿って業務

し、意向把握のた し、アンケート調 ト調査を実施し、アンケ 成と業務の改善 の改善を着実に実行した。

めのアンケート調 査を毎年実施し、 ート成果に基づき次年度 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 （改善事例）

査を行い、その調 アンケート成果に 以降の原原種生産配布に に優れた成果が得られた ・ウイルス病の改善策

査結果を分析し、 基づき次年度以降 関する改善計画を作成し Ａ：順調に進んでいる ：生育後期の抜取り回数増加、再生葉の除去の徹底

業務の質の向上を の原原種生産配布 て業務の改善を図るとと Ｂ：概ね順調に進んでいる ・傷、打撲の改善

図るとともに、ク に関する改善計画 もに、クレームがあった Ｃ：不十分又は問題あり ：ソイルコンディショニングによる除礫、コンテナチッパ

レームがあった場 を作成して業務の 場合には適切に対処する Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ーによる落差防止

合には適切に処理 改善を図るととも ことにより、アンケート 、その要因は法人の不適切な ・台風被害による品質低下

する。その際、顧 に、クレームがあ 結果で顧客満足度５段階 運営にあった ：防風柵の整備による台風被害の軽減、生育促進

客満足度を５段階 った場合には適切 評価の４．０以上を得る ・情報提供の強化

評価で数値化し、 に対処することに よう努める。 ：ホームページを改善し、農場の紹介、病害虫の検定結果

４以上を目標とす より、アンケート 等を掲載

る。 結果で顧客満足度

５段階評価の４． ○農協、道県に対しアンケートを実施し、下表のとおりの４．

０以上を得るよう ０以上の総合評価を得た。

努める。 また、評価点の低い項目及び指摘事項について全てピック

アップし、その対応策について検討を行い、改善計画を作成

した。

アンケート結果（カッコ内は１７年度）

平成18年度農協等向アンケート

回答 送付 回収率 総合評価

農協等数 農協等数

春植用ばれいしょ 76 81 93.8％ 4.1

(78) (86) (90.7％) (4.1)

秋植用ばれいしょ 15 17 88.2％ 4.2

(15) (16) (93.8％) (4.0)

春植用さとうきび 32 31 103％ 4.4

(33) (34) (97.1％) (4.2)
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夏植用さとうきび 35 37 94.6％ 4.5

(39) (39) (100％) (4.3)

全 体 158 166 95.2％

(165) (175) (94.3％)

◇ばれいしょ原原種配布先の満足 ○上表参照 Ａ

度の向上

指標＝当該年度におけるばれいし

ょ原原種配布先アンケート

結果での顧客満足度

Ｓ：４．０以上であり、かつ、特

に優れた成果が認められた

Ａ：４．０以上

Ｂ：３．０以上４．０未満

Ｃ：３．０未満

Ｄ：３．０未満であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営

にあった

◇さとうきび原原種配布先の満足 ○上表参照 Ａ

度の向上

指標＝当該年度におけるさとうき

び原原種配布先アンケート

結果での顧客満足度

Ｓ：４．０以上であり、かつ、特

に優れた成果が認められた

Ａ：４．０以上

Ｂ：３．０以上４．０未満

Ｃ：３．０未満

Ｄ：３．０未満であり、かつ、そ

の要因は法人の不適切な運営

にあった

◇クレームへの適切な対処 【事業報告書の記述】 Ａ

Ｓ：適切に対処されており、かつ ○配布した原原種等について、配布先からクレーム及び問い合

、特に優れた成果が得られた わせが６件（１７年度：９件）あった。

Ａ：適切に対処されている これらについては農場及びクレーム連絡者と連絡を密にし

Ｂ：一部に問題があった 、確認シートにより必要事項を確認しつつ対応するとともに

Ｃ：問題があった 、各農場に適時適切な指示を行った結果、クレームの相手方
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Ｄ：問題があり、かつ、その要因 に了解を得ることができた。

は法人の不適切な運営にあっ

た

（クレームがない場合は、本項目

の評価は行わない。)

クレームの内容と対応

内 容 対 応

炭そ病類似症状による塊茎表 聞き取り調査及び配布先との協議の結果、代替

面の陥没（2件） 品を配布することとした。

異品種の混入 現地調査に赴き、異品種株を処理した。

種いも切断後の塊茎腐敗 荷受から植え付けまでの種いもの温度管理や器

（2件） 具の消毒等の指導を行った。

緑化、変形及び小玉の混入 現地調査に赴き配布先と協議した結果、代替品

を配布することとした。

オ 食料・農業・ オ 不測時におけ オ 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】 Ｂ

農村基本計画に即 る食料安全保障へ 安全保障への対応として 転換等による食料の増産のため ○輪作体系に組み入れられていない草地について、不測時にお

し、不測時におい の対応として、ほ 、ほ場を確保するととも の支援体制の整備 ける利用の可能性の検討を行うとともに、当年春作産の種ば

てばれいしょへの 場の確保及び要請 に、種ばれいしょとして Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 れいしょを長期貯蔵し、翌年秋植用の種ばれいしょとするこ

転換等により食糧 に応じた備蓄の実 の備蓄方法等を検討する に優れた成果が得られた との可能性について調査を開始した。

の増産が図られる 施等により、不測 。 Ａ：順調に進んでいる

よう、種苗の緊急 の事態に対処する Ｂ：概ね順調に進んでいる

増殖体制の確立等 ための支援体制の Ｃ：不十分又は問題あり

による支援体制を 整備を進める。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

整備する。 、その要因は法人の不適切な

運営にあった

カ ばれいしょ及 カ 試験研究機関 カ 試験研究機関との情 ◇試験研究機関等との情報交換及 【事業報告書の記述】 Ａ

びさとうきびに係 との情報交換を密 報交換を密接に行うとと び育種、栽培技術開発等に必要 ○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

る試験研究を行う 接に行うとともに もに、育種、栽培技術開 な調査用種苗の提供 験研究機関と新品種等の品種特性、病害検定等に係る情報交

試験研究機関等に 、育種、栽培技術 発等に必要な調査用種苗 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 換を行った。

対し、技術の提供 開発等に必要な調 の提供を行う。また、試 に優れた成果が得られた また試験研究機関等からの申請に対し、調査用種苗の提供

及び健全無病種苗 査用種苗の提供を 験研究機関と連携し、有 Ａ：順調に進んでいる を以下のとおり行った。

の配布を行うとと 行う。また、試験 望系統等の段階から母本 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・１８年秋植用ばれいしょ

もに、試験研究機 研究機関と連携し の無病化、増殖特性の確 Ｃ：不十分又は問題あり ：２機関に８品種１，３９０ｋｇ

関等と連携し、母 、有望系統等の段 認等を行うとともに、必 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ・１９年春植用ばれいしょ

本の早期無毒化等 階から母本の無病 要に応じて急速増殖を行 、その要因は法人の不適切な ：１３機関に６４品種１１，６０８ｋｇ
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により新品種の配 化、増殖特性の確 う。 運営にあった ・１９年春植用さとうきび

布の迅速化を図る 認等を行うととも ：１機関に１品種４，９００本

。 に、必要に応じて

急速増殖を行うこ ◇試験研究機関との連携及び母本 【事業報告書の記述】 Ａ

とにより、新品種 の早期無毒化等による新品種の ○独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研

の早期普及に資す 早期普及 究センター等の試験研究機関から有望育成系統等を受け入れ、

る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 母本の無病化、増殖特性の確認を以下のとおり行った。

に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる ・ばれいしょ：無病化１９系統、増殖特性確認１９系統

Ｂ：概ね順調に進んでいる ・さとうきび：無病化１０系統、増殖特性確認１６系統

Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

キ 実需者のニー キ 実需者のニー キ 小粒種いもや原原種 ◇小粒種いもの安定的な生産の確 【事業報告書の記述】 Ｂ

ズに対応し、小粒 ズに対応し、小粒 の配布方法に関する実需 立及び効率的かつ省力的なばれ ○小粒種いもの安定的な生産方法について、密植によるほ場試

種いもの生産及び 種いもの安定的な 者のニーズを把握すると いしょ原原種の配布方法の実用 験を行ったが、慣行栽培と比較して有意な結果が得られなか

配布方法を検討す 生産方法を確立す ともにに、小粒種いもの 化 った。また、効率的かつ省力的な原原種の配布について、実

るとともに、効率 るとともに、大型 安定的な生産方法及び大 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 需者との連絡をもとに対応可能な農場から大型コンテナ及び

的なばれいしょ原 コンテナ等による 型コンテナ、フレキシブ に優れた成果が得られた フレコンバックによる配布を実施した。

原種の配布方法を 効率的かつ省力的 ルコンテナ等の効率的か Ａ：順調に進んでいる

検討し、実用化を なばれいしょ原原 つ省力的なばれいしょ原 Ｂ：概ね順調に進んでいる

推進する。 種の配布方法の実 原種の配布方法について Ｃ：不十分又は問題あり

用化を図る。 検討する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

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

・知識等の導入に 当者による業務実 会議及び専門技術研修等 力の向上 ○種苗管理研修技術専門研修、種苗管理研修中級者研修（種苗

努めるとともに、 施上の問題点の早 の実施により、原原種等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 生産コース）及びさとうきび実施担当者研修等を実施し、そ

原原種の生産担当 期解決のための検 生産改善計画、生産コス に優れた成果が得られた れぞれ技術専門職員又は中堅職員のリーダーとして必要とな

者の業務運営能力 討を行うとともに ト低減等に関する検討を Ａ：順調に進んでいる る資質及び技術の向上を図った。

の向上を図る。 、専門技術研修等 通じ業務運営能力の向上 Ｂ：概ね順調に進んでいる また、ばれいしょ原原種増殖体系検討会及び種苗生産部長

の実施により、原 を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり 等会議（ばれいしょ及びさとうきび原原種担当）を開催し、

原種生産担当者の Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 生産改善計画、生産コスト低減、新増殖体系の本格的導入に

業務運営能力の向 、その要因は法人の不適切な 向けた課題などの検討を行った。

上を図る。 運営にあった

ケ 原原種の生産 ケ ばれいしょ及 ケ ばれいしょ及びさと ◇原原種の生産及び配布により得 【事業報告書の記述】 Ａ
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及び配布により得 びさとうきびの生 うきびの生産の振興及び 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、各作物配布終了後各配布

られた情報及び知 産の振興及び適正 適正な流通に資するため 省への提供 農場からの配布実績報告書をとりまとめ以下のとおりに農林

見を農林水産省に な流通に資するた 、農林水産省に原原種等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 水産省に報告を行った。

提供する。 め、原原種生産配 の配布実績等について定 に優れた成果が得られた １８年春植用さとうきび原原種：６月２８日

布業務を実施する 期的に報告するとともに Ａ：順調に進んでいる １８年春植用茶原種：６月２８日

中で知り得た情報 、当該作物に係る各地域 Ｂ：概ね順調に進んでいる １８年春植用茶原種(挿し穂)：９月１日

及び知見について の情報を収集し、随時提 Ｃ：不十分又は問題あり １８年秋植用茶原種(挿し穂)：１１月１日

、農林水産省に積 供する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ １８年夏植用さとうきび原原種：１１月２９日

極的に提供する。 、その要因は法人の不適切な １８年秋植用ばれいしょ原原種：１１月２９日

運営にあった １９年春植用ばれいしょ原原種：１月２４日

また、ばれいしょ、茶及びさとうきびに係る各地域の情報

について、原原種配布先での種苗生産等に係る状況を調査し

、随時提供した。

（２）輪作ほ場等 （２）輪作ほ場等 （２）輪作ほ場等を活用

を活用した種苗生 を活用した種苗生 した種苗生産

産 産

ア 輪作ほ場、不測時の ◇災害対策用そば種子の生産及び 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 災害対策用種 ア 輪作ほ場、不 増殖ほ場等を活用して、 予備貯蔵 ○災害時の代作用種子として以下のとおり予備貯蔵を行った。

子として、作付面 測時の増殖ほ場等 災害時の代作用種子とし 指標＝当該年度におけるそばの予 ・そば：３１トン

積の多い品種を主 を活用して、災害 て、そば及び大豆の生産 備貯蔵量

体に、そば及び大 時の代作用種子と 及び予備貯蔵（予備貯蔵 Ｓ：２５トン以上であり、かつ、

豆の生産及び予備 して、そば及び大 量、そば２８トン／年度 特に優れた成果が認められた

貯蔵（予備貯蔵量 豆の生産及び予備 、大豆５トン／年度）を Ａ：２５トン以上

そば：２８トン 貯蔵（予備貯蔵量 実施し、必要に応じて都 Ｂ：２２トン以上２５トン未満

／年度、大豆：５ 、そば２８トン／ 道府県に配布する。 Ｃ：２２トン以下

トン／年度）を行 年度、大豆５トン Ｄ：２２トン以下であり、かつ、

う。 ／年度）を実施し その要因は法人の不適切な運

、必要に応じて都 営にあった

道府県に配布する

。 ◇災害対策用大豆種子の生産及び ・大豆：７．６トン Ａ

予備貯蔵

指標＝当該年度における大豆の予

備貯蔵量

Ｓ：４．５トン以上であり、かつ

、特に優れた成果が認められ

た

Ａ：４．５トン以上

Ｂ：４．０トン以上４．５トン未



- 47 -

満

Ｃ：４．０トン以下

Ｄ：４．０トン以下であり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

◇災害対策用種子の都道府県への 【事業報告書の記述】 Ａ

配布 ○都道府県の要請に応じ、以下のとおり配布を行った。

Ｓ：要請に的確に対応し、かつ、 そば：長野県に「信濃１号」を２，３４０ｋｇ配布した。

特に優れた成果が得られた 大豆：福岡県に「フクユタカ」を３１ｋｇ配布した。

Ａ：要請に的確に対応した

Ｂ：要請に概ね的確に対応した

Ｃ：問題あり

Ｄ：問題があり、かつ、その要因

は法人の不適切な運営にあっ

た

（要請、必要性がない場合は本項

目の評価は行わない。）

イ 公的機関等か イ 公的機関等か イ 公的機関等からの要 ◇早期普及が必要な畑作物等の調 【事業報告書の記述】 Ａ

らの要請に応じて らの要請に応じて 請に応じて、早期普及が 査研究用種苗等の生産及び配布 ○調査研究用種苗等の生産・配布規程を整備するとともに、要

、早期普及が必要 、早期普及が必要 必要な畑作物等の調査研 Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優 請に基づき品質評価用かんしょ１９品種・系統、１，１９０

な畑作物等の調査 な畑作物等の調査 究用種苗等を生産し配布 れた成果が得られた ｋｇの生産配布を行った。

研究用種苗等を生 研究用種苗等を生 するため、所要の規程を Ａ：的確に対応した

産し、配布する。 産し、配布する。 整備するとともに、要請 Ｂ：概ね的確に対応した

に応じて畑作物等の調査 Ｃ：問題あり

用種苗等を生産し、配布 Ｄ：問題があり、かつ、その要因

する。 は法人の不適切な運営にあっ

た

（要請、必要性がない場合は規定

の整備に関してのみ評価を行う

。）

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

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

する調査及び研究 する調査及び研究 研究

各小項目の評価点数の区分は

調査及び研究に 以下のとおりとする。

係る目標の作成に Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

当たって、次のよ 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ
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うに定義した用語 評価:－２点

を主に使用して段

階的な達成目標を Ａ：６点以上

示している。また Ｂ：０～５点

、調査及び研究の Ｃ：０点以下

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。

開発する：利用

可能な技術を作り

上げること。

確立する：技術

を組み合わせて技

術体系を作り上げ

ること。

（１）各業務が直 （１）調査及び研 （１）調査及び研究の重 ◇調査研究課題についての具体的 【事業報告書の記述】 Ａ

面する課題を踏ま 究の重点的な実施 点的な実施 な達成目標の設定と評価を踏ま ○中期計画に基づいて重点的に取り組む５調査研究課題につい

え、次の調査研究 えた調査研究内容の見直し て、課題ごとに調査研究体制、目的、調査研究内容、達成目

課題について、具 各業務について 中期計画において、各 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 標、５年間の年次計画を作成し、調査研究に着手した。

体的達成目標を設 次の調査研究課題 業務について重点的に取 に優れた成果が得られた

定しつつ重点的に に重点的に取り組 り組むこととした以下の Ａ：順調に進んでいる

実施する。 むものとする。ま ５つの調査研究課題につ Ｂ：概ね順調に進んでいる

た、調査研究結果 いて、課題ごとの調査研 Ｃ：不十分又は問題あり

については、適宜 究体制（調査研究推進体 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

評価を行い、調査 制、参画農場等）、目的 、その要因は法人の不適切な

研究内容の見直し 、調査研究内容、達成目 運営にあった

、新規課題の設定 標、５年間の年次計画を

等に反映させると 作成し、初年度の調査研

ともに、可能なも 究に着手する。

のから各業務へ調

査研究成果を順次

導入するものとす

る。

ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係 ア 栽培試験関係

（ア）ＤＮＡ品種 （ア）品種識別の （ア）品種識別のための ◇品種識別のためのＤＮＡマーカ 【事業報告書の記述】 Ａ
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識別技術の実用化 ためのＤＮＡマー ＤＮＡマーカーの情報収 ーの情報収集・開発 ○９種類のＳＳＲマーカーを使ってばれいしょ約２００品種の

を促進するため、 カーの情報収集・ 集・開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 識別を行った。この結果、突然変異により育成された品種と

各種作物・品種の 開発 栽培試験の省力化、高 に優れた成果が得られた 異名同種と思われる品種を除き１４２品種が識別され、原原

ＤＮＡマーカーを 栽培試験の省力 精度化を図るため、各種 Ａ：順調に進んでいる 種生産を行っているばれいしょ品種すべての識別が可能とな

開発するとともに 化及び高精度化を 作物・品種のＤＮＡマー Ｂ：概ね順調に進んでいる った。また、この結果からＳＳＲマーカーデータベースを作

、得られたＤＮＡ 図るため、各種作 カーに関する情報収集及 Ｃ：不十分又は問題あり 成した。

品種識別情報のデ 物・品種のＤＮＡ び開発を行うとともに、 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

ータベース化を図 マーカーに関する 特にＳＳＲマーカー等を 、その要因は法人の不適切な

る。 情報収集及び開発 用いた科学的な対照品種 運営にあった

を行うとともに、 の選定、区別性の高精度

特にＳＳＲマーカ 化を可能とする手法の開

ー等を用いた科学 発を行う。

的な対照品種の選

定及び区別性の高

精度化を可能とす

る手法の開発を行

う。

（イ）農産物の加 （イ）農産物の加 （イ）農産物の加工品に ◇農産物の加工品におけるＤＮＡ 【事業報告書の記述】 Ｂ

工品におけるＤＮ 工品におけるＤＮ おけるＤＮＡ品種識別技 品種識別技術の開発 ○ナシ生果実及びナシ加工品（乾燥果実、果汁、缶詰、ゼリー

Ａ品種識別技術を Ａ品種識別技術の 術の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 、ジャム）からＤＮＡを抽出し、１４種類のＳＳＲマーカー

開発する。 開発 野菜、果実等の加工品 に優れた成果が得られた を使用して加工品の品種識別を行った。この結果、乾燥果実

野菜、果実等の に適用可能な品種識別技 Ａ：順調に進んでいる 、果汁及びゼリーについては比較的安定して品種識別が可能

加工品に適用可能 術を開発する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる であったが、缶詰製品間では解析に難易があった。なお、ジ

な品種識別技術を Ｃ：不十分又は問題あり ャムからのＤＮＡ抽出等が課題である。

開発する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

、その要因は法人の不適切な

運営にあった

イ 種苗検査関係 イ 種苗検査関係 イ 種苗検査関係

種苗伝染性病害 種子伝染性病害 ○ 種苗伝染性病害の ◇種苗伝染性病害の簡易な検定手 【事業報告書の記述】 Ａ

の簡易な検定手法 の病原体による種 簡易な検定手法の開発 法の開発 ○キュウリ緑斑モザイク病（ＫＧＭＭＶ）、トウガラシにおけ

を開発する。 子汚染について、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 るＴｏｂａｍｏｖｉｒｕｓ及びトマトかいよう病について簡

正確かつ再現性の 種子伝染性病害の病原 に優れた成果が得られた 易検定手法の検討を行った。この結果、ＥＬＩＳＡ法により

ある簡易検定手法 体による種子汚染につい Ａ：順調に進んでいる ＫＧＭＭＶの検査を行う場合、サブサンプルサイズ（検体の

を開発する。 て、正確かつ再現性のあ Ｂ：概ね順調に進んでいる 大きさ）は１００粒、汁液接種法によりＰＭＭｏＶの検査を

る簡易検定手法を開発す Ｃ：不十分又は問題あり 行う場合は２５０粒とするのが適しているとの結果を得た。

る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ また、トマトかいよう病では、半選択培地と抗体感作磁気ビ

、その要因は法人の不適切な ーズの併用により検出が可能であると考察された。
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運営にあった

ウ 原原種の生産 ウ 原原種の生産 ウ 原原種の生産及び配

及び配布関係 及び配布関係 布関係

（ア）種苗生産の （ア）種苗生産の （ア）種苗生産のコスト ◇種苗生産のコスト低減に係る技 【事業報告書の記述】 Ａ

コスト低減に係る コスト低減に係る 低減に係る技術の開発 術の開発 ○ばれいしょ原原種の効率的な施設内生産技術（養液栽培等）

技術を開発する。 技術の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 の検討を行った。この結果、養液に通気を行う「通気液面操

ばれいしょ及び ばれいしょ及びさとう に優れた成果が得られた 作培養法」によりマイクロチューバー生産をより効率的に行

さとうきび原原種 きび原原種の効率的な施 Ａ：順調に進んでいる うことができた。また、フィールド養液栽培装置（固形培地

の効率的な施設内 設内生産（養液栽培等） Ｂ：概ね順調に進んでいる ）を利用した根とストロンの分離栽培法によりミニチューバ

生産（養液栽培等 技術、病害検定技術等を Ｃ：不十分又は問題あり ーの効率的大量生産方法の可能性が示唆された。

）技術、病害検定 確立する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

技術等を確立する 、その要因は法人の不適切な ○さとうきびのわい化病の検定技術の検討を行った。この結果

。 運営にあった 、わい化病のＰＣＲ検定技術については、非特異反応による

検定の困難性があったが、ＲＦＬＰ法を手法に組み込むこと

により、技術確立が可能となるものと考察された。

このほか、側枝苗の養液栽培法の検討、鞘頭部切断機の開

発の検討を行った。

○貯蔵休眠塊茎からのジャガイモウイルス検出の検討を行った

。その結果、収穫後の貯蔵休眠塊茎からＰＶＳ（ジャガイモ

Ｓウイルス）、ＰＶＸ（ジャガイモＸウイルス）及びＰＬＲ

Ｖ（ジャガイモ葉巻ウイルス）は安定して検出できたが、Ｐ

ＶＹ（ジャガイモＹウイルス）は検出が困難になる時期があ

ることが判明した。

○ＥＬＩＳＡ法によるジャガイモ黒あし病新検定法について検

討を行った。その結果、Ｅｃａ（Erwinia ca- rotovora sub

sp. Atroseptica）とＥｃｈｒ（Erwiniachrysanthemi）を抗

血清として用いた場合各菌を特異的に検出できた。一方、Ｅ

ｃｃ（Erwinia carotovora subsp. Carotovora）を用いた場

合には検出率が劣った。

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

いしょ原原種生産 いしょ原原種生産 原原種生産管理技術体系 理技術体系の確立 ○黒目症状の発生と土壌水分について調査を行ったが、生育期

管理技術体系を確 管理技術体系の確 の確立 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 間中の土壌水分と黒目症状発生に相関関係は認められなかっ

立する。 立 高品質なばれいしょ原 に優れた成果が得られた た。

高品質なばれい 原種に対する実需者のニ Ａ：順調に進んでいる

しょ原原種に対す ーズに対応し、近年問題 Ｂ：概ね順調に進んでいる ○粉状そうか病防除に係る経費節減のための調査として、土壌
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る実需者のニーズ となっている黒目症状の Ｃ：不十分又は問題あり 汚染度評価試験を行った。

に対応し、近年問 原因解明及びその他の病 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

題となっている黒 害、生理障害等の発生防 、その要因は法人の不適切な

目症状の原因解明 止対策となる技術を確立 運営にあった

及びその他の病害 する。

、生理障害等の発

生防止対策となる

技術を確立する。

（２）先進的な技 （２）調査研究担 （２）調査研究担当者の ◇調査研究担当者の業務運営能力 【事業報告書の記述】 Ａ

術・知識等の導入 当者の業務運営能 業務運営能力の向上 の向上 ○調査研究担当者会議を開催し、「種苗生産に関するコスト低

に努めるとともに 力の向上 調査研究担当者の業務 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 減方策技術」等の重点調査課題及び委託研究を中心とする調

、調査研究担当者 調査研究担当者 運営能力の向上を図るた に優れた成果が得られた 査研究成果の発表等を通じて、業務運営能力の向上を図った

の業務運営能力の による検討会、先 め、「種苗生産に関する Ａ：順調に進んでいる 。

向上を図る。 進的な技術の導入 コスト低減方策技術」を Ｂ：概ね順調に進んでいる

に係る専門技術研 テーマとする調査研究担 Ｃ：不十分又は問題あり

修等を実施するこ 当者会議を開催する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

とにより、調査研 、その要因は法人の不適切な

究担当者の業務運 運営にあった

営能力の向上を図

る。

（３）調査及び研 （３）試験研究機 （３）試験研究機関等と ◇試験研究機関等との連携 【事業報告書の記述】 Ａ

究を進めるに当た 関等との連携 の連携 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究

っては、試験研究 試験研究機関等 試験研究機関等の持つ に優れた成果が得られた 」に参画し、大規模ほ場を活用し「農家ほ場規模で栽培され

機関等と情報交換 の持つ情報を収集 情報を収集整理するとと Ａ：順調に進んでいる るトウモロコシの交雑予測に関する調査研究」等を分担して

、共同研究を行う 整理するとともに もに、センターの持つ情 Ｂ：概ね順調に進んでいる 昨年に引き続き実施（独立行政法人農業環境技術研究所との

等、密接な連携を 、センターの持つ 報を積極的に提供する。 Ｃ：不十分又は問題あり 共同研究）した。

図る。 情報を積極的に提 また、試験研究機関と共 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ○｢食品の安全性及び機能性に関する総合研究｣に参画し、 ｢果

供する。また、セ 同研究が実施可能な候補 、その要因は法人の不適切な 実加工製品における品種判別技術のマニュアル化と実証」を

ンターが実施する テーマの検討を行う。 運営にあった 分担して実施（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

調査及び研究につ 構果樹研究所との共同研究）した。

いて、試験研究機 ○｢高生産性地域輪作システム確立のための技術開発｣に参画し

関等と協力して実 、 ｢新栽培体系に適した種いも生産技術の開発」を分担して

施できる場合にあ 実施（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道

っては、共同研究 農業研究センターとの共同研究）した。

を行う等緊密な連 ○｢栄養繁殖性遺伝資源の効率的保存体制確立のための基礎的

携を図る。 試験及び実用化事業｣に参画し、 ｢ばれいしょ培養茎頂のビ

ーズガラス化法による超低温保存法の実用化」を分担して実

施（独立行政法人農業生物資源研究所との共同研究）した。
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○「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」に参画し、

「ウリ科野菜果実汚斑細菌病の日本への侵入・定着防止技術

の開発」及び「ジャガイモモップトップウイルス汚染土壌の

多検体診断法の開発」を分担して実施（それぞれ独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所及び北海

道農業研究センターとの共同研究）した。

５ その他の附 ５ その他の附 ５ その他の附帯する ○附帯業務の質の向上 Ａ

帯する業務 帯する業務 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。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：５点以上

Ｂ：０点～４点

Ｃ：０点未満

（１）種苗に係る （１）種苗に係る （１）種苗に係る情報の

情報の収集、整理 情報の収集、整理 収集、整理及び提供並び

及び提供並びに技 及び提供並びに技 に技術指導

術指導 術指導 ア 品種登録出願者等に ◇品種登録出願者等に対する情報 【事業報告書の記述】 Ａ

ア 種苗に係る情 ア 品種登録出願 対し、栽培試験に係る情 提供 ○ホームページのデザイン及びコンテンツを一新し、アクセシ

報の収集及び整理 者等にパンフレッ 報を提供するため、種類 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ビリティの向上を図った。

を行い、出願者に ト、ホームページ 別審査基準、主要な植物 に優れた成果が得られた 特にコンテンツの更新については、情報提供・公開のニー

対する情報提供や 等を通じて、種類 の特性調査のための栽培 Ａ：順調に進んでいる ズの高い以下の事項を重点的に行った。

適正な種苗流通を 別審査基準、主要 方法及び担当農場のペー Ｂ：概ね順調に進んでいる ①センターが行う業務についての概要

推進するための情 な植物の特性調査 ジを開設するとともに、 Ｃ：不十分又は問題あり ②センター本所・各農場の紹介

報提供等を行うと のための栽培方法 情報の充実を図る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ③本所及び農場までのアクセスマップ

ともに、増殖特性 、植物別の担当農 、その要因が法人の不適切な ④品種保護対策に関する「よく寄せられる質問」の掲載

等新品種の普及に 場及び栽培試験に 運営にあった ⑤ばれいしょ原原種検定結果の公表

資するための情報 おける種苗の送付

提供等の充実を図 形態等の栽培試験 ○登録出願品種審査要領の改訂（１８年８月１日付け）に伴い

る。 に係る情報を提供 、ホームページにおいて品種登録出願者等に対し提供してい

する。 る情報の内容を見直し、出願者が提出する種苗の形態・規格

及び送付時期（栽培開始時期）等について情報提供を開始し

た。また、担当農場のページの開設を行った。

さらに、農林水産省の品種登録ホームページへのリンクを
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栽培試験業務の紹介文中に組込み、容易に種類別審査基準等

にアクセスできるようにした。

イ 必要に応じて イ 種苗業者に対 イ 種苗業者に対し、発 ◇種苗業者に対する技術指導 【事業報告書の記述】 Ａ

技術講習会を開催 し、パンフレット 芽検査方法、病害検査方 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○関係団体からの依頼により種苗検査技術等に関する講演を行

する等により、種 、ホームページ等 法等に関する技術講習会 に優れた成果が得られた った。さらに、種苗検査の実施時に品種保護に関連する情報

苗業者に対する技 を通じて、発芽検 を開催するとともに、要 Ａ：順調に進んでいる 等を提供した。

術指導を行う。 査方法、病害検査 望に応じて種苗業者が行 Ｂ：概ね順調に進んでいる

方法等の種苗検査 う研修会等に職員を派遣 Ｃ：不十分又は問題あり ○種苗業者の生産・品質管理担当７名を対象に、キャベツの黒

に係る情報を提供 し、指導を行う。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 腐病の検査技術について「種苗検査技術研修」を実施した。

するとともに、必 、その要因は法人の不適切な

要に応じて技術講 業務運営にあった

習会の開催、種苗

業者が行う研修会

等への職員の派遣

等により、種苗検

査制度が適切に理

解されるよう指導

を行い、適正な種

苗流通の推進を図

る。

ウ ばれいしょ、 ウ センターが生 ウ センターが生産及び ◇ばれいしょ、さとうきび種苗生 【事業報告書の記述】 Ａ

さとうきび種苗生 産及び配布する原 配布する原原種（特に新 産者等に対する技術情報の提供 ○ホームページに種苗生産業務概要、新品種、病徴、さとうき

産者等に対する技 原種の増殖特性等 品種）の増殖特性等の情 及び栽培技術の普及 び優良種苗普及のためのパンフレット等の他、新たに以下の

術情報の提供を行 の情報をパンフレ 報をパンフレット等に編 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 事項を掲載した。

う。また、さとう ット、ホームペー 集するとともに、ホーム に優れた成果が得られた ①種ばれいしょの検定結果

きび増産プロジェ ジ、配布先調査等 ページ及び配布先調査等 Ａ：順調に進んでいる ②シストセンチュウの検診結果

クト基本方針に即 により種苗生産農 により種苗生産農協等に Ｂ：概ね順調に進んでいる

した栽培技術の普 協等に提供する。 提供する。また、「さと Ｃ：不十分又は問題あり ○また、「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に即し、技

及等に努める。 また、「さとうき うきび増産プロジェクト Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 術指導パンフレットを作成し、種苗生産者等に情報提供を行

び増産プロジェク 基本方針」に即し、種苗 、その要因は法人の不適切な った。

ト基本方針」に即 生産者等に対し、病虫害 運営にあった なお、技術講習の要望はなかった。

し、さとうきびの ・ほ場管理等栽培管理に

種苗生産者等に対 係る情報を提供し、要望

し、病虫害・ほ場 に応じて職員を技術講習

管理等栽培管理に 会等に派遣し、技術指導

係る情報を提供し を行う。
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、要望に応じて職

員を技術講習会等

に派遣し、技術指

導を行う。

エ 調査研究成果 エ センターが行 エ センターが行った調 ◇調査研究成果の情報提供 【事業報告書の記述】 Ａ

の専門誌、ホーム った調査研究結果 査研究結果について、関 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ○調査研究成果を園芸学会で発表したほか、外国雑誌に論文を

ページ等における について、関連す 連する専門誌や一般誌等 に優れた成果が得られた 掲載した。

情報提供の充実を る専門誌や一般誌 への掲載を行うとともに Ａ：順調に進んでいる （調査研究成果及び論文の内容については別紙のとおり）

図る。 等への掲載を行う 、学会、ホームページ等 Ｂ：概ね順調に進んでいる

とともに、学会、 を通じて情報提供を行う Ｃ：不十分又は問題あり ○ホームページに引き続き重点課題に関する課題等及び成果の

ホームページ等を 。 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 概要を掲載した。

通じて情報提供を その要因は法人の不適切な運

行う。 営にあった

（２）種苗に係る （２）種苗に係る （２）種苗に係る国際会

国際会議への参画 国際会議への参画 議への参画、国際協力等

、国際協力等 、国際協力等

ア 農林水産省からの ◇国際機関が開催する会議への参 【事業報告書の記述】 Ａ

ア ＵＰＯＶ、 ア ＵＰＯＶ、 要請に基づき、①ＩＳＴ 加 ○農林水産省からの要請に基づき以下の国際会議へ職員を派遣

ＩＳＴＡ（国際種 ＩＳＴＡ（国際種 Ａ年次総会（平成１８年 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 した。

子検査協会）等の 子検査協会）等セ ６月：スイス）への職員 に優れた成果が得られた ・２００６年ＩＳＴＡ年次総会

国際機関が開催す ンターの業務に関 の派遣、②ＵＰＯＶ技術 Ａ：順調に進んでいる （平成１８年６月２５日～７月１日 スイス １名）

る会議に職員を派 連する国際機関が 作業部会への職員派遣等 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・ＵＰＯＶ各作業部会

遣する。 開催する会議につ を行うと共に、 国際健 Ｃ：不十分又は問題あり ・ＩＳＨＩ－Ｖｅｇ(国際健全種子推進機構ー野菜部会)

いて、農林水産省 全種子推進機構Ｖｅｇ会 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 （平成１８年１１月２８日～１２月１日 京都 ２名）

からの職員の派遣 議（平成１８年１１月： その要因は法人の不適切な運

の要請に基づき、 京都）へ職員を派遣する 営にあった ○農林水産省主催の「植物新品種の育成者権行使に関する国際

職員を派遣する等 。 会議」において、権利侵害対策のケーススタディについて講

積極的な参加を図 演するとともに、センター本所への現地調査を受け入れ、品

る。また、ＩＳＴ 種保護Ｇメンの活動等について説明した。

Ａが行う熟練度テ （平成１８年１１月１５～１７日 東京、つくば）

スト、ＩＳＨＩ（

国際健全種子推進

機構）が行う比較

試験等の検査法の

国際標準化に向け

た活動に参画し、

必要に応じ職員を

派遣する。
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イ ＵＰＯＶ同 イ ＵＰＯＶ同 イ ＵＰＯＶ同盟国と ◇ＵＰＯＶ同盟国への職員の派遣 【事業報告書の記述】 Ａ

盟国との審査協力 盟国との審査協力 の審査協力の一環として と専門家の受け入れ ○欧州品種庁（ＣＰＶＯ）及び韓国との栽培試験の実施方法の

の一環として、栽 の一環として、栽 、栽培試験の実施方法の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 整合性を確保するため、農林水産省からの要請に基づき職員

培試験の実施方法 培試験の実施方法 国際的な整合性を確保す に優れた成果が得られた を派遣した。

の国際的な整合性 の国際的な整合性 るため、要請に応じてＵ Ａ：順調に進んでいる

を確保するため、 を確保するため、 ＰＯＶ同盟国へ職員派遣 Ｂ：概ね順調に進んでいる 表 職員の派遣実績

職員を同盟国に派 要請に応じ職員を を派遣するとともに、同 Ｃ：不十分又は問題あり 派遣国 派遣人数 検討対象植物

遣するとともに、 同盟国に派遣する 盟国の専門家の受け入れ Ｄ：不十分又は問題あり、かつ 欧州品種庁 1 ばら、カリブラコア、ペチュニ

同盟国の専門家を とともに、同盟国 を行う。 、その要因は法人の不適切な運 （オランダ、 ア

受け入れる。 の専門家を受け入 営にあった ドイツ）

れる。 韓国 3 ばら、はくさい

ウ 外国からの ウ プロジェク ウ センターが持つ技 ◇海外研修員の受入れ及び研修の 【事業報告書の記述】 Ａ

専門家派遣要請に ト協力等へ積極的 術等を開発途上国等の専 実施 ○ＪＩＣＡからの要請に基づき、以下の集団研修コースを実施

基づき、職員を当 に参画するととも 門家に移転するため、要 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 し、研修員を受け入れた。

該国へ派遣し、技 に、外国から専門 請に基づいて職員を専門 に優れた成果が得られた ・植物品種保護コース８名

術指導を行う。ま 家派遣要請があっ 家として当該国へ派遣す Ａ：順調に進んでいる （平成１８年９月～１０月２７日）

た、海外研修員の た場合、要請の内 るとともに、ＪＩＣＡ集 Ｂ：概ね順調に進んでいる ・植物遺伝資源の持続的利用コース５名

受入れ及び研修を 容に即した適切な 団研修「植物品種保護」 Ｃ：不十分又は問題あり （平成１８年６月２日）

実施する。 職員を当該国へ派 コース（平成１８年８月 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、 ・スリランカ国別特設野菜採種コース５名

遣する。また、農 下旬～１１月上旬）への その要因は法人の不適切な運 （平成１８年６月１３日～１５日、７月１２日）

林水産省及び独立 協力を行う。 営にあった

行政法人国際協力 ○中国ＮＥＲＣＶ（国家蔬菜工程技研究中心）からの要請に基

機構と協力しなが づき職員を派遣した。

ら、外国人を対象

とする研修を実施

する。

６ 農作物に関 ６ 農作物に関 ６ 農作物に関する技術 ○遺伝資源業務の質の向上 Ａ

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

及び研究の素材と 及び研究の素材と となる植物の保存及び増

なる植物の保存及 なる植物の保存及 殖 各小項目の評価点数の区分は

び増殖 び増殖 以下のとおりとする。

独立行政法人農 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

業生物資源研究所 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

が実施するジーン 評価:－２点

バンク事業の計画

に沿って、栄養体 Ａ：３点以上

植物遺伝資源の保 Ｂ：０点～２点
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存等を担当するサ Ｃ：０点未満

ブバンクとして植

物遺伝資源の保存

、再増殖及び特性

評価を行う。

（１）植物遺伝資 （１）植物遺伝資源の保 ◇植物遺伝資源の保存・再増殖、 【事業報告書の記述】 Ａ

源の保存、再増殖 存、再増殖及び特性評価 特性評価等の実施 ○ジーンバンク事業計画に沿って、保存、増殖、特性調査及び

及び特性評価等の 等の実施 Ｓ：適正に行われており、かつ 発芽率調査を以下のとおり行った。

実施 、特に優れた成果が得られたＡ

独立行政法人農業生物 ：適正に行われている 表 平成１８年度遺伝資源業務実施状況

独立行政法人農 資源研究所が実施するジ Ｂ：概ね適正に行われている （カッコ内は平成１７年度実績）

業生物資源研究所 ーンバンク事業の計画に Ｃ：不十分又は問題あり 計 画 実 績 達成率

が実施するジーン 沿って、植物遺伝資源の Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 10,545点 10,518点 99.7%栄養体保存点数
バンク事業の計画 保存・再増殖、特性評価 、その要因は法人の不適切な (10,325点) (10,321点) (100.0%)

に沿って、植物遺 、保存種子の発芽率の調 運営にあった 960点 929点 96.8%種子増殖点数
伝資源の保存・再 査、遺伝資源の保存に関 (894点) (820点) (91.7%)

増殖、特性評価、 する調査等を行う。再配 一次特性 22,267点 21,093点 94.7%

保存種子の発芽率 置計画に沿った植物遺伝 特 調査項目 (23,488点) (22,573点) (96.1%)

の調査、遺伝資源 資源の農場間の移管に当 性 二次特性 2,604点 2,520点 96.8%

の保存に関する調 たっては、移管植物が活 調 調査項目 (2,082点) (2,054点) (98.7%)

査等を行う。その 着するまでの間、移管元 査 三次特性 1,803点 1,677点 93.0%

実施に当たっては と移管先で二重保存する 調査項目 (1,756点) (1,708点) (97.3%)

、気象災害等によ とともに、各農場の既保 6,000点 6,182点 103.3%種子の発芽率調査
る保存植物の滅失 存植物においても各農場 (6,000点) (6,000点) (100.0%)

を防ぐため、重要 の保存状況を把握し、滅

度の高い植物につ 失等の恐れのあるものか ◇重要度の高い植物の保存体制の 【事業報告書の記述】 Ａ

いては、ほ場にお ら二重保存に移行する。 強化 ○新たにマルメロ３点の二重保存を開始するとともに、いちご

ける保存に加え、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 、かんしょ、パインアップル等について１品種あたりの保存

施設内においても に優れた成果が得られた 点数を拡大した。

保存するなど、保 Ａ：順調に進んでいる

存体制の強化を図 Ｂ：概ね順調に進んでいる 表 二重保存の実施状況

る。 Ｃ：不十分又は問題あり 17年度 18年度

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ 植物種類 10種類 11種類

、その要因は法人の不適切な 品種数 898点 999点

運営にあった

（２）遺伝資源保 （２）遺伝資源保存業務 ◇遺伝資源保存業務担当者の業務 【事業報告書の記述】 Ａ

存業務担当者の業 担当者の業務運営能力の 運営能力の向上 ○遺伝資源担当者会議を開催し、遺伝資源植物の栽培方法、栽

務運営能力の向上 向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 培・特性調査マニュアルの作成計画等、遺伝資源業務を円滑



- 57 -

遺伝資源保存業 遺伝資源担当者会議を に優れた成果が得られた に行うために必要な事項を検討するとともに、遺伝資源専門

務担当者による遺 開催し、遺伝資源業務遂 Ａ：順調に進んでいる 技術研修を実施した。

伝資源保存業務実 行上の諸問題の解決のた Ｂ：概ね順調に進んでいる

施上の問題点の早 めの検討を行う。また、 Ｃ：不十分又は問題あり ○遺伝資源びわ、パインアップル、茶及びいちごの４植物につ

期解決のための検 ２種類以上の植物種類別 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ いて栽培・特性調査マニュアルを作成した。このうち、びわ

討を行うとともに のマニュアルを作成し、 、その要因は法人の不適切な 、茶及びいちごについては現地検討会を開催し、果樹研究所

、専門技術研修等 マニュアル作成時に専門 運営にあった 、野菜茶業研究所及び九州沖縄農業研究センターの担当者を

の実施、センター 家を招集して現地検討会 アドバイザーとして招聘し、栽培及び特性調査方法について

バンク等の専門家 を開催し栽培等の研修を の意見交換を行った。

等からの意見の聴 行う。

取及び栽培・特性

調査マニュアルの

作成により、遺伝

資源保存業務担当

者の業務運営能力

の向上を図る。

（３）海外からの （３）海外からの導入遺 ◇海外から導入するばれいしょの 【事業報告書の記述】 Ｂ

導入遺伝資源ばれ 伝資源ばれいしょの無毒 無毒化事業の実施についての検 ○無毒化事業の実施に向け、植物防疫所及び北海道農業研究セ

いしょの無毒化事 化事業の実施 討 ンターから情報を収集した。

業の実施 独立行政法人農業生物 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特

独立行政法人農 資源研究所からの委託に に優れた成果が得られた

業生物資源研究所 基づく海外から導入する Ａ：順調に進んでいる

からの委託に基づ ばれいしょのウイルス病 Ｂ：概ね順調に進んでいる

き、海外から導入 等の除去を行う無毒化事 Ｃ：不十分又は問題あり

するばれいしょに 業の実施について検討を Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

ついて、ウイルス 進めるため、必要な施設 、その要因は法人の不適切な

病等の除去を行う ・設備について情報の収 運営にあった

無毒化事業の実施 集を行う。

について検討を進

める。

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

改善に関する事項 計画及び資金計画 び資金計画 指標＝各中項目の評価点数の合計

適切な業務運営 各中項目の評価点数の区分は

を行うことにより 以下のとおりとする。

、収支の均衡を図 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

る。 評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点



- 58 -

Ａ：２点

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

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 ○支出の削減に当たり１８年度は主に次の事項について積極的

平成１８年度 平成１８年度予算 （支出の削減についての具体的方 な取組を行った。

～平成２２年度予 （略） 針及び実績等） ・一般競争を基本として競争原理を発揮できる契約の推進

算 Ｓ：取組は十分であり、かつ、特 ・一括又はブロック契約による効率的な執行

（略） ２ 収支計画 に優れた成果が認められた ・水道光熱費及び通信運搬費について節減目標をたて全農

平成１８年度収支計 Ａ：取組は十分であった 場への情報提供による節減意識の高揚による効率化

２ 収支計画 画 Ｂ：取組はやや不十分であった

平成１８年度 （略） Ｃ：取組は不十分であった 【一般競争入札実施状況】

～平成２２年度収 Ｄ：取組は不十分であり、かつ、 区分 件数 契約金額（千円）

支計画 ３ 資金計画 その要因は法人の不適切な運 工事 13 208,316

（略） 平成１８年度資金計 営にあった 17年度 役務 3 3,165

画 ※本指標の評価に当たっては 物品 13 49,686

３ 資金計画 （略） 中期計画に定める「（４） 工事 6 163,020

平成１８年度 効率化による経費の削減」 18年度 役務 6 16,791

～平成２２年度資 の評価結果に十分配慮する 物品 19 78,660

金計画 ものとする。

（略） 【一括調達の実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

17年度 8 19,619 損害保険、パソコン等

18年度 8 17,190 損害保険、パソコン等

【ブロックにおける一括調達の実績】

ブロック 件数 契約金額(千円) 機器名

17年度 5 20,945 ﾄﾗｸﾀｰ、農薬等北海道

3 8,401 農薬、肥料等嬬恋・八岳

18年度 7 30,587 ﾄﾗｸﾀｰ、ﾎﾟﾃﾄﾊｰﾍﾞｽﾀｰ北海道

農薬等

3 7,007 農薬、肥料等嬬恋・八岳

【中古機械使用導入実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

17年度 2 1,298 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾌﾟﾗｳ

石ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾚｰﾗｰ

18年度 1 840 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
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【レンタル実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

17年度 31 5,897 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

18年度 27 5,191 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

○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業務を適切かつ効率的に行い、更なる質

（人件費、業務経費、一般管理費 の向上を図るため、前年度の予算配分実績をベースに各農場

等法人全体の資金配分方針及び の意向を十分に把握した上で配分を行うこととした。

実績、関連する業務の状況、予 また、組織体制検討委員会における議論も踏まえ、効率的

算決定方式等） な予算執行を行った農場に対してインセンティブを与えるた

Ｓ：効果的な資金の配分は十分で め追加配分を行った。

あり、かつ、優れた成果が得

られた

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

Ｄ：効果的な資金の配分は不十分

あり、かつ、その要因は法人

の不適切な運営にあった

第４ 短期借入金 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】 －

の限度額 額 等 ○該当なし。

４億円 Ｓ：借入に至った理由等は適切で

４億円 あり、かつ、特に優れた成果

（想定される理由 （想定される理由） が得られた

） Ａ：借入に至った理由等は適切で

運営費交付金の受入れ あった

運営費交付金の が遅延。 Ｂ：借入に至った理由等はやや不

受入れが遅延。 適切であった

Ｃ：借入に至った理由等は不適切

であった

Ｄ：借入に至った理由等は不適切
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であり、かつ、その要因は法

人の不適切な運営にあった

（借入がなかった場合は本項目の

評価は行わない）

第５ 重要な財産 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

の処分等に関する 等に関する計画 画 ○久留米分室について、平成１８年４月に西日本農場への業務

計画 指標＝久留米分室の建物及び構築 の移管を終了し、１９年３月に用地を地主である独立行政法

平成１８年度中 物等の譲渡又は処分 人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センタ

に久留米分室の建 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ーに返還した。

物及び構築物等を に優れた成果が得られた また、平成１９年３月に八岳農場においてばれいしょ原原

譲渡又は処分する Ａ：順調に進んでいる 種生産業務に使用していた耕地及び周辺山林のうち４９．３

。 平成１８年度中に久留 Ｂ：概ね順調に進んでいる ９ｈａを地主である財団法人農村更生協会に返還した。

金谷農場（静岡 米分室の建物及び構築物 Ｃ：不十分又は問題あり

県島田市、２６， 等を譲渡又は処分する。 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、

１００㎡）及び知 その要因は法人の不適切な運

覧農場（鹿児島県 営にあった

知覧町、４０，１

００㎡）について

、業務の移管状況

等を踏まえ売却す

る。なお、センタ

ー業務を引き続き

円滑に実施するた

め、売却収入によ

り新たな用地を取

得するとともに、

業務に必要な施設

、機械等を整備す

る。

第６ 剰余金の使 第６ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途 【事業報告書の記述】 －

途 業務の高度化・効率化 Ｓ：得られた成果は充分であり、 ○目的積立金の該当なし。

業務の高度化・ に必要な栽培試験用温室 かつ、特に優れた成果が得ら

効率化に必要な栽 、原原種用保護網室等の れた

培試験用温室、原 施設、ばれいしょ収穫機 Ａ：得られた成果は充分であった

原種用保護網室等 、選別機等の機械の更新 Ｂ：得られた成果はやや不充分で

の施設、ばれいし 等のための経費に充当す あった

ょ収穫機、選別機 る。 Ｃ：得られた成果は不充分であっ

等の機械の更新等 た
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のための経費に充 Ｄ：得られた成果は不充分であり

当する。 、かつ、その要因は法人の不

適切な運営にあった

（中期計画に定めた剰余金の使途

に当てた年度のみ評価を行う）

第７ その他農林 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

水産省令で定める 令で定める業務運営に関 務運営に関する事項

業務運営に関する する事項 指標＝各中項目の評価点数の合計

事項

各中項目の評価点数の区分は

以下のとおりとする。

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：２点以上

Ｂ：０点～１点

Ｃ：０点未満

１ 施設及び整備 １ 施設及び整備に関す ○施設及び設備に関する計画（中 【事業報告書の記述】 Ａ

に関する計画 る計画 期計画に定められている施設及 ○栽培温室及び雨よけ栽培施設の新設により、出願品種の増加

業務の適切かつ効率的 び設備についての当該事業年度 に伴う栽培試験拡大への対応が図られた。

業務の適切かつ な実施の確保のため、業 における改修・整備前後の業務

効率的な実施の確 務実施上の必要性及び既 運営の改善の成果） ○防風柵設置により台風来襲時の風害が軽減され、さとうきび

保のため、業務実 存の施設・設備の老朽化 Ｓ：改善の成果は十分であり、か 原原種の安定生産に寄与した。

施上の必要性及び 等に伴う施設及び設備の つ、特に優れた成果が得られ

既存の施設・設備 整備・改修等を計画的に た ○屋根の改修をすることにより、積雪による建物内への水漏れ

の老朽化等に伴う 行う。 Ａ：改善の成果は十分であった がなくなり、建物等の腐食を防止するとともに、職場環境の

施設及び設備の整 Ｂ：改善の成果はやや不十分であ 改善が図られた。

備・改修等を計画 １８年度計画 った

的に行う。 （施設整備費補助金） Ｃ：改善の成果は不十分であった

（表略） ①栽培温室（西日本） Ｄ：改善の成果は不十分であり、

②連棟雨よけ栽培施設（ かつ、その要因は法人の不適

西日本） 切な運営にあった

③防風柵設置（沖縄）

④事務室及び検定室屋根

改修（十勝）

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

Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ

評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ

評価:－２点

Ａ：２点以上

Ｂ：０～１点

Ｃ：０点未満

（１）方針 （１）方針

ア 既存業務の効率化

ア 既存業務の を推進することによる人 ◇職員の人事に関する方針 【事業報告書の記述】 Ａ

効率化を推進する 員の適正な配置を進める 指標＝人員の適正配置、必要な ○事務管理部門及び種苗生産部門を集約化し、両部門で削減し

ことによる人員の ため、事務管理部門を集 人員の確保状況 た要員１２名（第１－７－（１）参照）について、総人員の

適正な配置を進め 約化し効率化を図り、要 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 削減（嬬恋農場庶務係員１名、八岳農場技術専門職員１名、

る。 員を４名（嬬恋農場庶務 に優れた成果が得られた 鹿児島農場会計係員１名、沖縄農場会計係員１名、計４名）

係員１名、八岳農場技術 Ａ：順調に進んでいる を行うとともに、強化が必要な栽培試験業務（４名）及び品

専門職員１名、鹿児島農 Ｂ：概ね順調に進んでいる 種保護対策業務（２名）等に振替を行った。

場会計係員１名、沖縄農 Ｃ：不十分又は問題あり

場庶務課会計係員１名） Ｄ：不十分又は問題があり、かつ ○あわせて、内部監査と会計処理体制の強化を図るため、本部

削減する。また、効率化 、その要因は法人の不適切な に監査役及び会計課を設置した。

・迅速化と責任体制の明 運営にあった

確化を図るため本部に監

査役・会計課を設置する

イ 栽培試験等 。

の業務量の増加、 イ 栽培試験等の業務

種苗検査項目の拡 量の増加、種苗検査項目

大等、新たな課題 の拡大等、新たな課題へ

への対応に必要な の対応に必要な人員を確

人員を確保する。 保する。

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

人員に関する指標 関する指標 指標＝１８年度の人件費及び年度 ○人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利

中期計画期間中 １８年度は、人件費（ 末の常勤職員数 費）を除く）について、対前年度比１．９％の削減を実施す

に、人件費（退職 退職金及び福利厚生費（ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 るとともに、国家公務員の給与構造改革に準拠した見直しを

金及び福利厚生費 法定福利費及び法定外福 に優れた成果が得られた 実施した。

（法定福利費及び 利費）は含まない。また Ａ：順調に進んでいる
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法定外福利費）は 、今後の給与改定部分を Ｂ：概ね順調に進んでいる ○人員については、 期初の常勤職員数３３３人対し年度末は

含まない。また、 除く。）について、２２ Ｃ：不十分又は問題あり ３２９人であった。

今後の給与改定部 年度において１７年度予 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ

分を除く。）につ 算額比で５％以上削減す 、その要因は法人の不適切な

いては今後５年間 るとの目標を睨み、最大 運営にあった

において５％以上 限の節減を図る（再掲）

削減する（再掲） 。

。ただし、（１）

のイに係る増員が （参考）

あった場合には、 期初の常勤職員数

それに係る人件費 ３３３人

を除外する。 年度末の常勤職員数の見

（参考） 込み

期初の常勤職員数 ３２９人

３３３人

期末の常勤職員数 人件費総額見込み

の見込み ２，６１１百万円

３１６人

人件費総額見込み

１０，５６６百万

円

（３）人材の確保 （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

・養成 ア １８年度の職員の 指標＝職員の任用、研修への職員 ○１８年度は８名を新規採用（農学・Ⅱ種）した。うち１８年

ア 職員の採用 採用については、センタ の参加、国の機関等との人 １０月１日以降の採用者については、センターの業務を幅広

については、セン ー業務を遂行する上で必 事交流の実施状況 く習得させる必要があることから当初の半年間本所に配属す

ター業務を遂行す 要となる技術等に対応し Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特 ることとした。

る上で必要となる た試験区分の国家公務員 に優れた成果が得られた

技術等に対応した 採用試験合格者を中心と Ａ：順調に進んでいる ○行政機関等との人事交流を積極的に実施することとし、１８

試験区分の国家公 して行う。 Ｂ：概ね順調に進んでいる 年度においては農林水産本省及び他の出先機関、試験研究機

務員採用試験合格 イ 種苗行政との連携 Ｃ：不十分又は問題あり 関等他の独立行政法人と転入２４名、転出２４名の人事交流

者を中心として行 並びに業務の高度化及び Ｄ：不十分又は問題があり、かつ を行った。

う。 専門化に対応するため、 、その要因は法人の不適切な

イ 種苗行政と 農林水産本省等行政部局 運営にあった ○「種苗管理センター職員研修規程」に基づき１８年度研修計

の連携並びに業務 、他の独立行政法人等と 画を作成の上、計画的に研修を実施した。１７年度まで一般

の高度化及び専門 の人事交流を計画的に実 職員のみを対象に実施していた種苗生産研修に技術専門職員

化に対応するため 施する。 も参加させ、効率的に技術習得の強化を図った。また、会計

、行政部局、他の ウ 職員の技術水準及 課職員を財務省会計センターが実施する研修に参加させ、資

独立行政法人等と び事務処理能力の向上等 質の向上を図った。

の人 を図るための研修等の受
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事交流を計画的に 講、必要な資格の取得等

実施する。 を計画的に進め、人材の

ウ 職員の技術 育成を図るため、従来の

水準及び事務処理 資格取得及び研修のほか

能力の向上等を図 、技術専門職員のための

るための研修等の 新たな研修を企画すると

受講、必要な資格 ともに、ＯＪＴの活用、

の取得等を計画的 企業会計の習得等職員の

に進め、人材の育 資質の向上を図る。

成を図る。

エ センター業 エ センター業務の効

務の効率化やサー 率化やサービスの向上、

ビスの向上、業務 業務の円滑な実施等に多

の円滑な実施等に 大な貢献を行った職員に

多大な貢献を行っ 対しその功績を表彰する

た職員に対しその 。

功績を表彰する。

評価に当たっての考え方 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１８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業績その他 １．評価に至った理由

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。 (1) 評価の手法

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 あらかじめ定められた評価基準に準拠し、種苗管理センターから提出された自己評価シート、補足参考資

措置等も併せて記載するものとする。 料に基づく業務実績の内容聴取及び現地調査（鹿児島農場）により行った。

(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５段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ）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（１１８項目）Ｓ評価５項目、Ａ評価９６項目、Ｂ評価１４項目、Ｃ評価２項目、評価対象外

１項目

② 中項目（ １７項目）Ａ評価１７項目

③ 大項目（ ７項目）Ａ評価５項目、評価対象外２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。
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(3) 総合評価結果

１８年度事業は、各業務とも円滑かつ適切に行われており、設定された数値目標をほぼクリアしているこ

とは高く評価でき、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

全体として中期目標に沿って、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。

② 北海道中央農場及び嬬恋農場の栽培試験業務を八岳農場へ、久留米分室の栽培試験業務を西日本農場に

移管するなど業務の効率化、適正化に着実に取り組んでいる。

③ 八岳農場におけるばれいしょ原原種の生産・配布業務を廃止するとともに、茶原種の生産・配布業務を

廃止したことにより、一層の業務の効率化を推進している。また、急速増殖技術の実証試験等、需要の変

化に即応した迅速な新品種の生産・配布への取り組みは大きく評価できる。

〔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 栽培試験が可能な植物の種類の拡大、栽培試験のためのマニュアルの作成、新規植物の種類別審査基準

案作成の迅速化、並びに侵害状況の記録及び種苗、物品等の寄託制度の創設は特筆に値するものである。

② 育成者権侵害の相談等に対して全国的に機動的な対応が可能となるよう、本所に品種保護対策課を新設

し企画調整能力を強化するとともに、品種保護Ｇメン(品種保護対策役)を新たに北海道中央農場、雲仙農

場、沖縄農場に配置したことは育成者権保護対策の強化のニーズに適切に対応したものといえる。

③ 種苗検査に関しては、職員の評価技術の平準化やクロスチェック等により、的確かつ迅速に実施したこ

とが評価できる。

④ 一方で、栽培試験の結果報告や育成者権の侵害事実の判定に関しては、今後は更なる努力をもって迅速

な実施が望まれる。

〔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、

一般競争を原則とする契約の実施、一括又はブロック契約による効率的な執行に努めている。なお、契約の性

質又は目的が競争を許さないとき等の理由により、随意契約とした場合は、ホームページに公表することによ

り透明性・公平性に努めている。

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

１８年度は、短期借入金の実績がなかったため、評価を行わなかった。
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〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕について

久留米分室について、平成18年４月に西日本農場へ業務の移管を終了し、19年３月に用地を九州沖縄農業研

究センターに返還するなど順調に進められた。

〔６ 剰余金の使途〕について

１８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。

〔８ その他センター業務に関する規制改革・民間開放推進関連の指摘事項〕について

栽培試験の外部委託の推進については、中期目標に従い受託基準を明確にした上で公募による取り組みが進

められている。また、ばれいしょ原原種生産の民間等への部分的な移行については、民間企業における器内増

殖技術を用いた具体的な生産希望を踏まえ、関係者による協議会を開催し環境整備を図る等の取り組みが行な

われている。なお、民間企業による器内増殖技術を用いた原原種生産の参入要望への対応については、需給調

整や植物検疫上の取り扱いなどの制度整備や利用者である種いも生産者・産地との合意形成など種苗管理セン

ターの業務以外における調整が必要であり関係機関が引き続き検討を進めているところである。
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【調査研究成果発表等の実績】

区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

学会等へ 論文投稿 マイクロサテライトマーカーを用いたばれいしょの品種識別． 朝野尚樹，小曽納雅則，大川雅夫， 育種学会

の発表 清野義人，伴義之

resistance gene, , mapped to the distal end of potat Masatoshi Sato, Kazuko Euphytica 149:367-372.Potato virus Y Ryche
o chromosome 9. Nishikawa*, Kuninori

Komura,* and Kazuyoshi

Hosaka*

口頭発表 スイカおよびメロン種子における実生苗を利用した 佐藤仁敏，白川隆*，松浦貴之*，田 日植病報 第72巻 (4) p311-312Acidovorax
subsp. の増菌検出法． 城保夫avenae citrulli

茨城県におけるスイカ果実汚斑細菌病菌によるメロン病害の発生． 冨田恭範*，小河原孝司*，白川隆* 日植病報 第72巻 (4) p312

，佐藤仁敏，鹿島哲朗*，中西宏*

メンブレンフィルター濾過法と選択培地を用いたスイカ種子からのスイカ果実汚 松浦貴之*，白川隆*，佐藤仁敏，井 日植病報 第73巻 (1)

斑細菌病菌の分離と検出． 上康宏*，畔上耕兒*

トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研究（第4報）． 下田聡，芝池博幸*，川島茂人*，三 育種学研究 第8巻（別2）p222

澤孝，伴義之、岡三徳*

防風ネットによるトウモロコシの花粉飛散と交雑の抑制作用(第2 天野克紀，川島茂人*，杜明遠*，芝 育種学研究 第8巻別冊2号：p221

報)． 池博幸*，松尾和人*，三澤孝，伴義

之，岡三徳*

PCR-RFLPによるサトウキビわい化病菌の検出． サトウキビ試験研究発表会

（H18.9.15)

ジャガイモ貯蔵休眠塊茎のウイルスの遺伝子診断． 不破秀明，梅木和也，高橋弘喜，佐 日本植物病理学会北海道部会

藤仁敏，眞岡哲夫*，畑谷達児*

トマトの裂果抵抗性に関する調査とその評価法の検討． 清野義人，前田秀樹，仁坂悟，武藤 園芸学会雑誌 第75巻別冊：p216

章永，西川恒夫

一般農業専門雑誌 組換え農作物の花粉飛散と交雑に関する調査研究（トウモロコシ） 下田聡，天野克紀，上杉伸一 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性

等への投稿 確保総合研究 研究成果シリーズ 農林水産

技術会議事務局 平成19年3月

防風ネットが花粉飛散と交雑率に及ぼす影響の解明（トウモロコシ） 天野克之 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性

確保総合研究 研究成果シリーズ 農林水産

技術会議事務局 平成19年3月

注：氏名の*印は、種苗管理センター職員以外の者である。


