
独立行政法人種苗管理センターの
平成１９年度に係る業務の実績評価



業務実績の総合評価
総合評価：Ａ

１ 評価に至った理由
（１）評価の手法

予め定めた評価の基準に従い、種苗管理センターが提出した自己評価シート、補足参考資料に基づく業務実績の内容聴
取及び現地調査（十勝農場）によった。

（２）評価実施の過程
中期計画の 小項目を単位とした５段階の評価を行い、これら評価結果を積み上げて中項目さらには大項目を評価した。
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。
①小項目（119項目）Ｓ評価２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５項目
②中項目（ 20項目）Ａ評価20項目
③大項目（ 7項目）Ａ評価５項目、評価対象外２項目

（３）総合評価結果
平成19年度事業は、大項目について全てがＡ評価となったこと、整理合理化計画での指摘事項へも的確に対応がなされ

ていること等を総合的に勘案し、中期計画の達成に向けて順調に行われている（Ａ）ものと判断する。

２ 業務運営に対する主な意見等
〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

全体として計画どおり順調に実施されている。
① トップマネジメントに関して、理事長等は、農場の再編・統合の強力な推進、管理業務の本所への一元化、機動的

な組織改編など、業務運営の効率化にその機能を発揮している。
② 知覧農場の西日本農場への再編・統合に向け、栽培試験対象植物の移管を完了したほか、施設整備等を図り、拠点

化を着実に進めていることは評価される。
③ ばれいしょ原原種生産において、北海道中央農場及び嬬恋農場の移行可能な全ての品種をミニチューバー（培養系

母本をもとにした急速増殖技術）生産に移行し、迅速化・効率化を果たしたことは評価される。なお、同技術を進め
るに当たっては、培養変異やコストについて留意されたい。

④ 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、民間企業の元だね生産への参入に向けて関係者が協議
し、平成20年度から一部品種の元だね生産部分を民間に移行する方針を決定するなど、着実に進められている。

⑤ さとうきび増産プロジェクト基本方針に即し側枝苗による増産体制の整備を進めていることは評価されるが、他方、
県の需要量の急減によりさとうきび原原種の単位当たり生産コストが14％上昇しており、今後の需要動向を踏まえ改
善策を講じる必要がある。

⑥ 随意契約の見直しについて、計画を策定・実施し、ホームページで公開された。
⑦ 保有資産について、全農場に対し、必要性の調査を実施し、不要となった資産の除却を行うとともに、利用度が低

下した資産について減損処理を実施している。
⑧ コンプライアンス委員会設置に向けて準備を進めており、法令遵守の徹底のために、職員の意識高揚につながる取

り組みもされたい。
⑨ 人件費としての給与水準については、国家公務員との比較指数が98.5であり、特に問題はない。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置〕について
全体として計画どおり順調に実施されている。
① 栽培試験結果の報告期間の短縮については、前年度に比べ1.1ヶ月短縮され評価されるものの、目標達成には至ら
なかった。その理由として、多くの品種を担当する農場での報告書の作成に時間を要していることがあげられるが、
センター全体の事務支援体制の確立等により解決できると期待する。

② 栽培試験対象作物の種類の拡大について、10種類拡大し、目標の２種類程度を大幅に上回ったことは栽培試験体制
の強化に資するものであり、Ｓ評価と判断した。

③ 新規植物の審査基準案の平均作成期間を７か月に短縮し、目標の1.5年以内を大幅に上回る達成状況となるととも
に、前年度の８ヶ月よりもさらに短縮されたことは、品種登録期間の短縮につながるものであり、Ｓ評価と判断した。

④ 栽培試験実施担当者の業務運営能力の向上のため、ＯＪＴ（オンザジョブトレーニング）などの研修に着実に取り
組んでいることは評価されるが、能力向上の到達度把握のため、認定試験制度の確立が望まれる。

⑤ 品種保護Gメンの増員等により、育成者権の保護をより強化したことは特筆される。
⑥ 小粒種いもの安定的生産方法ついては、小粒種いもの需要や技術的課題について整理し検討を進められたい。
⑦ ホームページは改訂が進み充実しており、今後も 新の情報の提供に心がけられたい。

〔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、経費節減の取組みとして、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。また、競争入札及び随意契約等の執行状況については、監事による定期監査に
おいて執行状況についてのチェックを受けるとともに、ホームページで公表しており、入札及び契約を適正に実施してい
る。

〔４ 短期借入金の限度額〕について
平成19年度は、短期借入金の実績がなかったため、評価を行わなかった。

〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕について
知覧農場の西日本農場への再編・統合にあたっては、資産の売却及び移管が適切に進められている。

〔６ 剰余金の使途〕について
平成19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
① 施設整備は、計画どおり実施されており、業務の改善等が図られている。
② 職員の人事に関しては、計画により、人員の確保及び適正配置等がなされているほか、職員に対する研修が体系的

に実施され、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指摘事項〕について
① 整理合理化計画による農業生物資源研究所、農業環境技術研究所との統合については、理事クラスによる３法人統

合準備委員会、事務ベースの打合せ会議等により、課題の検討・整理が進められている。
② 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。
③ 業務に対する「国民の意見募集」として、農業分科会事務局のホームページに業務実績報告書等を掲載したが、意

見は寄せられなかった。



評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

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

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 重要な財産の処分等に関する計画 Ａ

第６ 剰余金の使途 －

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 Ａ

評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目 （ 評 価 単 位 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

○栽培試験の効率化 Ａ
○種苗検査業務の効率化 Ａ
○種苗生産の効率化 Ａ
○調査研究業務の効率化 Ａ
○付帯業務の重点的な実施 Ａ
○植物遺伝資源の保存及び増殖の効率化 Ａ
○業務運営一般の効率化 Ａ

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

○栽培試験業務の質の向上 Ａ
○種苗検査業務の質の向上 Ａ
○種苗生産業務の質の向上 Ａ
○調査研究業務の質の向上 Ａ
○附帯業務の質の向上 Ａ
○遺伝資源業務の質の向上 Ａ

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

○経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ａ
○法人運営における資金の配分状況 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 重要な財産の処分等に関する計画 Ａ

第６ 剰余金の使途 －

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 Ａ

○施設及び設備に関する計画（中期計画に定められている施設及び設備についての当該事業年度における改修 Ａ
・整備前後の業務運営の改善の成果）
○職員の人事に関する計画 Ａ



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目
標を達成するためとるべき措置 ○栽培試験の効率化

指標＝各小項目の評価点数の合計
第１－１

農林水産植物の品種登録に係る栽 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
培試験等 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：０～３点
Ｃ：０点未満

小項目数：６
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：５×１＝５点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：５点 Ａ

【中期計画】
（１）農林水産植物の品種登録に ◇栽培試験実施場所の再編・統合 Ａ

係る栽培試験 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
Ａ：順調に進んでいる

ア 平成１８年度中に、北海道中央 Ｂ：概ね順調に進んでいる
農場及び嬬恋農場における栽培試験 Ｃ：不十分又は問題あり
業務を八岳農場に、久留米分室にお 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
ける栽培試験業務を西日本農場にそ 【事業報告】
れぞれ移管する。また、西日本農場 ・西日本農場において職員３名を増員するとともに、栽培試験温室等の整備を図
の拠点化を進め、職員等の重点的な り、拠点化を進めた。
配置を行う。さらに、西日本農場に
おける栽培適性等の検討を行い、金
谷農場及び知覧農場の栽培試験業務 ◇栽培試験対象植物の集約化 Ａ
について、可能なものから早期に西 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
日本農場に移管するとともに、栽培 Ａ：順調に進んでいる
試験対象植物の集約化を推進する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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

（１）農林水産植物の品種登録に 【事業報告】
係る栽培試験 ・栽培試験対象植物の集約化計画に基づき、知覧農場から西日本農場等への栽培

試験対象植物の移管を完了したほか、実施農場ごとの対象植物の集約化を進め
ア 西日本農場の拠点化を進め職員 た。
等の重点的な配置を行う。さらに、 （表１－１－１参照）
１８年度に策定した「栽培試験対象
植物集約化計画」に基づき、知覧農
場から西日本農場等へ栽培試験対象
植物の移管を行う。

【中期計画】
イ 栽培試験結果等のデータベース ◇栽培試験結果等のデータベースの充実 Ａ
の充実を図り、対照品種の選定、出 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
願品種に適したほ場の選択等を的確 Ａ：順調に進んでいる
かつ迅速に行う。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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
イ 対照品種の選定、出願品種の栽 【事業報告】
培に適したほ場の選択等を的確かつ ・画像情報６６９点ほか種苗の入手先情報、品種特性情報、保存品種情報等のデ
迅速に行うため、６００品種程度の ータを入力した。
画像情報等を入力し、データの充実 （表１－１－２参照）
を図る。

【中期計画】
ウ 中立公正性、秘密保持の確保等 ◇公募による栽培試験の委託 Ａ
に留意しつつ、民間の専門的知識、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
施設等を活用し、委託基準を明確に Ａ：順調に進んでいる
した上で、公募による栽培試験の委 Ｂ：概ね順調に進んでいる
託を実施する。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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 出願品種栽培試験事業委託先募 【事業報告】
集実施要領に基づき、前年度の２月 ・出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領に基づき、１９年２月に１９年度に
末日までに栽培試験の委託先の公募 栽培を実施する４種類１７品種について植物の種類ごとに委託先を公募し、選
を行うとともに、中立公正性、秘密 考の結果、３事業者において３種類１５品種を実施した。
保持の確保等に留意しつつ、応募者
の適格性等について十分に審査し、
委託を実施する。



【中期計画】
エ 電子化された栽培試験情報の活 ◇栽培試験結果報告の迅速化 Ａ
用・共有を進め、報告書作成の迅速 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
化を図るとともに、栽培試験作業計 Ａ：順調に進んでいる
画の策定から報告書作成までを総合 Ｂ：概ね順調に進んでいる
的に行うことのできるシステム等の Ｃ：不十分又は問題あり
検討を行う。 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
【年度計画】 【事業報告】
エ 報告書作成支援システムと農林 ・農林水産省と検討を進め、センターが運用している報告書作成支援システム及
水産省が１９年度に構築を予定して び統一野帳による作成機能について、農林水産省が構築した「品種登録迅速化
いる「品種登録迅速化総合電子化シ 総合電子化システム」（ＶＩＰＳ）と接続できるようにした。また、センター
ステム」との連携を検討する。 で運用している対照品種選定機能をＶＩＰＳへ移行し共有化することとした。

【中期計画】
（２）育成者権の侵害対策及び活用 ◇育成者権侵害の相談等に対する効率的な運営体制の整備 Ａ
促進 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

育成者権侵害の相談等に対して全 Ａ：順調に進んでいる
国的に機動的な対応が可能となるよ Ｂ：概ね順調に進んでいる
う、品種保護対策役の併任発令によ Ｃ：不十分又は問題あり
る効率的な運営体制を早期に整備す 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
る。 【事業報告】
【年度計画】 ・育成者権の相談等に対して機動的かつ的確な対応が可能となるよう、本所、北
（２）育成者権の侵害対策及び活用 海道中央農場、雲仙農場、沖縄農場において併任発令により各１名の品種保護
促進 対策役を増員した。

育成者権侵害の相談等に対して全 （表１－１－３参照）
国的に機動的な対応を効率的に行う
ため、４名の品種保護対策役等の増
員を併任発令により行う。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２
農作物（飼料作物を除く。）の種 ○種苗検査業務の効率化

苗の検査、指定種苗の集取、立入検 指標＝各小項目の評価点数の合計
査等

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：２点以上
Ｂ：０点～１点
Ｃ：０点未満

小項目数：２（うち対象外１）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：１×１＝１点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：１点 Ａ

【中期計画】
（１）農作物（飼料作物を除く。） ◇種苗検査業務の集約化 －
の種苗の検査 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

平成１８年度中に久留米分室にお Ａ：順調に進んでいる
ける種苗検査業務を西日本農場に移 Ｂ：概ね順調に進んでいる
管し、本所、北海道中央農場及び西 Ｃ：不十分又は問題あり
日本農場の３カ所に集約する。 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
【年度計画】 【事業報告】
該当なし ・久留米分室の種苗検査業務については、１８年度に西日本農場へ移管済み。

【中期計画】
（２）指定種苗の集取、立入検査等 ◇指定種苗の集取の分担地域の見直し及び検査の役割分担の推進 Ａ

種苗法第５３条の２に基づく指定 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
種苗の集取について、平成１８年度 Ａ：順調に進んでいる
中に久留米分室における業務を西日 Ｂ：概ね順調に進んでいる
本農場に移管するとともに、検査実 Ｃ：不十分又は問題あり
施農場以外の農場における職員の活 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
用により、集取の分担地域の見直し 【事業報告】
を行う。また、集取した指定種苗の ・指定種苗の集取及び立入り検査等の役割分担見直し計画に基づき、西日本農場
発芽検査、遺伝子組換え種子検査等 が担当していた九州地域の店頭表示検査及び種子の集取について、雲仙農場に
について、役割分担を進める。 指定種苗検査職員を配置し分担を変更することにより、検査対象へのアクセス
【年度計画】 を短縮した。また、集取した種子の検査は西日本農場が引き続き実施した。
○ 指定種苗の集取、立入検査等

１８年度に作成した指定種苗の集
取及び立入り検査等の役割分担見直
し計画に基づき、雲仙農場に担当職
員を配置するとともに、集取の分担
地域及び役割分担の変更を行う。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－３
ばれいしょ及びさとうきびの増殖に ○種苗生産の効率化
必要な種苗の生産、配布等 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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：１０点以上
Ｂ：０～９点
Ｃ：０点未満

小項目数：１５（うち対象外１）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：１３×１＝１３点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：１×－１＝－１点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：１２点 Ａ

【中期計画】
（１）ばれいしょ及びさとうきびの ◇ばれいしょ原原種生産における農場の役割分担の推進 Ａ
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ａ：順調に進んでいる
業務については、イの急速増殖技術 Ｂ：概ね順調に進んでいる
の導入等によりニーズに的確に対応 Ｃ：不十分又は問題あり
した増殖方法の迅速化・効率化を図 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
りつつ、農場ごとの品種構成を見直 【事業報告】
し、大規模・少品種生産農場と小規 ・北海道中央、十勝、嬬恋の３農場を、イの急速増殖技術により生産を行う農場
模・多品種生産や新品種急速増殖等 とした生産計画を作成し、農場の役割分担を推進した。
を行う農場への役割分担を進めると （表１－３－１参照）
ともに、八岳農場で実施している業
務を早期に他農場に移管する。
【年度計画】 ◇八岳農場で実施しているばれいしょ原原種生産・配布業務の他農場への移管 Ａ
（１）ばれいしょ及びさとうきびの Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ａ：順調に進んでいる
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ｂ：概ね順調に進んでいる
業務については、生産農場の地理的、 Ｃ：不十分又は問題あり
気象的条件及び実需者の要望、保有 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
施設等を考慮し、増殖方法の変更、 【事業報告】
品種構成及び役割分担を含めた生産 ・ばれいしょ原原種の生産及び配布業務については１８年度に移管済み。八岳農
計画の作成を行い、当該計画に即し 場において、ばれいしょ原原種生産配布業務の廃止に伴い用地返還手続きを進
生産業務を行う。 め、一部の用地について借り主である財団法人農村更生協会に返還するととも

に、不要になった機械類の他農場への管理換えを実施した。

【中期計画】
イ ばれいしょ原原種生産において ◇ばれいしょ原原種の急速増殖技術を活用した生産体系の実用化・導入 Ａ
は、需要の変化に即応した、より迅 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
速かつ効率的な原原種生産を行うた Ａ：順調に進んでいる
め、小規模品種を中心として原原種 Ｂ：概ね順調に進んでいる
増殖体系の見直しを行い、培養系母 Ｃ：不十分又は問題あり
本をもとにした水耕栽培等の急速増 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
殖技術を活用した体系の検討・導入 【事業報告】
を進めるとともに、原原種生産配布 ・培養系母本をもとに北海道中央農場、十勝農場、嬬恋農場において急速増殖技
技術指針についても、新技術体系に 術の実証試験を引き続き行うとともに、実証試験の結果を踏まえ、北海道中央
対応して必要な見直しを行う。 農場及び嬬恋農場において網室生産に代わり、移行可能な全ての品種（４９品
【年度計画】 種及び１１品種）についてミニチューバー生産に移行した。
イ ばれいしょ原原種生産において また、北海道中央農場において増殖温室の施設整備を実施するとともに、新増
は、需要の変化に即応した、より迅 殖体系検討会を開催し、急速増殖技術に関する手法や技術指針の検討を行った。
速かつ効率的な原原種生産を行うた
め、小規模品種を中心として、培養
系母本をもとにした水耕栽培、超密
植栽培等の急速増殖技術について、
引き続き実証試験を行うとともに、
移行可能な品種の一部を新技術体系
により増殖する。また、そのために
必要な条件整備を行うとともに、必
要に応じて原原種生産配布技術指針
についても新技術体系に対応して見
直しを行う。

【中期計画】
ウ 民間におけるマイクロチューバ ◇民間への部分的な移行についての検討 Ａ
ー等の器内増殖技術を用いた原原種 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
生産の状況を的確に把握するため、 Ａ：順調に進んでいる
関係者による協議会を開催し、民間 Ｂ：概ね順調に進んでいる



等への部分的な移行について検討す Ｃ：不十分又は問題あり
る。 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
【年度計画】 【事業報告】
ウ 関係者による協議会を開催し、 ・独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月閣議決定。以下「整理合理化
原原種生産配布の民間等への部分的 計画」という。）に即し、マイクロチューバー等を用いた原原種を利用する原
な移行について検討する。 種生産道県・団体及び原原種を生産する企業等からなる協議会での協議結果等

を踏まえ、平成２０年度から、新たに民間企業において生産意欲のある加工用
新品種（アンドーバー）について原原種生産の元だね部分の生産を民間企業に
移行するとともに、種苗管理センターは民間企業からの依頼に応じて、隔離ほ
場での増殖部分の協力を実施する方針を決定した。

【中期計画】
エ 茶樹の原種生産及び配布業務に ◇茶原種の生産及び配布の終了及び移行措置の実施 －
ついては、平成１８年度をもって終 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
了する。なお、茶樹の原種生産及び Ａ：順調に進んでいる
配布業務の府県又は民間への移行に Ｂ：概ね順調に進んでいる
当たり、府県等の要望を踏まえ、母 Ｃ：不十分又は問題あり
樹の提供等の移行措置を行う。 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
【年度計画】 【事業報告】
該当なし ・茶樹の原種生産及び配布業務については、平成１８年度に廃止済み。

【中期計画】
オ 「食料・農業・農村基本計画」 ◇ばれいしょ原原種生産量当たりの労働時間及びコストの把握によるその低減 Ａ
（平成１７年３月２５日閣議決定） Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
に即し、道県の需要に対応した原原 Ａ：順調に進んでいる
種の生産及び配布を行う。原原種生 Ｂ：概ね順調に進んでいる
産に当たっては、生産品種数の増加、 Ｃ：不十分又は問題あり
無病性及び品質の維持向上等の要望 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
に対応しつつ、生産量当たりの労働 【事業報告】
時間及びコストを把握し、その低減 ・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するとともに、そ
を図るとともに、以下の対策を講じ、 の理由を分析し、その結果や優良事例を各農場で共有することにより、コスト
効率的な原原種の生産を図る。 の低減に努めた。
【年度計画】 （表１－３－２参照）
エ 「食料・農業・農村基本計画」
（平成１７年３月２５日閣議決定）
に即し、道県の需要に対応した原原 ◇さとうきび原原種生産量当たりの労働時間及びコストの把握によるその低減 Ｃ
種の生産及び配布を行う。原原種生 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
産に当たっては、生産品種数の増加、 Ａ：順調に進んでいる
無病性及び品質の維持向上等の要望 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に対応しつつ、生産量当たりの労働 Ｃ：不十分又は問題あり
時間及びコストを把握し、その低減 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
を図るとともに、以下の対策を講じ、 【事業報告】
効率的な原原種の生産を図る。 ・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農場で共有することにより、コスト
の低減に努めた。

（表１－３－２参照）

【中期計画】
（ア）病害虫の侵入及び発生の防止 ◇土壌改良の推進 Ａ
に留意しつつ、排水改良、有機質の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
施用等により土壌改良を図る。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（ア）土壌改良方針に基づき、病害 Ｃ：不十分又は問題あり
虫の侵入及び発生の防止に留意しつ 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
つ、土壌改良を行うとともに、土壌 【事業報告】
改良の効果について検証を行い、必 ・各農場の土壌分析を、胆振農場において５農場分１３８点、(前年度１２８点）、
要に応じて土壌改良方針を見直す。 嬬恋農場において６農場分３４６点(前年度２４７点)を集中的に実施した。分

析結果を基に農場毎の目標数値を定め、土壌改良を実施した。
また、担当者会議において、各農場の具体的な土壌改良の進捗状況､効果、今
後の取り組み課題を確認した。

【中期計画】
（イ）施設・機械等の更新・導入に ◇施設・機械等の業務実施体制に合わせた重点的配置及び保守管理の徹底による Ａ
当たっては、性能向上を図るととも 機械器具費の低減
に、業務実施体制に合わせ重点的配 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
置を推進する。また、保守管理の徹 Ａ：順調に進んでいる
底による機械器具費の低減を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（イ）施設・機械等の更新・導入に 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
当たっては、性能向上を図るととも 【事業報告】
に、業務実施体制に合わせ重点的配 ・機械・器具等の導入にあたっては、固定資産物品(購入予定価格５０万円以上
置を推進するため、機械等機種選定 の物品)について、各農場において機種選定委員会(６件)を開催し、 適な機
委員会等により 適な機械・機種を 械・機種を選定し導入した。
選定し、配置を行う。また、保守管 また、保守管理能力等の向上に努めるため、各農場において農機具等の修理に
理の徹底による機械器具費の低減を 必要な技能（床上操作式クレーン技能講習、振動工具取扱作業講習等）の取得
図るため、機械整備等に関する講習 を計画的に進め、延べ１４人が受講した。
に参加し、保守管理に関する能力を
向上させる。

【中期計画】
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい ◇ばれいしょ原原種生産における需給変動への規格外種子の活用 Ａ
ては、気象の影響による供給量の変 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた



動及び需要量の変化に対し、規格外 Ａ：順調に進んでいる
種子の活用を図ることにより効率化 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を図る。また、ＰＣＲ法を用いた効 Ｃ：不十分又は問題あり
率的な病害検定技術の生産現場への 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
導入を検討する。 【事業報告】
【年度計画】 ・規格外種子の活用を図るため、原原種配布先との調整を行い、供給量の不足し
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい た５品種について規格外種子を配布した。
ては、気象の影響による供給量の変 （表１－３－３参照）
動及び需要量の変化に対し、必要に
応じて規格外種子を配布する。また、
ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定 ◇ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定技術の導入 Ａ
技術の生産現場への導入を図るため Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
に引き続き実証試験を行うととも Ａ：順調に進んでいる
に、一部試行を行う。 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
【事業報告】
・ＰＣＲ法によるウイルス病等の検定技術の実証試験を行うとともに、場所間技
術研修を開催し各農場への技術移転、平準化を図った。

【中期計画】
（エ）さとうきび原原種生産におい ◇さとうきび原原種生産における台風被害の軽減対策の実施 Ａ
ては、台風被害を軽減するため、防 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
風網、防風林等を整備して安定生産 Ａ：順調に進んでいる
に努める。また、増殖体系の効率化 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を図るため、側枝苗による増殖体制 Ｃ：不十分又は問題あり
の整備を進める。 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
【年度計画】 【事業報告】
（エ）さとうきび原原種生産におい ・台風被害を軽減するため、昨年度に引き続き農場内に防風林を整備するととも
ては、台風被害を軽減するため、沖 に、剪葉等により台風被害軽減に努めた。
縄農場に防風林を整備するととも
に、剪葉等の台風被害軽減のための
手法により安定生産に努める。また、 ◇さとうきび原原種生産における側枝苗による増殖体制の整備 Ａ
側枝苗による増殖体制の整備を進め Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
Ｃ：不十分又は問題あり
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
【事業報告】
・沖縄農場における１９年春植原原種用基本種生産の全てについて、茎節苗に代
わり増殖率の高い側枝苗による増殖に移行した。また、１９年夏植原原種用基
本種生産の一部についても側枝苗による増殖に移行した。

【中期計画】
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 ◇災害対策用種子の効率的な生産及び備蓄 Ａ
産 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
ア 輪作ほ場等を活用した効率的な Ｂ：概ね順調に進んでいる
災害対策用種子の生産及び備蓄を実 Ｃ：不十分又は問題あり
施する。 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
【年度計画】 【事業報告】
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 ・胆振農場において予備貯蔵用の大豆について長期貯蔵試験を行った結果、１８
産 か月目の発芽率は８６％であった。更なる貯蔵の可能性について調査を継続す
ア 災害対策用種子の効率的な備蓄 ることとした。
のため、予備貯蔵用そば及び大豆に
ついて貯蔵試験を行う。

【中期計画】
イ 施設、設備及び労力を有効に活 ◇公的機関等の要請に対応した効率的な畑作物の調査用種苗等の生産及び配布 Ａ
用し、公的機関等の要請に対応した Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた
効率的な畑作物の調査用種苗等の生 Ａ：的確に対応した
産及び配布を実施する。 Ｂ：概ね的確に対応した
【年度計画】 Ｃ：問題あり
イ 施設、設備及び労力を有効に活 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
用し、公的機関等の要請に対応した (要請、必要性がない場合は本項目の評価は行わない。)
効率的な畑作物の調査用種苗等の生 【事業報告】
産及び配布を実施する。 ・財団法人いも類振興会からの要請に基づき、かんしょ１７品種・系統について、

品質評価用として９９０kg、調査用種子として７００kgの生産配布を行った。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－４
１～３の業務に係る技術に関する調 ○調査研究業務の効率化
査及び研究 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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

小項目数：４
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：４×１＝４点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：４点 Ａ

【中期計画】
（１）調査研究課題の重点化 ◇調査研究課題の重点化 Ａ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
調査研究課題の選定に当たって Ａ：順調に進んでいる

は、政策の展開方向、関連技術の開 Ｂ：概ね順調に進んでいる
発方向、農業者及び種苗業者のニー Ｃ：不十分又は問題あり
ズ等を的確に把握するとともに、外 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
部有識者の意見を反映させ、センタ 【事業報告】
ーの業務の円滑な推進に資する技術 ・調査研究実務実施体制の変更等を踏まえ、昨年度見直しを行った「調査研究基
の開発・実用化について、課題ごと 本計画」を再度見直し、重点的に取り組んだ。
の具体的な達成目標を定め、重点的
に取り組む。
【年度計画】
（１）調査研究課題の重点化

１８年度において見直しを行った
「調査研究基本計画」に基づき調査
研究を実施する。

【中期計画】
（２）業務実施体制の整備 ◇調査研究業務実施体制の効率化 Ａ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
農場が全国に展開していることを Ａ：順調に進んでいる

活用し、それぞれの自然立地条件を Ｂ：概ね順調に進んでいる
生かした課題を選定するとともに、 Ｃ：不十分又は問題あり
効率的に調査及び研究、成果の実用 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
化促進を行うための調査研究業務体 【事業報告】
制を整備する。 ・調査研究業務と栽培試験業務、品種保護業務、種苗検査業務及び種苗生産業務
【年度計画】 との連携を強化し、センター業務の高度化・効率化を支える技術開発を一層効
（２）業務実施体制の整備 率的に進めるため、本所業務調整部調査研究課を廃止し、センター全体の調査

農場が全国に展開していることを 研究の調整は業務調整部長の下に直接置く調査研究調整役において引き続き行
活用し、それぞれの自然立地条件を うとともに、調査研究課で行っていた調査研究はそれぞれの関係する課又はチ
生かした課題を選定するとともに、 ームの所掌において実施することとした。
調査研究業務と栽培試験業務、品種 ・新たに設置した調査研究評価委員会の下に、業務調整部の部長及び各課長並び
保護対策業務、種苗検査業務及び種 に調査研究調整役で構成する調査研究運営委員会を設置し、課題の選定や調査
苗生産業務との連携を強化し、セン 研究成果の業務への活用等が効率的に行えるよう体制の整備を行った。
ター業務の高度化・効率化を支える
技術開発を一層効率的に進める。

【中期計画】
（３）競争的調査研究資金の導入 ◇競争的調査研究資金の導入 Ａ

新たな種苗関連技術開発につい Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
て、外部資金の積極的な導入を図る。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（３）競争的調査研究資金の導入 Ｃ：不十分又は問題あり

国、民間等から種苗関連技術開発 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
について、受託研究等による外部資 【事業報告】
金の導入を図る。 ・以下の６件の委託研究等を受託し、外部資金の導入を行った。

「DNA品種識別技術の妥当性の確認に関する調査」
（委託元：農林水産省）
「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」
（委託元：（独）農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所）
「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）農業環境技術研究所）
「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」
（委託元：（独）農業生物資源研究所）
「バレイショ全粒種いも生産に向けた種いも予措技術と原種いも増殖技術の確立」



（委託元：（独）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）
「作物健康センサーによる実用的土壌病害虫等検知システムの開発」
（委託元：（財）北海道科学技術総合振興センター）

【中期計画】
（４）知的財産権の取得 ◇調査研究成果の特許取得及び普及 Ａ

有用な調査研究成果については、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
積極的に特許を取得するとともに、 Ａ：順調に進んでいる
その普及を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（４）知的財産権の取得 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

前年度に特許出願した技術の普及 【事業報告】
に努める。 ・平成１７年度に国内出願した「植物種子の病原菌検査方法」について、審査請

求を行った。
出願番号：特願2006-34755
出願日：平成18年2月13日
出願公開：平成19年8月23日
審査請求：平成19年11月19日

（参考）アメリカ合衆国出願
発明の名称：「Detecting method for the seeds contaminated with plant
pathogens」
出願日：平成18年11月21日
出願公開：平成19年8月16日

・当該技術を活用したウリ科果実汚斑細菌病検査法について、種苗業者、国、県
等の研究者を対象に技術移転講習会を開催した。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－５
その他の附帯する業務 ○付帯業務の重点的な実施 Ａ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
【中期計画】 Ａ：順調に進んでいる

○ 附帯業務の重点化 Ｂ：概ね順調に進んでいる
中期目標により指示された次の Ｃ：不十分又は問題あり

業務を重点的に実施する。 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
ア 種苗に係る情報の収集、整理及 【事業報告】
び提供並びに技術指導 ・年度計画の各業務項目について重点的に実施した。
イ 種苗に係る国際会議への参画、 （付帯業務の取組内容については、第２－５－（１）及び（２）を参照）
国際協力等
【年度計画】
○ 附帯業務の重点化

中期計画における次の業務を重
点的に実施する。
ア 種苗に係る情報の収集、整理及
び提供並びに技術指導
イ 種苗に係る国際会議への参画、
国際協力等

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－６
農作物に関する技術上の試験及び研 ○植物遺伝資源の保存及び増殖の効率化 Ａ
究の素材となる植物の保存及び増殖 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
植物遺伝資源の保存、再増殖、特性 Ｃ：不十分又は問題あり
評価等の実施に当たっては、栽培試 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
験業務等の関連業務の集約化等を踏 【事業報告】
まえ、植物の種類ごとに気象・土壌 ・病害拡散防止の観点から、栽培試験実施植物と同種の保存については極力別の
条件からみて効率的な保存及び増殖 農場で行うこととし、植物別再配置計画の一部見直しを行った。
を行うことのできる体制を整備す ・植物別再配置計画に基づき、７３１点の農場間の移管を実施した。
る。
【年度計画】 つつじ ８点（嬬恋農場→西日本農場）
植物遺伝資源の保存、再増殖、特性 かんきつ ３３点（金谷農場→雲仙農場）
評価等の実施に当たっては中期計画 びわ ３８点（金谷農場→鹿児島農場）
期間中の組織再編及び栽培試験に係 いぐさ １６７点（知覧農場→雲仙農場）
る対照品種の保存体制を踏まえ、必 茶 ３９１点（知覧農場→雲仙農場）
要に応じて１８年度に作成した再配 ｶｰﾈｰｼｮﾝ ９４点（知覧農場→西日本農場）
置計画を見直すとともに、計画に沿
って再配置を進める。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－７
業務運営一般の効率化 ○業務運営一般の効率化

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

小項目数：１２（うち対象外１）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：１０×１＝１０点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：１０点 Ａ

【中期計画】
（１）人員及び施設の有効活用 ◇管理部門及び種苗生産部門の要員の合理化 Ａ

センターが行う業務の動向、各農 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
場の立地条件等を踏まえ、１～６に Ａ：順調に進んでいる
掲げる業務運営の効率化に併せ、種 Ｂ：概ね順調に進んでいる
苗管理センター組織体制検討委員会 Ｃ：不十分又は問題あり
（常勤役員、農場長、本所部課長等 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
により構成）を活用し、一層の人員 【事業報告】
及び施設の有効活用について検討を ・管理部門について、管理業務の本所への一元化を図るため、上北農場管理課並
行い、管理部門及び種苗生産部門の びに北海道中央農場及び西日本農場の用度係を廃止する一方、管理部総務課に
要員の合理化に努める。また、技術 厚生係を、同部会計課に決算係を新設した。
専門職員が担当する業務について ・業務部門について、本所業務調整部調査研究課を廃止するとともに八岳農場に
は、研修を行いながら、栽培試験業 おける原原種生産の廃止等により種苗生産部門の要員の削減を行う一方、業務
務並びに原原種生産及び配布業務に 調整部にＤＮＡ品種識別チームを、同部品種保護対策課に上席品種保護対策役
係る検定等の専門的技術を要する業 を新設するとともに、栽培試験業務及び品種保護対策業務の体制を強化した。
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。 ◇技術専門職員の担当する業務の専門的技術を要する業務へのシフト及びアウト Ａ
【年度計画】 ソーシング
（１）人員及び施設の有効活用 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

センターが行う業務の動向、各農 Ａ：順調に進んでいる
場の立地条件等を踏まえ、１～６に Ｂ：概ね順調に進んでいる
掲げる業務運営の効率化に併せ、種 Ｃ：不十分又は問題あり
苗管理センター組織体制検討委員会 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
を活用し、一層の人員及び施設の有 【事業報告】
効活用について検討を行い、管理部 ・技術専門職員の職務の高度化計画に基づき、従来一般職員が担当していた栽培
門及び種苗生産部門の要員の合理化 試験や病害検定等の専門技術を要する業務についてＯＪＴを行う一方、非常勤
に努める。また、技術専門職員が担 オペレータを採用し技術専門職員の業務の一部をアウトソーシングした。また、
当する業務については、研修を行い 河川敷や明渠の草刈り等の管理業務について外注により実施した。
ながら、栽培試験業務並びに原原種
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
ついては作業の内容を精査しアウト
ソーシングを進める。

【中期計画】
（２）久留米分室の廃止並びに金谷 ◇久留米分室の廃止 －
農場及び知覧農場の再編・統合 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 久留米分室（福岡県久留米市、 Ａ：順調に進んでいる
２，５７０㎡）は、平成１８年度中 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に廃止する。 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 金谷農場（静岡県島田市、２６， 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
１００㎡）及び知覧農場（鹿児島県 【事業報告】
知覧町、４０，１００㎡）は、業務 ・１８年度に措置済み
の移管状況、用地売却の進捗等を踏
まえ、西日本農場に再編・統合する。
なお、センター業務を引き続き円滑 ◇金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合 Ａ
に実施するため、売却収入等により Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
業務に必要な施設、機械等を整備す Ａ：順調に進んでいる
る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（２）金谷農場及び知覧農場の再編 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
・統合 【事業報告】

金谷農場（静岡県島田市、２６， ・知覧農場の敷地について、公用・公共用利用を目的とした取得要望を調査し、
１００㎡）及び知覧農場（鹿児島県 要望のあった知覧町（現南九州市）と売買契約を締結した（平成２０年４月１
知覧町、４０，１００㎡）の円滑な 日に敷地の引渡しを完了）。



再編・統合に向け、組織体制検討委 ・また、業務移管先の西日本農場等における効果的な施設配置や設備の機能を検
員会金谷農場・知覧農場移転検討部 討し、施設の整備に着手した。なお、知覧農場の施設のうち取得後１０年未満
会において具体的な移転のスケジュ の温室５棟については移築により有効利用を図った。
ールを作成するとともに、知覧農場
について、用地売却、移転先の施設
の整備等を進める。

【中期計画】
（３）事務運営の合理化 ◇会計処理システムの高度化 Ｂ

会計処理システムの高度化、給与 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
事務等の定型的業務の外注化の検 Ａ：順調に進んでいる
討、一括契約が可能な物品の本所又 Ｂ：概ね順調に進んでいる
はブロック単位での一括調達、施設 Ｃ：不十分又は問題あり
整備における自主施工等を進めるこ 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
とにより、事務運営の合理化を図る。 【事業報告】
なお、物品の調達等に当たっては、 ・２３年度の３法人統合に向けて会計及び給与システムの分析・検討を行い、今
一般競争入札を原則とし、手続の公 後の方針を３法人で協議した。
正性を確保する。また、情報化総括
責任者（ＣＩＯ）の下、業務・シス
テムに係る監査、 適化計画の策定、 ◇定型的業務の外注化の検討 Ａ
適正な情報システムの調達等を進め Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（３）事務運営の合理化 Ｃ：不十分又は問題あり

事務運営の合理化を図るため、以 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
下の取組を行う。なお、物品の調達 【事業報告】
等に当たっては、一般競争入札を原 ・給与事務等の外注化については、センター単独ではコスト面で問題があること
則とし、手続の公正性を確保する。 から、２３年度の３法人統合に向けた会計及び給与システムの分析・検討の中
ア 給与事務等定型的業務について で検討を進めることとした。
引き続き外注化の検討を行う。
イ 事務用品等単一な消耗品の本部
における一括契約を実施する。 ◇一括契約が可能な物品の本所又はブロック単位での一括調達、施設整備におけ Ａ
ウ 農業資材等の一括調達の更なる る自主施工等の推進
推進を図る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
エ 施設整備を行うこととしている Ａ：順調に進んでいる
全ての事案（第７－１の事案）につ Ｂ：概ね順調に進んでいる
いて引き続き自主施工等を実施す Ｃ：不十分又は問題あり
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
オ 情報化総括責任者（ＣＩＯ）の 【事業報告】
下、１８年度に策定した監査・ 適 ・事務用消耗品について、前年度検討した一括購買システムを導入し、全て本所
化計画に沿って、業務システムに係 で一括契約することとした。
る監査・ 適化を進める。 ・農業用資材等についても全国分を本所で取りまとめ、使用時期及び納入場所に

より計画的な契約を実施することにより効率化を図った。
・１９年度施設整備補助金による工事３件については全て自主施工とし、施設の
構造及び配置等について専門家の意見を取り入れて、より効率的な施設を設置
した。工事と物品類について分けることができるものについては、分割するこ
とにより経費の節減を図るとともに、効率的使用を念頭に置き、計画通り年度
内に完成させた。

◇物品の調達等における手続きの公正性の確保 Ａ
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
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：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・物品等の調達にあたっては、国と同様の一般競争入札基準（工事２５０万円超、

物品１６０万円超等）を適用し、対象となる６４件（金額ベース４４３百万円）
のうち４１件（金額ベース３５４百万円）について一般競争等（不落随契を含
む）を実施し、手続きの透明性を確保した。。

・独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針（平成１９年８月閣議決定）
に基づき、平成１９年１２月に随意契約見直し計画を策定・公表した。同計画
ベースの１９年度随意契約実績（企画競争等の実施を除く）は、１８年度実績
２１件（１１８百万円）に対し１８件（７５百万円）と、８６％（６４％）と
なった。

・整理合理化計画に即し、保有資産について全農場に対し保有の必要性について
調査を実施し、ばれいしょ原原種生産配布業務廃止等により不要となった資産
の除却を行うとともに、利用度が低下した資産について減損処理を実施した。

・種苗管理センター契約事務取扱規程を改正し、平成２０年１月から競争入札及
び随意契約に関する情報をホームページに公表した。

・競争入札及び随意契約等について、監事による定期監査において入札・契約の
執行状況に関する資料を提示し、執行状況についてのチェックを受けた。

◇業務・システムに係る監査・ 適化計画の策定、適正な情報システムの調達等 Ａ
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
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：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・会計処理の状況について内部監査を行い、本所及び各農場の改善すべき事項を
明らかにした。



・１８年度に策定した「種苗管理センター情報システム 適化実施計画」に基づ
きＶＰＮ(Virtual Private Network)等の技術を利用した種苗管理センター
ＷＡＮの構築を行った。

・整理合理化計画を踏まえ、法令遵守の徹底を図るためのコンプライアンス委員
会設置に向け準備を行った。

・整理合理化計画を踏まえ、平成２３年４月の農業生物資源研究所及び農業環境
技術研究所との統合に向けて、理事長及び理事からなる３法人統合準備委員会、
事務ベースの打合せ会議及びサブグループ等の検討体制を整備するとともに、
主な検討事項について整理を行った。

【中期計画】
（４）効率化による経費の削減 ◇一般管理費及び業務経費の縮減 Ａ
ア 運営費交付金で行う業務におけ 指標＝当該年度における一般管理費及び業務経費の対前年度比の縮減率
る一般管理費（人件費を除く。）を、 Ｓ：一般管理費３％、業務経費１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認めら
毎年度、少なくとも対前年度比で３ れた
％縮減するとともに、業務経費を、 Ａ：一般管理費３％、業務経費１％以上
毎年度、少なくとも対前年度比で１ Ｂ：一般管理費２．１％以上３％未満、業務経費０．７％以上１％未満
％縮減する。 Ｃ：一般管理費２．１％未満、業務経費０．７％未満
イ 人件費（退職金及び福利厚生費 Ｄ：一般管理費２．１％未満、業務経費０．７％未満であり、かつ、その要因は
（法定福利費及び法定外福利費）並 法人の不適切な運営にあった
びに人事院勧告を踏まえた給与改定 【事業報告】
部分を除く。）については、「行政改 ・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、一般管理費は対
革の重要方針」（平成１７年１２月 前年度比１２．５％。業務費は対前年度比２．２％をそれぞれ縮減した。
２４日閣議決定）を踏まえ、今後５
年間において、５％以上の削減を行 ＜参考＞国民一人当たりの行政サービス実施コスト：25.67円
う。 （平成１７年度国勢調査の確定人口より算出した。）

ウ 国家公務員の給与構造改革を踏
まえて、役職員の給与について必要 ◇人件費の削減 Ａ
な見直しを進める。 指標＝当該年度における人件費の平成１７年度予算額比の節減率
【年度計画】 Ｓ：１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
（４）効率化による経費の削減 Ａ：１％以上
ア 運営費交付金で行う業務におけ Ｂ：０．７％以上１％未満
る一般管理費（人件費を除く）を、 Ｃ：０．７％未満
予算額を比較対象として前年度比で Ｄ：０．７％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
３％縮減する。また、業務経費を、 【事業報告】
予算額を比較対象として前年度比で ・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費）並びに人事院
１％縮減する。 勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について、対前年度比２．１％を削減
イ １９年度は、人件費（退職金及 した。
び福利厚生費（法定福利費及び法定
外福利費）並びに人事院勧告を踏ま
えた給与改定部分を除く。）につい ◇国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与の見直し Ａ
て、２２年度において１７年度予算 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
額比で５％以上削減するとの目標を Ａ：順調に進んでいる
睨み、 大限の節減を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 Ｃ：不十分又は問題あり
まえて、役職員の給与について国家 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
公務員と同様の見直しを行う。 【事業報告】

・役職員の給与について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた改定（地域手当
の引き上げ）や人事院勧告に準拠した改正（若年層に限定した俸給月額の引き
上げ、賞与の年間支給割合の引き上げ等）を実施。職員と国家公務員との給与
水準（年額）の比較指数（事務・技術職員）は９８．５となった。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２ 国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関する ○栽培試験業務の質の向上
目標を達成するためとるべき措置 指標＝各小項目の評価点数の合計

第２－１ 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
農林水産植物の品種登録に係る栽培 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
試験等

Ａ：１３点以上
Ｂ：０～１２点
Ｃ：０点未満

小項目数：１９（うち対象外１）
評価Ｓの小項目数：２×２＝４点
評価Ａの小項目数：１１×１＝１１点
評価Ｂの小項目数：５×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：１５点 Ａ

【中期計画】
（１）農林水産植物の品種登録に係 ◇栽培試験の計画的かつ的確な実施 Ａ
る栽培試験 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
ア 栽培試験を実施する農林水産植 Ｂ：概ね順調に進んでいる
物の種類については、原則として、 Ｃ：不十分又は問題あり
全出願品種について栽培試験を行う 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
こととし、実施に当たっては、農林 【事業報告】
水産省との緊密な連絡調整を図りつ ・農林水産省からの通知に基づき、８５６点（対前年比：９２％）について、対
つ、計画的かつ的確に実施する。 照品種の選定、実施方法の検討を行い、栽培試験実施計画を作成した。
【年度計画】 （表２－１－１参照）
（１）農林水産植物の品種登録に係
る栽培試験
ア 栽培試験については、農林水産
省生産局長から通知のあった栽培試
験計画に基づき的確に実施する。

【中期計画】
イ 栽培試験に必要な人員の配置、 ◇栽培試験の実施点数の拡大 Ｂ
施設整備等を進め、中期目標期間中 指標＝当該年度における栽培試験の実施点数
に栽培試験の実施点数を１，０００ Ｓ：実施点数が当該年度計画の目標値の９０％以上であり、かつ、特に優れた成
点以上／年度に拡大するとともに、 果が認められた
効率的な栽培試験業務の運営体制の Ａ：目標値の９０％以上
構築、電子化された栽培試験情報の Ｂ：目標値の８０％以上９０％未満
活用・共有等により、栽培試験終了 Ｃ：目標値の８０％未満
後平均して３か月以内に農林水産省 Ｄ：目標値の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
に栽培試験の結果を報告する。 【事業報告】
【年度計画】 ・栽培試験実施計画に基づき、６９０点(対前年比１０３％)について栽培試験を
イ 栽培試験業務の効率的な運営体 実施した。また、６県８機関、１民間団体に３５点の栽培試験を委託した。
制について検討した結果を基に実施 （表２－１－２参照）
体制を構築するとともに、７８０点
程度の栽培試験を実施し、栽培試験
終了後平均して３ヶ月以内に農林水 ◇栽培試験結果の報告期間の短縮 Ｂ
産省に結果を報告する（委託を除 指標＝当該年度における栽培試験終了後の平均報告期間
く。）。 Ｓ：３ヶ月以内、かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：３ヶ月以内
Ｂ：３ヶ月を超え４ヶ月以内
Ｃ：４ヶ月を超える
Ｄ：４ヶ月を超え、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・栽培試験結果報告の迅速化のため、進行管理の徹底、実施農場における確実な
報告書の検定の実施、出願点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３．１か月
（前年度４．２か月）とした。

（表２－１－３参照）

【中期計画】
ウ センターにおいて栽培試験を実 ◇栽培試験対象植物の種類の拡大 Ｓ
施したことがない種類について、必 指標＝当該年度における拡大種類数
要性の高い種類から栽培方法等につ Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
いて検討を行い、中期目標期間中に Ａ：２種類以上
１０種類程度の栽培試験対象植物の Ｂ：１種類
拡大を図る。 Ｃ：対象植物の種類の拡大なし

また、センターで栽培試験を実施 Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
する種類で品種数の多いものから毎 【事業報告】
年度２種類程度の栽培・特性調査マ ・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い、以下の１０種
ニュアルを作成するとともに、病害 類の植物について栽培を開始した。



抵抗性、機能性成分等の新たな項目 レケナウルティア、クレマチス、ラベンダー、ヤスミヌム オッフィキナレ、
について、必要に応じて検定手法を カレンドュラ スフルティコサ、フィットニア、あじさい、タゲテス、おくら、
確立し、特殊検定マニュアルを作成 ケール
する。
【年度計画】 【その他特記事項】
ウ センターにおいて栽培試験を実 ・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、栽培方法等の検討
施したことがない種類について、農 を精力的に進めた結果、対象植物を１０種類拡大し、昨年の１２種類は下回る
林水産省からの要請により必要性の ものの、目標の２種類程度を５倍上回る達成状況となったため、Ｓ評価とした。
高い種類から栽培方法等について検
討を行い、２種類程度の栽培試験対
象植物の拡大を図る。 ◇植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等 Ｂ

また、センターで栽培試験を実施 指標＝当該年度に作成したマニュアル数
する種類で品種数の多いるりとうわ Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
た及びきんぎょそうについて栽培・ Ａ：２種類以上
特性調査マニュアルを作成する。 Ｂ：１種類

Ｃ：対象植物の種類の作成なし
Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・栽培・特性調査マニュアルの検討を行い、１種類（きんぎょそう）のマニュア
ル作成を完了した（昨年度：６種類）。

・なお、るりとうわたについては、現在、農林水産省において、審査基準の国際
調和を図るための見直しが進められており、全面改訂されることから、この改
訂を待って作成作業を進めることとした。

（表２－１－４参照）

【中期計画】
エ 近年、品種の変遷等により入手 ◇対照品種等の保存点数の拡大 Ａ
困難となっている対照品種につい 指標＝当該年度に新たに収集・保存した点数
て、３００品種程度／年度を新たに Ｓ：２７０種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
収集・保存するとともに、すでに収 Ａ：２７０種類以上
集・保存している品種について、育 Ｂ：２４０種類以上２７０種類未満
種の方向や出願品種の動向等を踏ま Ｃ：２４０種類未満
えつつ整理を行い、対照品種として Ｄ：２４０種類未満であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
迅速に供試できる保存体制を整備す 【事業報告】
る。その際、栽培による保存が必要 ・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品種の充実に努
な栄養繁殖性植物の保存について め、６３種類５７７品種を新たに収集し、累計４，８５４品種（前年度：４，
は、当該植物の栽培試験実施状況等 ５０２品種）に拡大を図った。
を考慮して保存農場の専門化を図 特に栄養繁殖性品種の保存に当たっては、必要度が高い「きく」、「カーネーシ
り、遺伝資源保存業務と一体的に実 ョン」を中心に３０種類４０７品種について新たに収集するとともに、今後の
施する。 入手の可否、品種の特性等を考慮し整理を行った。また、保存に当たっては、
【年度計画】 栽培試験対象植物の集約化計画に連動させた移管計画を策定するとともに、遺
エ 近年、品種の変遷等により入手 伝資源保存業務と連携して行った。
困難となっている対照品種につい （表２－１－５参照）
て、栽培試験を実施した対照品種を
中心に３００品種程度を収集し、保
存するとともに、すでに収集・保存
している品種について、育種の方向
や出願品種の動向等を踏まえつつ整
理を行い、対照品種として迅速に供
試できる保存体制を引き続き整備す
る。その際、栄養繁殖性植物の保存
については、１８年度に策定した「栽
培試験対象植物集約化計画」と連動
して保存農場の専門化を図り、遺伝
資源植物と一体的に管理する。

【中期計画】
オ 農林水産省における新規植物の ◇新規植物の種類別審査基準案の作成 Ａ
審査に資するため、センターにおい 指標＝当該年度における種類別審査基準案の作成件数
て作成する種類別審査基準案につい Ｓ：年間１３種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
ては、類似する種類の審査基準案を Ａ：年間１３種類以上
並行的に作成すること等により効率 Ｂ：年間１２種類
的に実施し、１５種類程度／年度を Ｃ：年間１２種類未満
作成するとともに、ＵＰＯＶ（植物 Ｄ：年間１２種類未満であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
新品種保護国際同盟）、農林水産省、 【事業報告】
学識経験者等との連携を図り、１種 ・ルイシア、パキラ等１９種類について審査基準案の作成に着手し、１６種類（１
類当たりの作成期間を平均１．５年 ８年度からの継続分３種類、１９年度着手分１３種類）について審査基準案を
以内とする。 作成し、農林水産省に報告した。
【年度計画】
オ 農林水産省における新規植物の
審査に資するため、センターにおい ◇新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮 Ｓ
て作成する種類別審査基準案につい 指標＝当該年度における１種類当たりの審査基準案の平均作成期間
ては、類似する種類の審査基準案を Ｓ：１．５年以内であり、かつ、特に優れた成果が認められた
並行的に作成すること等により効率 Ａ：１．５年以内
的に実施し、新たにルイシア、パキ Ｂ：１．５年を越え２年以内
ラ等１５種類程度の種類別審査基準 Ｃ：２年を越える
案の作成に着手するとともに、ＵＰ 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
ＯＶ（植物新品種保護国際同盟）、 【事業報告】
農林水産省、学識経験者等との連携 ・平均作成期間は７か月となり、前年度（８か月）より１か月短縮した。
を図り、１種類当たりの作成期間を
平均１．５年以内とする。 【その他特記事項】

・新規植物の審査基準案の平均作成期間を７か月に短縮し、目標の１．５年以内
を大幅に上回る達成状況となるとともに、前年度の８ヶ月よりもさらに短縮さ



れているため、Ｓ評価とした。

【中期計画】
カ 栽培試験結果のＵＰＯＶ同盟国 ◇植物の種類別の栽培試験実施方法の国際的な基準案の作成 Ａ
間での相互使用を可能にするため、 指標＝当該年度における国際的な基準の着手点数
要請に応じ栽培方法、調査形質等に Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた特に優れた成果が認められた
係る技術的事項の検討に参画し、中 Ａ：２種類以上
期目標期間中に１０種類程度につい Ｂ：１種類
て栽培試験実施方法の国際的な基準 Ｃ：対象植物の種類の作成なし
の作成に取り組む。 Ｄ：対象植物の作成がなく、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 （要請、必要性がない場合は、本項目の評価は行わない）
カ 栽培試験結果のＵＰＯＶ同盟国 【事業報告】
間での相互使用を可能にするため、 ・農林水産省からの要請により、バーベナ、カーネーション、カランコエの３種
農林水産省からの要請に応じ、２種 類について欧州品種庁（ＣＰＶＯ）と相互に使用を可能とする基準の作成に取
類程度について栽培方法、調査形質 り組み、その結果を農林水産省に報告した。
等に係る技術的事項の国際的な基準 そのほか、農林水産省の補助事業「知識集約型産業創造対策事業」（事業テー
の作成に取り組む。 マ：新品種育成者権の国際的な取得の迅速化・効率化について）を実施した社

団法人農林水産技術情報協会から委託を受け、１６０種類（前年度：１３２種
類）の審査基準について国際的な調和を図るための見直しを行った。

【中期計画】
キ 出願時に申請者から提出される ◇出願者から送付された出願品種の種子及び種菌の確実な保存 Ａ
種子及び種菌について、種菌の保存 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
方法も検討しつつ、適切な保管管理 Ａ：順調に進んでいる
を実施する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
キ 出願時に申請者から提出される 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
種子及び種菌について、確実な保管、 【事業報告】
適切な管理を行うとともに、種菌の ・新たに種子５８品種、種菌７品種について受入れ、適切な保存管理を行った。
凍結保存方法について調査を進め ・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ては、新たに３２
る。 品種（前年度：５９品種）の試験保存に着手し、合計１７９品種となった。

（表２－１－６参照）

【中期計画】
ク 栽培試験担当者による試験実施 ◇栽培試験担当者の業務運営能力の向上 Ｂ
上の問題点等の早期解決のための検 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
討を行うとともに、ＯＪＴ（オンザ Ａ：順調に進んでいる
ジョブトレーニング）、専門技術研 Ｂ：概ね順調に進んでいる
修の実施、栽培地の調査、専門家等 Ｃ：不十分又は問題あり
からの意見の聴取等を行う。 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
【年度計画】 【事業報告】
ク 栽培試験実施責任者会議等を開 ・栽培試験実施責任者会議を開催し、栽培試験結果報告書提出の迅速化、栽培管
催し、試験実施上の問題点等の解決 理の不備による質の低下等の栽培試験実施上の問題点について対応方策の検討
のため検討を行うとともに、ＯＪＴ を行った。なお、栽培管理の不備、病害の発生等により栽培試験の継続が不可
（オンザジョブトレーニング）の実 能となった品種は４種類６６品種であった。（表２－１－７参照）
施、１８年度に策定した計画に基づ ・栽培試験の新任者を対象に「栽培試験に関するＯＪＴの手引き」にしたがって
く作物別の専門技術研修の開催、栽 ＯＪＴを実施した。
培地の調査、専門家等からの意見の ・栽培試験担当職員の技術向上を図るため、栽培試験の業務経験が１年以上３年
聴取等を行う。また、これらの研修 未満の職員を対象にした初級専門技術研修及び審査基準作成に係る専門的知識
の成果検証のための到達度把握を行 を付与するため、中堅職員を対象にした審査基準作成専門技術研修をＪＩＣＡ
う。 集団研修「植物品種保護コース」の関連講座の受講と併せて実施した。

・作物別の専門技術研修については、個別マニュアル作成に向けた検討会を兼ね
て、きんぎょうそう及びロベリア について実施した。

・技術顧問を各実施場所に派遣し、専門技術指導を５回延べ１４植物種類につい
て実施した。

（表２－１－８参照）
・栽培試験実施場所において審査官との現地検討会を開催し、栽培試験担当者と
評価の目合わせを行うとともに区別性、均一性の判断の難しい案件等について
指導を受けた。

・栽培試験を行うための技術情報の収集、現地調査を２１件（前年度２５件）、
専門家への意見聴取を６件（前年度１３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。

【中期計画】
ケ 品種登録審査業務の適切な実 ◇栽培試験により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
施、改善等に資するよう、栽培試験 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた
及び栽培試験に関する業務を実施す Ａ：十分行われている
る中で知り得た情報及び知見につい Ｂ：概ね行われている
て、農林水産省に積極的に提供する。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
ケ 品種登録審査業務の適切な実 【事業報告】
施、改善等に資するよう、栽培試験 ・四半期ごとに、栽培試験実施状況等を整理し、農林水産省に報告した。
実施状況等を年４回報告するととも ・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項等については、
に、事案発生ごとの随時報告を中心 事案発生毎に逐次農林水産省へ報告し、指示等に従い対処した。
に情報・知見の提供を行う。

【中期計画】
（２）育成者権の侵害対策及び活用 ◇育成者権の侵害及び活用に関する情報の収集・分析・提供 Ａ
促進 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
ア 国内外における育成者権の侵害 Ｂ：概ね順調に進んでいる
及び活用に関する情報の収集、整理 Ｃ：不十分又は問題あり



及び分析を行い、ホームページ等を 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
活用して育成者権者、公的機関その 【事業報告】
他育成者権の関係者（以下「育成者 ・年度に受けた相談等を基に、新たに６項目を追加し育成者権の侵害及び活用に
権者等」という。）に提供する。 関する１５項目のＱ＆Ａをホームページに掲載した。
【年度計画】 http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
（２）育成者権の侵害対策及び活用 （表２－１－９参照）
促進 ・農林水産省の委託事業「平成19年度知的財産権の啓発普及体制整備委託事業」
ア 国内外における育成者権の侵害 のうち、普及指導員の知的財産権に関する専門研修について、社団法人全国農
及び活用に関する情報の収集、整理 業改良普及支援協会からの委託を受けて全国４ヶ所（つくば市、仙台市、笠岡
及び分析を行い、１８年度に作成し 市、熊本市）で開催し、各県の普及指導員等８４名が参加した。
ホームページに掲載した育成者権の
侵害及び活用に関するＱ＆Ａを充実
する。

【中期計画】
イ 育成者権者等からの育成者権の ◇品種保護対策役の増員 Ａ
侵害及び活用に関する相談に対し Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
て、対抗措置及び活用方法に関する Ａ：順調に進んでいる
助言等を行うとともに、よりきめ細 Ｂ：概ね順調に進んでいる
かな対応と機動的な支援を行うた Ｃ：不十分又は問題あり
め、効率的な運営体制の整備に留意 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
しつつ、品種保護対策役を増員する。 【事業報告】
【年度計画】 ・育成者権の侵害及び活用に関する相談３３件（平成１８年度３１件）に対して、
イ 育成者権者、公的機関その他育 対抗措置及び活用方法に関する助言等を行った。
成者権の関係者からの育成者権の侵 ・よりきめ細かな対応と機動的な支援を行うため、本所に上席品種保護対策役を
害及び活用に関する相談に対して、 設置し、全国に配置する品種保護Ｇメンの活動を統括整理することとした。ま
対抗措置及び活用方法に関する助言 た、現在１名の品種保護Ｇメンが配置されている農場を２名体制とし、全国５
等を行うとともに、よりきめ細かな 農場１０名体制を５農場１４名体制に増強した。
対応と機動的な支援を行うため、本 ・品種保護対策役の資質向上のために品種保護Ｇメン会議及び研修を開催すると
所に上席品種保護対策役を設置する ともに、品種保護Ｇメン資格要件に関する規程を定め、その資格要件を明確に
とともに、現在１名の品種保護対策 した。
役が配置されている農場を２名体制 （表２－１－１０，１１参照）
とし、全国１０名体制を１４名体制
に増強する。さらに、併任者に対し
て品種保護Ｇメン研修を実施する等
品種保護対策役等の資質の向上を図
る。

【中期計画】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 ◇品種類似性試験の迅速な実施 Ｂ

指標＝当該年度における試験終了後３０日以内に施行（ＤＮＡ分析の場合７日以
（ア）育成者権者等からの依頼に基 内に施行）した件数の全件数に対する割合
づき、育成者権を侵害した種苗等を Ｓ：９０％以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
判定するための品種の類似性に関す Ａ：９０％以上
る試験を迅速に実施するとともに、 Ｂ：８０％以上９０％未満
当該試験の対象となる農林水産植物 Ｃ：８０％未満
及びその加工品の種類を拡大する。 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
【年度計画】 【事業報告】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 ・３件（１８年度２２件）の品種類似性試験の依頼がありうち１件は年度途中で
（ア）育成者権者、公的機関その他 取り下げとなった。
育成者権の関係者からの依頼に基づ ・平成１９年度に試験が終了したものは、前年度依頼された１件、当該年度に依
き、育成者権を侵害した種苗等を判 頼のあった２件の計３件であった。
定するための品種の類似性に関する このうち２件は試験終了後報告書施行まで４８日を要した。残り１件は期日内
試験を迅速に実施するとともに、Ｄ に報告書作成は完了したが、依頼者の手数料振り込みが遅れ、施行は３４日後
ＮＡ分析による試験の対象に茶を追 となった。
加する。 ・施行が大きく遅延した案件について、上席品種保護対策役を実施農場に派遣し、

報告書作成体制の改善を図った。
（表２－１－１２参照）

◇品種類似性試験の対象となる植物及びその加工品の種類の拡大 Ａ
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特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
【事業報告】
・ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象に茶及び白いんげんまめを追加した。
（表２－１－１３参照）

【中期計画】
（イ）育成者権者等からの依頼に基 ◇侵害状況の記録及び寄託による種苗、物品等の保管 Ａ
づき、依頼者とともに現地に赴き、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
育成者権の侵害が疑われる種苗、生 Ａ：順調に進んでいる
産物及び加工品の栽培、保管、販売 Ｂ：概ね順調に進んでいる
等の状況を記録することにより、侵 Ｃ：不十分又は問題あり
害行為の日時、数量、金額等を証明 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
するとともに、育成者権に係わる種 【事業報告】
苗、物品等の証拠品を保管する寄託 ・育成者権者等からの依頼に基づき、３件の侵害状況記録を作成し、１０件の寄
制度を創設し、育成者権侵害の立証 託を受けた。
を支援する。 （表２－１－１４，１５参照）
【年度計画】
（イ）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培、保管、販売
等の状況を記録することにより、侵
害行為の日時、数量、金額等を証明
するとともに、育成者権に係わる種
苗、物品等の証拠品の寄託を行い育
成者権侵害の立証を支援する。

【中期計画】
（ウ）育成者権を侵害する物品に該 ◇育成者権侵害物品に係る試料の鑑定の嘱託に対する迅速かつ的確な鑑定の実施 －
当するか否かの認定手続に係る農林 及び報告
水産大臣の意見聴取に関する省令 指標＝当該年度における７日以内に報告した件数の全件数に対する割合
（平成１８年農林水産省令第４号） Ｓ：９０％以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
に基づき、農林水産省から育成者権 Ａ：９０％以上
侵害物品に係る試料の鑑定の嘱託が Ｂ：８０％以上９０％未満
あった場合には、迅速かつ的確にＤ Ｃ：８０％未満
ＮＡ鑑定を実施し、速やかに鑑定結 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
果を報告する。 （要請がない場合、本項目の評価は行わない）
【年度計画】 【事業報告】
（ウ）育成者権を侵害する物品に ・要請はなかった。

該当するか否かの認定手続に係る農
林水産大臣の意見聴取に関する省令
（平成１８年農林水産省令第４号）
に基づき、農林水産大臣から育成者
権侵害物品に係る試料の鑑定の嘱託
があった場合には、迅速かつ的確に
ＤＮＡ鑑定を実施し、速やかに鑑定
結果を報告する。

【中期計画】
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 ◇登録品種等のＤＮＡ情報のデータベース化 Ａ
試験を的確に実施するため、実用化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
レベルにあるＤＮＡ品種識別技術を Ａ：順調に進んでいる
積極的に導入し、登録品種等のＤＮ Ｂ：概ね順調に進んでいる
Ａ情報を蓄積しデータベース化を行 Ｃ：不十分又は問題あり
う。 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
【年度計画】 【事業報告】
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 ・おうとう登録品種等のＤＮＡデータベースを作成し、これによりおうとう２４
試験を的確に実施するため、おうと 品種のＤＮＡ識別が可能となった。さらに、１８年度に作成したいちごのデー
うの登録品種等のＤＮＡ情報を分析 タベースに２１品種を追加した（計７５品種）。
し、データベースを作成する。 （表２－１－１６参照）

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２
農作物（飼料作物を除く。）の種苗 ○種苗検査業務の質の向上
の検査、指定種苗の集取、立入検査 指標＝各小項目の評価点数の合計
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：８点以上
Ｂ：０～７点
Ｃ：０点未満

小項目数：１２
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：１１×１＝１１点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：１１点 Ａ

【中期計画】
（１）農作物（飼料作物を除く。） ◇検査の迅速化 Ａ
の種苗の検査 指標＝当該年度における50日以内に検査報告を行った件数の全検査件数に対する

割合
ア 的確かつ迅速な検査を実施する Ｓ：１００％であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
とともに、検査試料の提出が遅れた Ａ：１００％
もの等特別の事情があるものを除 Ｂ：９０％以上１００％未満
き、検査依頼のあった日から５０日 Ｃ：９０％未満
以内に検査結果の報告を行うものと 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
する。 【事業報告】
【年度計画】 ・検査職員に研修、技能検定を課し、評価技術の平準化を行い、ＩＳＴＡが実施
（１）農作物（飼料作物を除く。） する熟練度試験において良好な成績を得た。また、証明書発行の徹底したシス
の種苗の検査 テム化、検査結果決裁の簡素化を行い、結果報告までの日数短縮を図り、検査
ア ＩＳＴＡの行う熟練度テスト、 件数８７４点全てについて、検査依頼のあった日から４８日以内に検査結果の
品質保証マニュアルに基づく技能検 報告を行った。
定試験等による検査職員の技術能力 （表２－２－１，２参照）
の高位平準化及び事務処理の効率化 ・ＩＳＴＡによる３年に１度の査察を受け、重要指摘事項に対しては是正処置を
により、的確かつ迅速な検査を実施 取り、承認検査所として再認証を受けた。
するとともに、検査試料の提出が遅
れたもの等特別の事情があるものを
除き、検査依頼のあった日から５０
日以内に検査結果の報告を行う。

【中期計画】
イ 講習会等を通じ、依頼業者の意 ◇依頼業者の意向把握及びクレームへの適切な対処 Ａ
向を把握し、クレームがあった場合 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
には速やかに対応するとともに、業 Ａ：順調に進んでいる
務の改善を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 技術講習会等の際に依頼業者等 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
から意向を把握し、クレームがあっ 【事業報告】
た場合には速やかに対応するととも ・種苗団体での講演の際、種ばれいしょの表示の適正化についての要望を把握し
に、業務の改善を図る。 たことから、表示検査において留意するとともに農林水産省にも報告した。

・検査依頼者の作成した誤った依頼書（ロットナンバーの不整合）に基づき検査
を実施し、その結果、誤った証書を発行した事例が１件あった。このため、検
査試料抽出要領を改正し、試料抽出時に写真記録を課すこととした。

【中期計画】
ウ 種子流通の国際化、種苗業者に ◇依頼検査における検査項目の拡大 Ｂ
おけるリスク管理の必要性の高まり Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
等を背景として、種子伝染性病害の Ａ：順調に進んでいる
検査要請に対応するため、検査項目 Ｂ：概ね順調に進んでいる
の拡大を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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 種子流通の国際化、種苗業者に 【事業報告】
おけるリスク管理の必要性の高まり ・病害検査について２５点（１８年度：４０点）の依頼があり、これを実施した。
等を背景として、種子伝染性病害の ・キャベツの根朽病検査手法について実証試験を行ったが同定基準が不明確であ
検査要請に対応するため、前年まで り、検査開始には至らなかったことから、調査を継続することとした。
に開始した検査を確実に実施すると ・トウガラシトバモウイルス病検査を国内検査に追加し、アブラナ科野菜５種類
ともに、新たにキャベツの根朽病の の黒腐病検査を国際検査に追加した。
検査を開始する。

【中期計画】
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 ◇種苗の品質証明等に係る検査の着実な実施 Ａ
業者の輸出用てんさい種子の品種の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
証明に係る種子の検査、種苗業者が Ａ：順調に進んでいる
災害対策用に保管する園芸種子の検 Ｂ：概ね順調に進んでいる



査及び種苗業者がＥＣナショナルカ Ｃ：不十分又は問題あり
タログへ品種登録した種子の事後検 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
定を実施するとともに、検査終了後、 【事業報告】
検査結果を適切に報告する。 ・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かった。
【年度計画】 ・独立行政法人整理合理化計画に即し、「園芸種子需給安定措置要綱」の廃止に
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 基づき、種苗業者が災害対策用に保管する園芸種子の検査業務を廃止した。
業者の輸出用てんさい種子の品種の ・ＥＣ向け輸出野菜種子の品質維持に係る公的管理に関する要領に基づき、７業
証明に係る種子の検査依頼があった 者（１８年度：３業者）について記録の作成及びサンプルの保管状況の検査を
場合には的確かつ迅速な検査を実施 行い、８種類２４品種（１８年度：７種類４５品種）の事後検定を実施し、検
し、検査結果の報告を行う。種苗業 定結果について速やかに報告した。
者が災害対策用に保管する園芸種子 （表２－２－３参照）
の検査については、安全保管検査計
画に基づき保管業者から送付された
サンプル種子の発芽率等の検査を行
い、検査結果を農林水産省生産局長
等に遅滞なく通知する。種苗業者が
ＥＣナショナルカタログへ品種登録
した種子の品種維持が適切に行われ
ているか否かについて年次計画に基
づき事後検定等を実施し、農林水産
省生産局長に報告する。

【中期計画】
オ 種苗検査担当者による業務実施 ◇種苗検査担当者の業務運営能力の向上 Ａ
上の問題点等の解決のための検討を Ｓ：計画を大きく上回り、かつ、特に優れた成果が得られた
行うとともに、専門技術研修、レフ Ａ：計画どおり順調に実施した
リーテスト等の技能チェックの実 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施した
施、検査マニュアルの作成等を行う。 Ｃ：計画どおり実施されなかった
【年度計画】 Ｄ：計画どおり実施されず、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった
オ 種苗検査担当者会議を開催し、 【事業報告】
業務実施上の問題点等の解決のため ・種苗検査担当者会議を開催し、芽生評価の目合わせを行い、検査精度の向上を
の検討を行うとともに、検査職員の 図った。
質の向上を図るために、専門技術研 ・専門技術研修として、試料抽出の講習及び種子伝染性病害であるウリ科果実汚
修、レフリーテストを実施する。ま 斑細菌病の検査方法について研修を行った。
た、検査を適切に実施するため検査 ・発芽検査能力の向上及び正確な検査実施を図るため、引き続きレフリーテスト
手順マニュアル（品種純度検査）等 を行った。
を作成する。 ・品種純度検査を適切に実施するため、「品種純度検査実施手順書」を作成した。

【中期計画】
（２）指定種苗の集取、立入検査等 ◇指定種苗の表示検査の計画的かつ的確な実施 Ａ

指標＝当該年度における表示検査点数
ア 指定種苗の表示検査（１５，０ Ｓ：１３，５００点以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
００点程度／年度）について、流通 Ａ：１３，５００点以上
段階も含めて農薬使用回数表示の検 Ｂ：１２，０００点以上１３，５００点未満
査を重点的に行うとともに、集取 Ｃ：１２，０００点未満
（３，０００点程度／年度）を効果 Ｄ：１２，０００点未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあ
的かつ的確に実施し、検査結果を適 った
切に報告する。 【事業報告】
【年度計画】 ・１７,１３５点の表示検査を計画的かつ的確に実施した（１８年度１６,３７６
（２）指定種苗の集取、立入検査等 点）。このうち、７９点（０.５％）に不完全表示があり、書面による改善報告
ア 指定種苗の表示検査（１５，０ を求めた。
００点程度／年度）について、流通 （表２－２－４参照）
段階も含めて農薬使用回数表示の検 ・苗（いも類を含む）の表示検査時期は、生産業者に対しては出荷時期及び検査
査を重点的に行うとともに、集取 効率を考慮して後期検査時期である２月～３月、小売業者に対しては販売時期
（３，０００点程度／年度）を効果 を考慮して主に５月中旬とし、２５１点（上記点数の内数）について検査を実
的かつ的確に実施し、検査結果を適 施した。
切に報告する。また、苗の検査につ
いては前年度に検討した時期等を踏
まえて実施する。 ◇指定種苗の集取の計画的かつ的確な実施 Ａ

指標＝当該年度における集取点数
Ｓ：２，７００点以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：２，７００点以上
Ｂ：２，４００点以上２，７００点未満
Ｃ：２，４００点未満
Ｄ：２，４００点未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあっ

た
【事業報告】
・指定種苗３,２０３点の集取を計画的かつ的確に行った（１８年度３,１３８
点）。このうち、１１４点（３.６％）が表示発芽率に満たず、書面による改善
報告を求めた。なお、「指定種苗の生産等に関する基準」の対象となる２,８６
６点のうち、６５点（２.３％）が基準発芽率に満たず、書面による改善報告
を求めた。

（表２－２－５参照）

【中期計画】
イ 指定種苗の生産等に関する基準 ◇品種純度試験点数の拡大 Ａ
（平成１４年４月１日農林水産省告 指標＝当該年度における純度検査点数
示第９３３号）による検査において、 Ｓ：１３５点以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
病害検査、純度検査等の実施点数を Ａ：１３５点以上
増加させる。 Ｂ：１２０点以上１３５点未満
【年度計画】 Ｃ：１２０点未満
イ 指定種苗の生産等に関する基準 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
（平成１４年４月１日農林水産省告 【事業報告】



示第９３３号）による検査において、 ・９種類１６１点の品種純度検査を行った（１８年度９種類１３０点）。検査を
品種純度検査は９種類１５０点、病 終了した１１６点のうち、指定種苗の生産等に関する基準を満たさないものが
害検査は５種類１６０点、遺伝子組 だいこんで２点あり、書面による改善報告を求めた。
換え種子検査は２種類３０点を行 （表２－２－６参照）
う。

◇病害検査点数の拡大 Ａ
指標＝当該年度における病害検査点数
Ｓ：１４０点以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
Ａ：１４０点以上
Ｂ：１２５点以上１４０点未満
Ｃ：１２５点未満
Ｄ：１２５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
【事業報告】
・４種類５病害１６９点の病害検査を行った（１８年度１６５点）。このうち、
１３点（７.７％）に罹病種子が認められ、書面による改善報告を求めた。

（表２－２－７参照）

◇遺伝子組換え検査の点数の拡大 Ａ
指標＝当該年度における遺伝子種子組み替え種子検査点数
Ｓ：２５点以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
Ａ：２５点以上
Ｂ：２０点以上２５点未満
Ｃ：２５点未満
Ｄ：２５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
【事業報告】
・とうもろこし３４点について遺伝子組換え種子の混入検査を行った（１８年度
３３点）。その結果、混入は認められなかった。

【中期計画】
ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の ◇カルタヘナ法に基づく立入り、質問、検査、収去及びモニタリングの的確な実 Ａ
規制による生物の多様性の確保に関 施
する法律（平成１５年法律第９７号） Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
第３２条の規定に基づき、同条第２ Ａ：順調に進んでいる
項の農林水産大臣の指示に従い、立 Ｂ：概ね順調に進んでいる
入り、質問、検査及び収去を的確に Ｃ：不十分又は問題あり
実施するとともに、その結果を農林 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
水産省に適切に報告する。また、遺 【事業報告】
伝子組換え種子の混入について、モ ・農林水産大臣からの立入検査の指示はなかった。
ニタリングを行う。 ・カルタヘナ法に基づく立入検査の指示があった際に本法人が検査を実施する事
【年度計画】 になっている国内流通種子のうち、とうもろこしおよびえだまめを対象に遺伝
ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の 子組換え種子の混入についてモニタリング（とうもろこし３４点、えだまめ１３点）を行
規制による生物の多様性の確保に関 った（１８年度とうもろこし３３点、えだまめ１２点）。その結果、混入は認
する法律（平成１５年法律第９７号） められなかった。
第３２条の規定に基づき、同条第２
項の農林水産大臣の指示があった場
合には、立入り、質問、検査及び収
去を的確に実施する。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。

【中期計画】
エ 種苗流通の適正化に資するよ ◇種苗検査により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
う、種苗検査業務を実施する中で知 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた
り得た情報及び知見について、農林 Ａ：十分行われている
水産省に積極的に提供する。 Ｂ：概ね行われている
【年度計画】 Ｃ：不十分または問題あり
エ 種苗流通の適正化に資するよ 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
う、農林水産省に集取及び立入検査 【事業報告】
時期ごとの定期的な報告を行うとと ・指定種苗の検査の際に得られた情報は前期及び後期検査終了後に、農林水産省
もに、事案発生ごとに随時報告する。 に報告した。

・虚偽表示の疑いのあった長野県下の種苗業者について、八岳農場の協力も得な
がら関連情報を収集して農林水産省に報告した。その後、担当官とともに当該
業者に対する指定種苗の検査を行った。この結果を受けて農林水産大臣から当
該業者に対し、表示変更命令がなされた。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３
ばれいしょ及びさとうきびの増殖に ○種苗生産業務の質の向上
必要な種苗の生産、配布等 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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

小項目数：２７（うち対象外１）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：２３×１＝２３点
評価Ｂの小項目数：２×０＝０点
評価Ｃの小項目数：１×－１＝－１点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：２２点 Ａ

【中期計画】
（１）ばれいしょ及びさとうきびの ◇春植用ばれいしょ原原種の需要量に即した供給量の確保 Ａ
増殖に必要な種苗の生産及び配布 指標＝当該年度における春植用ばれいしょ原原種供給量
ア 食料・農業・農村基本計画に即 Ｓ：生産計画数量の９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
し、道県の需要量のほぼ１００％を Ａ：生産計画数量の９０％以上
確保できる生産配布計画を作成し、 Ｂ：生産計画数量の８０％以上９０％未満
需要に応じた供給を行う。 Ｃ：生産計画数量の８０％未満

さとうきび原原種については、「さ Ｄ：生産計画数量の８０％未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営で
とうきび増産プロジェクト基本方 あった
針」（平成１７年１２月２６日さと 【事業報告】
うきび増産プロジェクト会議決定） ・平成２０年春植用ばれいしょは、生産計画数量６７，１３９袋に対し、５６品
に即した安定生産に努めるととも 種、７０，０７１袋（１０４．４％）を生産した。主産地の北海道で干ばつに
に、実需者のニーズを踏まえた側枝 よる大きな被害が発生した中で、規格外の活用を図ったが「とうや」の申請数
苗を配布する体制の整備を進める。 量が生産計画数量に対して増加したことから申請数量を満たすことができず、
【年度計画】 全体の充足率は９９．７％となった。また、申請後の需要の増加に対し、備蓄
（１）ばれいしょ及びさとうきびの 原原種の中から９品種、計２１８袋を追加配布した。
増殖に必要な種苗の生産及び配布
ア 生産配布計画に基づき、以下の
とおり需要に応じた供給を行う。 ◇秋植用ばれいしょ原原種の需要量に即した供給量の確保 Ａ
平成２０年春植用ばれいしょ原原種 指標＝当該年度における秋植用ばれいしょ原原種供給量

６７，１３０袋 Ｓ：生産計画数量の９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
平成２０年秋植用ばれいしょ原原種 Ａ：生産計画数量の９０％以上

３，３３０袋 Ｂ：生産計画数量の８０％以上生産計画数量の９０％未満
平成２０年春植用さとうきび原原種 Ｃ：生産計画数量の８０％未満

１，０１３千本 Ｄ：生産計画数量の８０％未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営で
平成２０年夏植用さとうきび原原種 あった

１，４３３千本 【事業報告】
さとうきび原原種については、「さ ・平成１９年秋植用ばれいしょは、生産計画数量３，５０７袋に対し、１０品種、

とうきび増産プロジェクト基本方 ６，２５１袋（１７８．２％）を生産し、全ての品種で申請数量を配布するこ
針」（平成１７年１２月２６日さと とができた。
うきび増産プロジェクト会議決定）
に即し、台風被害の軽減等により安
定生産に努めるとともに、側枝苗に ◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要望に応じた供給 －
よる配布について、原原種配布先と 指標＝当該年度における茶原種供給量
の調整を行い、必要に応じ配布を行 Ｓ：９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
う。 Ａ：９０％以上

Ｂ：８０％以上９０％未満
Ｃ：８０％未満
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
【事業報告】
・平成１８年度に廃止済み。

◇春植用さとうきび原原種の需要量に即した供給量の確保 Ａ
指標＝当該年度における春植用さとうきび原原種供給量
Ｓ：生産計画数量の９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：生産計画数量の９０％以上
Ｂ：生産計画数量の８０％以上生産計画数量の９０％未満
Ｃ：生産計画数量の８０％未満
Ｄ：生産計画数量の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
【事業報告】
・平成２０年春植用さとうきびは、生産計画数量１，０１３千本に対し、１７品
種、１，０４１千本（１０２．８％）を生産した。なお、沖縄農場においては
「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に即し、側枝苗の配布について配布
先と協議を行い、台風被害による不足分を中心に４５，３００本の側枝苗を配



布した。

◇夏植用さとうきび原原種の需要量に即した供給量の確保 Ｂ
指標＝当該年度における夏植用さとうきび原原種供給量
Ｓ：生産計画数量の９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：生産計画数量の９０％以上
Ｂ：生産計画数量の８０％以上生産計画数量の９０％未満
Ｃ：生産計画数量の８０％未満
Ｄ：生産計画数量の８０％未満の達成度合いであり、かつ、その要因は法人の不

適切な運営であった
【事業報告】
・平成１９年夏植用さとうきびは、鹿児島農場及び沖縄農場において、台風の影
響により折損、裂傷及び倒伏の被害があったことから、生産計画数量
１，６７０千本に対し、１４品種、１，４６９千本（８８．０％）の生産とな
った。鹿児島農場の１品種及び沖縄農場の全品種について生産計画数量を確保
できなかったことから、配布先と協議の上、配布数量を調整した。

（表２－３－１参照）

【中期計画】
イ 原原種生産配布技術指針等に基 ◇ばれいしょ原原種生育期間中のほ場での肉眼による病害検定の実施 Ａ
づき、病害虫防除対策を講じるとと 指標＝１作期当たりの病害検定回数
もに生育期間中のほ場での肉眼によ Ｓ：５回(２期作で３回)以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
る病害検定を、ばれいしょ５回（２ Ａ：５回(２期作で３回)以上
期作で３回）以上及びさとうきび１ Ｂ：４回(２期作で２回)
２回以上実施し、収穫直前の検定に Ｃ：３回(２期作で１回)以下
おける病害罹病率を０．１％未満と Ｄ：３回(２期作で１回)以下であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
する。 った

また、同指針に基づき、土壌改良、 【事業報告】
輪作年限の確保等の対策を実施し、 ・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、適時適切な病害虫
配布する原原種について、ばれいし 防除に努めるとともに、ばれいしょの生育期間中のほ場での肉眼による病害検
ょ萌芽率９０％以上及びさとうきび 定について、以下のとおり実施した。
発芽率８０％以上を満たすようにす １９年秋植用ばれいしょ原原種：４～１０回
る。 ２０年春植用ばれいしょ原原種：５～９回
【年度計画】
イ 原原種生産配布技術指針等に基
づき、病害虫防除対策を講じるとと ◇さとうきび原原種生育期間中のほ場での肉眼による病害検定の実施 Ａ
もに、生育期間中のほ場での肉眼に 指標＝１作期当たりの病害検定回数
よる病害検定を、ばれいしょ５回（２ Ｓ：１２回以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
期作で３回）以上及びさとうきび１ Ａ：１２回以上
２回以上実施し、収穫直前の検定に Ｂ：１１回
おける病害罹病率を０．１％未満と Ｃ：１０回以下
する。また、同指針に基づき、土壌 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
改良、輪作年限の確保等の対策を実 【事業報告】
施し、配布する原原種について、ば ・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、適時適切な病害虫
れいしょは萌芽率９０％以上、さと 防除に努めるとともに、さとうきびの生育期間中のほ場での肉眼による病害検
うきびは発芽率８０％以上を満たす 定について以下のとおり実施した。
ようにする。 １９年夏植用さとうきび原原種：１２～１４回

２０年春植用さとうきび原原種：１２～１４回

◇ばれいしょ原原種無病性の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度におけるばれいしょ原原種収穫直前の検定による病害罹病率
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
【事業報告】
・ばれいしょの収穫直前の病害罹病率は､１９年秋植用及び２０年春植用につい
て、全ての農場、品種でそれぞれ０．００％、０．０００４％以下であった。
なお、出荷した原原種に関する品質調査において、５農場（中央、後志、胆振、
上北、嬬恋）でウイルス病を確認したことから、原種生産に際しての注意喚起
等のための文書を作成し、当該品種配布先に連絡した。

◇さとうきび原原種無病性の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度におけるさとうきび原原種収穫直前の検定による病害罹病率
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
【事業報告】
・さとうきびの収穫直前の病害罹病率は、１９年夏植用及び２０年春植用につい
て、全ての農場、全品種でそれぞれ０．００７％、０．０１１％以下であった。

（表２－３－２参照）

◇ばれいしょ原原種の品質の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度に配布したばれいしょ原原種の萌芽率
Ｓ：９０％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：９０％以上



Ｂ：８０％以上９０％未満
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
【事業報告】
・原原種生産配布技術指針等に基づき、適正なほ場管理、栽培管理を行い品質の
向上に努めた。結果、ばれいしょ原原種の萌芽率は以下のとおりであった。

１９年秋植用： ９９．１％
２０年春植用： ９８．７％

◇さとうきび原原種の品質の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度に配布したさとうきび原原種の発芽率
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
【事業報告】
・原原種生産配布技術指針等に基づき、適正なほ場管理、栽培管理を行い品質の
向上に努めた。結果、さとうきび原原種の発芽率は以下のとおりであった。

１９年夏植用：９８．１％
２０年春植用： （調査中）

【中期計画】
ウ 原原種の生産見込数量の把握を ◇ばれいしょ原原種の配布の迅速化 Ａ
適時に行い、収穫調製から配布数量 指標＝ばれいしょ原原種の申請期限から配布開始までの期間
決定までの期間の短縮に努めるとと Ｓ：１．５ヶ月以内であり、かつ、特に優れた成果が認められた
もに、生産見込数量を関係道県に早 Ａ：１．５ヶ月以内
期に提示し、配布数量決定までに係 Ｂ：１．５ヶ月を超え２ヶ月以内
る事務処理の迅速化を図り、配布申 Ｃ：２ヶ月を超える
請期限から配布開始までの期間をば Ｄ：２ヶ月を超え、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
れいしょ１．５か月及びさとうきび 【事業報告】
２か月以内とする。 ・全国のばれいしょ採種道県協議会や各道県等で行われる種苗の需給協議会等に
【年度計画】 参加し、需要動向の的確な把握に努めるとともに、原原種等生産農場から定期
ウ 原原種の生産見込数量の把握を 的に報告される収穫・選別状況等を基に迅速に配布数量決定を行った。結果、
適時に行い、収穫調製から配布数量 配布開始までの期間は以下のとおりであった。
決定までの期間の短縮に努めるとと ・１９年秋植用ばれいしょ原原種：１．５ヶ月
もに、生産見込数量を関係道県に早 （申請期限６月末に対し、８月１５日に配布開始）
期に提示し、配布数量決定までに係 ・２０年春植用ばれいしょ原原種：１．５ヶ月
る事務処理の迅速化を図り、配布申 （申請期限９月１５日に対し、１０月３１日配布開始）
請期限から配布開始までの期間をば
れいしょ１．５か月及びさとうきび
２か月以内とする。 ◇さとうきび原原種の配布の迅速化 Ｂ

指標＝さとうきび原原種の申請期限から配布開始までの期間
Ｓ：２ヶ月以内であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：２ヶ月以内
Ｂ：２ヶ月を超え３ヶ月以内
Ｃ：３ヶ月を超える
Ｄ：３ヶ月を超え、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・さとうきび・甘蔗糖関係検討会に参加し、原原種の需要動向の的確な把握に努
めるとともに、原原種等生産農場から定期に報告される生産見込み報告を基に
迅速に配布数量決定を行った。結果、配布開始までの期間は以下のとおりであ
った。

・１９年夏植用さとうきび原原種：２．４ヶ月
（申請期限７月末日に対し、１０月１０日配布開始）
・２０年春植用さとうきび原原種（鹿児島県）：０．７ヶ月
（申請期限１月１５日に対し、２月６日配布開始）
・２０年春植用さとうきび原原種（沖縄県）：２．１ヶ月
（申請期限１月１５日に対し、３月１７日配布開始

【その他特記事項】
・１９年夏植用さとうきびの沖縄県からの配布申請の提出が９月４日であった。
・２０年春植用さとうきびの沖縄県からの配布申請の提出が２月１８日であっ
た。

【中期計画】
エ 原原種の配布先である道県に対 ◇アンケート結果に基づく原原種生産配布に関する改善計画の作成と業務の改善 Ａ
し、アンケート調査を毎年実施し、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
アンケート成果に基づき次年度以降 Ａ：順調に進んでいる
の原原種生産配布に関する改善計画 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を作成して業務の改善を図るととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、クレームがあった場合には適切 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
に対処することにより、アンケート 【事業報告】
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、評価点の低い項目及び指摘事項につい
０以上を得るよう努める。 て全てピックアップし、その対応策について検討を行い、２０年度改善計画を
【年度計画】 作成するとともに、１８年度アンケートに基づく１９年度改善計画に沿って業
エ 原原種の配布先である道県に対 務の改善を着実に実行した。
し、アンケート調査を実施し、アン （改善事例）
ケート成果に基づき次年度以降の原 ・ウイルス病の改善策
原種生産配布に関する改善計画を作 抜取り技術のレベルアップ、生育後期の抜取り回数増加、再生葉の除去の徹底
成して業務の改善を図るとともに、 ・傷、打撲、生理障害等の改善
クレームがあった場合には適切に対 ソイルコンディショニングによる除礫、明渠・暗渠の敷設、心土破砕による透



処することにより、アンケート結果 水性の改善、土壌改良材の投入、選別の厳選とチェック機能の強化
で顧客満足度５段階評価の４．０以 ・台風被害による品質低下
上を得るよう努める。 防風柵の整備による台風被害の軽減、生育促進

・情報提供の強化
クレーム対応や配布先調査の徹底、ホームページの更新を検討

◇ばれいしょ原原種配布先の満足度の向上 Ａ
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
【事業報告】
・アンケート結果の顧客満足度は以下のとおりであった。
・１９年春植用ばれいしょ：４．３（１８年度：４．１）
・１９年秋植用 〃 ：４．２（１８年度：４．２）

◇さとうきび原原種配布先の満足度の向上 Ａ
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
【事業報告】
・アンケート結果による顧客満足度は以下のとおりであった。
・１９年春植用さとうきび：４．５（１８年度：４．４）
・１９年夏植用 〃 ：４．４（１８年度：４．５）

◇クレームへの適切な対処 Ａ
Ｓ：適切に対処されており、かつ、特に優れた成果が得られた
Ａ：適切に対処されている
Ｂ：一部に問題があった
Ｃ：問題があった
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
（クレームがない場合は、本項目の評価は行わない。)
【事業報告】
・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わせが６件（１８
年度：６件）あった。
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、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、各農場に適時適切な指示を行った結
果、クレームの相手方に了解を得ることができた。

（表２－３－４参照）

【中期計画】
オ 不測時における食料安全保障へ ◇不測時におけるばれいしょへの転換等による食料の増産のための支援体制の整 Ａ
の対応として、ほ場の確保及び要請 備
に応じた備蓄の実施等により、不測 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
の事態に対処するための支援体制の Ａ：順調に進んでいる
整備を進める。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
オ 不測時における食料安全保障へ 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
の対応として、必要なほ場を確保す 【事業報告】
るとともに、前年度に引き続き種ば ・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ばれいしょほ場へ転換
れいしょとしての備蓄方法等を検討 できるよう管理を行った。また、１８年春作産の種ばれいしょを長期貯蔵し、
する。 翌年の秋植用種ばれいしょとしての使用可能性について栽培試験を行った。

この結果、収量及び歩留まりで品種間差が大きかったため、引き続き貯蔵温度
等の条件について調査を継続することとした。

【中期計画】
カ 試験研究機関との情報交換を密 ◇試験研究機関等との情報交換及び育種、栽培技術開発等に必要な調査用種苗の Ａ
接に行うとともに、育種、栽培技術 提供
開発等に必要な調査用種苗の提供を Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
行う。また、試験研究機関と連携し、 Ａ：順調に進んでいる
有望系統等の段階から母本の無病 Ｂ：概ね順調に進んでいる
化、増殖特性の確認等を行うととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、必要に応じて急速増殖を行うこ 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
とにより、新品種の早期普及に資す 【事業報告】
る。 ・北海道農業研究センター、九州沖縄農業研究センター等の試験研究機関と新品
【年度計画】 種等の品種特性、病害検定等に係る情報交換を行った。
カ 試験研究機関との情報交換を密 また試験研究機関等からの申請に対し、調査用種苗の提供を以下のとおり行っ
接に行うとともに、育種、栽培技術 た。
開発等に必要な調査用種苗の提供を ・１９年秋植用ばれいしょ
行う。また、試験研究機関と連携し、 ：３機関に８品種１，４９０ｋｇ
有望系統等の段階から母本の無病 ・２０年春植用ばれいしょ
化、増殖特性の確認等を行うととも ：１８機関に６６品種１４，４２１ｋｇ
に、必要に応じて急速増殖を行う。 ・２０年春植用さとうきび

：３機関に３品種１４，７００本



◇試験研究機関との連携及び母本の早期無毒化等による新品種の早期普及 Ａ
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
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：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・北海道農業研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、母
本の無病化、増殖特性の確認を以下のとおり行った。

・ばれいしょ：無病化１３系統、増殖特性確認１７系統
・さとうきび：無病化１７系統、増殖特性確認１２系統

【中期計画】
キ 実需者のニーズに対応し、小粒 ◇小粒種いもの安定的な生産の確立及び効率的かつ省力的なばれいしょ原原種の Ｃ
種いもの安定的な生産方法を確立す 配布方法の実用化
るとともに、大型コンテナ等による Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
効率的かつ省力的なばれいしょ原原 Ａ：順調に進んでいる
種の配布方法の実用化を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
キ 小粒種いもや原原種の配布方法 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
に関する実需者のニーズを前年度に 【事業報告】
引き続き把握するとともに、小粒種 ・小粒種いもの安定的生産方法ついて、種苗生産部長等会議（ばれいしょ）おい
いもの安定的な生産方法及び大型コ て、貯蔵種いもの加温処理による茎数の増加、強制芽欠きによる茎数の増加に
ンテナ、フレキシブルコンテナ等の ついて検討した。
効率的かつ省力的なばれいしょ原原 ・効率的かつ省力的なばれいしょ原原種の配布については、十勝農場において実
種の配布方法について実証試験を行 需者との連絡のもと一部品種でフレコンバック、大型コンテナでの配布を行っ
う。 た。

【中期計画】
ク 原原種生産担当者による業務実 ◇原原種生産担当者の業務運営能力の向上 Ａ
施上の問題点の早期解決のための検 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
討を行うとともに、専門技術研修等 Ａ：順調に進んでいる
の実施により、原原種生産担当者の Ｂ：概ね順調に進んでいる
業務運営能力の向上を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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 原原種生産担当者会議及び専門 【事業報告】
技術研修等の実施により、原原種生 ・ばれいしょ原原種増殖体系検討会及び種苗生産部長等会議（ばれいしょ及びさ
産改善計画、生産コスト低減等に関 とうきび）を開催し、ミニチューバー生産及び側枝苗の本格的な導入に向けた
する検討を通じ業務運営能力の向上 今後の生産体制について検討するとともに、原原種生産業務の集約化・効率化、
を図る。 生産コストの低減等について検討した。

・種苗生産専門技術研修（さとうきび）を実施し、中堅職員のリーダーとして必
要となる指導力や技術面を強化するなど資質の向上を図った。

【中期計画】
ケ ばれいしょ及びさとうきびの生 ◇原原種の生産及び配布により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
産の振興及び適正な流通に資するた Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
め、原原種生産配布業務を実施する Ａ：順調に進んでいる
中で知り得た情報及び知見につい Ｂ：概ね順調に進んでいる
て、農林水産省に積極的に提供する。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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
ケ ばれいしょ及びさとうきびの生 【事業報告】
産の振興及び適正な流通に資するた ・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農場からの配布実
め、農林水産省に原原種の配布実績 績報告書をとりまとめ以下のとおりに農林水産省に報告を行った。
等について定期的に報告するととも
に、当該作物に係る各地域の情報を １９年春植用さとうきび原原種：７月２日
収集し、随時提供する。 １９年秋植用ばれいしょ原原種：１１月１日

１９年夏植用さとうきび原原種：１２月６日
２０年春植用ばれいしょ原原種：２月４日

【中期計画】
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 ◇災害対策用そば種子の生産及び予備貯蔵 Ａ
産 指標＝当該年度におけるそばの予備貯蔵量

Ｓ：２５トン以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
ア 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等 Ａ：２５トン以上
を活用して、災害時の代作用種子と Ｂ：２２トン以上２５トン未満
して、そば及び大豆の生産及び予備 Ｃ：２２トン以下
貯蔵（予備貯蔵量、そば２８トン／ Ｄ：２２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
年度、大豆５トン／年度）を実施し、 【事業報告】
必要に応じて都道府県に配布する。 ・災害時の代作用種子として輪作ほ場を活用してそばを生産し、３６トンの予備
【年度計画】 貯蔵を行った
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生
産
ア 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等 ◇災害対策大豆用種子の生産及び予備貯蔵 Ａ
を活用して、災害時の代作用種子と 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
して、そば及び大豆の生産及び予備 Ａ：４．５トン以上
貯蔵（予備貯蔵量、そば２８トン／ Ｂ：４．０トン以上４．５トン未満
年度、大豆５トン／年度）を実施し、 Ｃ：４．０トン以下
必要に応じて都道府県に配布する。 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

【事業報告】
・災害時の代作用種子として輪作ほ場を活用して大豆を生産し、４．８トンの予



備貯蔵を行った

◇災害対策用種子の都道府県への配布 Ａ
Ｓ：要請に的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた
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。）
【事業報告】
・長野県の要請に応じ「信濃１号」を３，８２５㎏配布した。

【中期計画】
イ 公的機関等からの要請に応じ ◇早期普及が必要な畑作物等の調査研究用種苗等の生産及び配布 Ａ
て、早期普及が必要な畑作物等の調 Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた
査研究用種苗等を生産し、配布する。 Ａ：的確に対応した
【年度計画】 Ｂ：概ね的確に対応した
イ 公的機関等の要請に応じて、畑 Ｃ：問題あり
作物等の調査用種苗等を生産し、配 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
布する。 （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。）

【事業報告】
・財団法人いも類振興会からの要請に基づきかんしょ１７品種・系統について、
品質評価用として９９０ｋｇ、調査用種子として７００ｋｇの生産配布を行っ
た。
（再掲）

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－４
１～３の業務に係る技術に関する調 ○調査研究業務の質の向上
査及び研究 指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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：６点以上
Ｂ：０～５点
Ｃ：０点以下

小項目数：８
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：６×１＝７点
評価Ｂの小項目数：２×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計：６点 Ａ

【中期計画】
（１）調査及び研究の重点的な実施 ◇調査研究課題についての具体的な達成目標の設定と評価を踏まえた調査研究内 Ａ

容の見直し
各業務について次の調査研究課題 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

に重点的に取り組むものとする。ま Ａ：順調に進んでいる
た、調査研究結果については、適宜 Ｂ：概ね順調に進んでいる
評価を行い、調査研究内容の見直し、 Ｃ：不十分又は問題あり
新規課題の設定等に反映させるとと 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
もに、可能なものから各業務へ調査 【事業報告】
研究成果を順次導入するものとす ・新たに外部有識者の参画を得た調査研究評価委員会を設置し、外部有識者等の
る。 意見を次年度計画に反映させた。
【年度計画】
（１）調査及び研究の重点的な実施

中期計画において、各業務につい
て重点的に取り組むこととした５つ
の調査研究課題について年次計画に
従い次の通り推進する。

【中期計画】
ア 栽培試験関係 ◇品種識別のためのＤＮＡマーカーの情報収集・開発 Ｂ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（ア）品種識別のためのＤＮＡマー Ａ：順調に進んでいる
カーの情報収集・開発 Ｂ：概ね順調に進んでいる

栽培試験の省力化及び高精度化を Ｃ：不十分又は問題あり
図るため、各種作物・品種のＤＮＡ 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
マーカーに関する情報収集及び開発 【事業報告】
を行うとともに、特にＳＳＲマーカ ・公表されている１０種類のＳＳＲマーカーを用いてカーネーション品種識別予
ー等を用いた科学的な対照品種の選 備試験を行った。この結果、６８品種中枝変わり品種を除く５８品種の識別が
定及び区別性の高精度化を可能とす 可能であった。また、識別性能の高いＳＳＲマーカーの数を増加させる目的で、
る手法の開発を行う。 ＧｅｎＢａｎｋ（米国にある国際ＤＮＡデータベース）に登録されているカー
【年度計画】 ネーション由来のＤＮＡ塩基配列からＳＳＲ領域（数塩基が反復して並んでい
ア 栽培試験関係 る部分）の検索を行った。１９マーカー（ＳＳＲ領域）についてプライマーを

設計し、品種識別予備試験を行った結果、８マーカーについて多型が確認でき
（ア）品種識別のためのＤＮＡマー た。
カーの 今後は、カーネーションの品種数が多いこともあり、同様の試験研究を行って
情報収集・開発 いる機関との連携が必要である。

育成者権侵害の多い植物（花き）
について、文献よりＳＳＲマーカー
の検索、予備試験により有効なマー
カーを明らかにする。

【中期計画】
（イ）農産物の加工品におけるＤＮ ◇農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の開発 Ｂ
Ａ品種識別技術の開発 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

野菜、果実等の加工品に適用可能 Ａ：順調に進んでいる
な品種識別技術を開発する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（イ）農産物の加工品におけるＤＮ 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
Ａ品種識別技術の開発 【事業報告】

様々な加工処理を加えて販売され ・農林水産省生産局種苗課ホームページに掲載されている品種識別マニュアルに
ている商品からのＤＮＡ抽出法を検 従い、市販の６種類の米飯（加工品）についてＤＮＡ品種識別技術の安定性の
討する。 確認を行った。サンプルにはコントロールとして農林水産省種苗課保存のイネ

種子を使用し、食品総合研究所から提供を受けた９種類のRAPD-STSプライマー
によりＰＣＲを行った。この結果、一部のプライマーにおいて非特異的な増幅
が見られたことから、これを改善するためＰＣＲの温度条件を改良した。この
ことにより、供試米飯からのバンドパターンはコントロールＤＮＡのバンドパ



ターンと一致し、市販の米飯（加工品）からのＤＮＡ品種識別技術を改善する
ことができた。

【中期計画】
イ 種苗検査関係 ◇種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発 Ａ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
種子伝染性病害の病原体による種 Ａ：順調に進んでいる

子汚染について、正確かつ再現性の Ｂ：概ね順調に進んでいる
ある簡易検定手法を開発す Ｃ：不十分又は問題あり
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
【年度計画】 【事業報告】
イ 種苗検査関係 ・ウリ科野菜果実汚斑細菌病、トマトかいよう病、エンドウモザイクウィルス病
○ 種苗伝染性病害の簡易な検定手 及びキャベツ根朽病（糸状菌）の簡易検査手法の検討を行った。この結果、ウ
法の開発 リ科野菜果実汚斑細菌病では、本病原菌に特異性が高く、既存プライマーに比

キャベツ根朽病について検定手法 べて検出感度の高いＰＣＲプライマー対を選抜できた。また、トマトかいよう
の実証試験を行うとともに、ウリ類 病（細菌）では、遠心分離による集菌及び免疫磁気ビーズ法により、人工汚染
果実汚斑細菌病及びトマトかいよう 種子の混入が１万粒に１粒まで検出することができた。なお、調査初年度のエ
病について病原体検出技術の比較調 ンドウモザイク病については、種子検査法を確立するため、汚染葉から本ウイ
査を行う。また、エンドウモザイク ルスを分離する調査を実施した。また、キャベツ根朽病については、市販のキ
病について病原ウィルスの単離と汚 ャベツ種子から本属菌を約５０株分離した。現在、分離した菌株をＩＳＴＡ認
染種子の作出を行う。 証法の判別基準に照らし合わせるとともに、各菌株の病原性について調査中で

ある。

【中期計画】
ウ 原原種の生産及び配布関係 ◇種苗生産のコスト低減に係る技術の開発 Ａ

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（ア）種苗生産のコスト低減に係る Ａ：順調に進んでいる
技術の開発 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
ばれいしょ及びさとうきび原原種 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

の効率的な施設内生産（養液栽培等） 【事業報告】
技術、病害検定技術等を確立する。 ・ばれいしょの効率的な施設内生産（養液栽培等）技術の検討を行った。この結
【年度計画】 果、通気による液面操作培養方法によりミニチューバーの収量が標準培養方法
ウ 原原種の生産及び配布関係 の約４倍となった。また、薄膜水耕（はくまくすいこう、NFT; Nutrient Film
（ア）種苗生産のコスト低減に係る Technique）による根とストロンの分離栽培法と、昨年度報告したフィールド
技術の開発 養液栽培装置（固形培地）を利用した分離栽培法との比較試験を行った。この

ばれいしょについて、器内増殖シ 結果、薄膜水耕法による栽培法はデジマとメイクイーンにおいて収量が１．５
ステム及び施設内生産システム、超 倍となり、優れたミニチューバーの生産法であることが示唆された。
小粒種いも活用システムの効率的な ・ばれいしょ小粒種いも生産のための予措技術の検討を行った。この結果、貯蔵
技術開発を行う。また、さとうきび 種いもの加温処理は加温時期の調整により茎数を若干増加させる効果があっ
について、わい化病検定技術の確立 た。
に向け、ＰＣＲ法導入に関する調査 ・さとうきびわい化病のＰＣＲを用いた検定法について検討を行った。この結果、
を行う。 わい化病菌のＰＣＲ産物を識別できる３種類の制限酵素を用いた

ＰＣＲ－ＲＦＬＰ法によるわい化病検定法を確立した。

【中期計画】
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 ◇高品質ばれいしょ原原種生産管理技術体系の確立 Ａ
管理技術体系の確立 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

高品質なばれいしょ原原種に対す Ａ：順調に進んでいる
る実需者のニーズに対応し、近年問 Ｂ：概ね順調に進んでいる
題となっている黒目症状の原因解明 Ｃ：不十分又は問題あり
及びその他の病害、生理障害等の発 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
生防止対策となる技術を確立する。 【事業報告】
【年度計画】 ・種いも伝染性細菌病である黒あし病菌及び輪腐病菌の簡易な検出法の開発を行
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 った。この結果、ＥＬＩＳＡ法とＰＣＲ法を組み合わせた検定法を開発した。
管理技術体系の確立 また、貯蔵休眠塊茎からの遺伝子診断によるＰＶＹ（Ｐｏｔａｔｏ

細菌病に関し、罹病塊茎のサンプ Ｖｉｒｕｓ Ｙ）の安定的な検出法の検討を行った。この結果、収穫後２０日
リング法調査及び病原菌の特異的増 程度の早期に調査することで安定的な検出が可能となることが判明した。
菌調査、血清学的診断（ＥＬＩＳＡ）
による病原菌の検出条件調査及び抗
血清の作成を行う。また、ウイルス
病に関し、休眠塊茎からの遺伝子診
断によるＰＶＹ検出条件調査を行
う。

【中期計画】
（２）調査研究担当者の業務運営能 ◇調査研究担当者の業務運営能力の向上 Ａ
力の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
調査研究担当者による検討会、先 Ｂ：概ね順調に進んでいる

進的な技術の導入に係る専門技術研 Ｃ：不十分又は問題あり
修等を実施することにより、調査研 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
究担当者の業務運営能力の向上を図 【事業報告】
る。 ・調査研究担当者会議、調査研究評価委員会、受託事業報告会等における調査研
【年度計画】 究成果の発表等を通じて業務運営能力の向上を図った。
（２）調査研究担当者の業務運営能
力の向上

調査研究担当者会議の開催（調査
研究成果発表会を含む。）を通じ、
調査研究担当者の業務運営能力の向
上を図る。



【中期計画】
（３）試験研究機関等との連携 ◇試験研究機関等との連携 Ａ

試験研究機関等の持つ情報を収集 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
整理するとともに、センターの持つ Ａ：順調に進んでいる
情報を積極的に提供する。また、セ Ｂ：概ね順調に進んでいる
ンターが実施する調査及び研究につ Ｃ：不十分又は問題あり
いて、試験研究機関等と協力して実 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
施できる場合にあっては、共同研究 【事業報告】
を行う等緊密な連携を図る。 ・（独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所と研究協定を結び「DNA品種
【年度計画】 識別技術の開発と利用に関する研究」を実施した。
（３）試験研究機関等との連携 また、以下の共同研究等を実施し、研究機関との連携を図った。

試験研究機関等の持つ情報を収集 ・「DNA品種識別技術の妥当性の確認に関する調査」を（独）農業・食品産業技術
整理するとともに、センターの持つ 総合研究機構食品総合研究所、果樹研究所及び野菜茶業研究所並びに山形県農
情報を積極的に提供する。また、セ 業総合研究センターの協力を得て実施した。
ンターが実施する調査及び研究につ ・「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
いて、試験研究機関等と協力して実 斑細菌病の日本への侵入・定着防止技術の開発」を分担して実施（（独）農業
施できる場合にあっては、試験研究 ・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所及び北海道立花・野菜技術センタ
機関主催の研究会、シンポジウム等 ーとの共同研究）した。
へ参画するとともに、共同研究を実 ・「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」に参画し、大規
施する。 模ほ場を活用し「農家ほ場規模で栽培されるトウモロコシの交雑予測に関する

調査研究」等を分担して実施（（独）農業環境技術研究所との共同研究）した。
・｢超低コスト土地利用型作物生産技術の開発｣に参画し、 ｢バレイショ全粒種い
も生産に向けた種いも予措技術と原種いも増殖技術の確立」を分担して実施
（（独）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との共同研
究）した。

・｢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｣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）農業生物資源研究所との共同研究）した。

・地域新生コンソーシアム研究開発事業（経済産業省）に参画し、「作物健康セ
ンサーによる実用的土壌病害虫等検知システムの開発」を実施（(株)ラボ、(株)
ニッピ、(株)エコニクス、北海道大学、（独）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との共同研究）した。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－５
その他の附帯する業務 ○附帯業務の質の向上

指標＝各小項目の評価点数の合計

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
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

小項目数：７
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：５×１＝５点
評価Ｂの小項目数：２×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計：５点 Ａ

【中期計画】
（１）種苗に係る情報の収集、整理 ◇品種登録出願者等に対する情報提供 Ｂ
及び提供並びに技術指導 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 品種登録出願者等にパンフレッ Ａ：順調に進んでいる
ト、ホームページ等を通じて、種類 Ｂ：概ね順調に進んでいる
別審査基準、主要な植物の特性調査 Ｃ：不十分又は問題あり
のための栽培方法、植物別の担当農 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
場及び栽培試験における種苗の送付 【事業報告】
形態等の栽培試験に係る情報を提供 ・作物ＤＮＡ品種識別サービス実施機関一覧等を掲載するなど、ホームページの
する。 定期的な更新を行った。
【年度計画】
（１）種苗に係る情報の収集、整理
及び提供並びに技術指導

ア 品種登録出願者等に対し、栽培
試験に係る情報を提供するため、１
８年度に開設した種類別審査基準、
主要な植物の特性調査のための栽培
方法及び担当農場のページについて
必要に応じて情報を更新する。

【中期計画】
イ 種苗業者に対し、パンフレット、 ◇種苗業者に対する技術指導 Ａ
ホームページ等を通じて、発芽検査 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
方法、病害検査方法等の種苗検査に Ａ：順調に進んでいる
係る情報を提供するとともに、必要 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に応じて技術講習会の開催、種苗業 Ｃ：不十分又は問題あり
者が行う研修会等への職員の派遣等 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
により、種苗検査制度が適切に理解 【事業報告】
されるよう指導を行い、適正な種苗 ・種苗業者等に対し、ウリ科果実汚斑細菌病検査法の技術移転講習会を開催した。
流通の推進を図る。 受講者は８１名で、うち種苗業者５１名の参加があった。
【年度計画】 ・（社）日本種苗協会からの求めにより、種苗管理士養成研修に講師を派遣した。
イ 種苗業者に対し、発芽検査方法、
病害検査方法等に関する技術講習会
を開催するとともに、要望に応じて
種苗業者が行う研修会等に職員を派
遣し、指導を行う。

【中期計画】
ウ センターが生産及び配布する原 ◇ばれいしょ、さとうきび種苗生産者等に対する技術情報の提供及び栽培技術の Ａ
原種の増殖特性等の情報をパンフレ 普及等
ット、ホームページ、配布先調査等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
により種苗生産農協等に提供する。 Ａ：順調に進んでいる
また、「さとうきび増産プロジェク Ｂ：概ね順調に進んでいる
ト基本方針」に即し、さとうきびの Ｃ：不十分又は問題あり
種苗生産者等に対し、病虫害・ほ場 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
管理等栽培管理に係る情報を提供 【事業報告】
し、要望に応じて職員を技術講習会 ・当センターホームページに種苗生産業務概要のほか、種苗に関する情報として
等に派遣し、技術指導を行う。 以下の事項を掲載しているところである。
【年度計画】 ①新品種の紹介パンフレット
ウ センターが新たに生産及び配布 ②ばれいしょ品種の形態及びウイルスの病徴
する原原種の増殖特性等の情報をパ ③種苗生産配布技術指針
ンフレット、ホームページ及び配布 ④さとうきび優良種苗普及のためのパンフレット
先調査等により種苗生産農協等に提 ⑤種ばれいしょの検定結果
供する。また、「さとうきび増産プ ⑥シストセンチュウの検診結果
ロジェクト基本方針」に即し、種苗 ・また、ばれいしょ及びさとうきびの種子生産については、地域の各種協議会等
生産者等に対し、病虫害・ほ場管理 に加盟し、健全無病な原原種の生産・配布を中心としたセンター業務のPRに努
等栽培管理に係る情報を提供し、要 めた。



望に応じて職員を技術講習会等に派 ・ばれいしょ加工適性研究会に出席し、有望系統の情報収集に努めた。また、配
遣し、技術指導を行う。 布先調査や各地で開催された講習会等で原原種生産における検定技術等につい

て指導を行った。

【中期計画】
エ センターが行った調査研究結果 ◇調査研究成果の情報提供 Ｂ
について、関連する専門誌や一般誌 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
等への掲載を行うとともに、学会、 Ａ：順調に進んでいる
ホームページ等を通じて情報提供を Ｂ：概ね順調に進んでいる
行う。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 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
エ センターが行った調査研究結果 【事業報告】
について、関連する専門誌や一般誌 ・調査研究成果を日本植物病理学会等で発表した。
等への掲載を行うとともに、学会、 （表２－５－１参照）
ホームページ等を通じて情報提供を ・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概要を掲載した。
行う。

【中期計画】
（２）種苗に係る国際会議への参画、 ◇国際機関が開催する会議への参加 Ａ
国際協力等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
ア ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ（国際種 Ｂ：概ね順調に進んでいる

子検査協会）等センターの業務に関 Ｃ：不十分又は問題あり
連する国際機関が開催する会議につ 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
いて、農林水産省からの職員の派遣 【事業報告】
の要請に基づき、職員を派遣する等 ・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した。
積極的な参加を図る。また、ＩＳＴ
Ａが行う熟練度テスト、ＩＳＨＩ（国 ・ＵＰＯＶ各作業部会（ケニア、中国、韓国等 ５回、９名）
際健全種子推進機構）が行う比較試 ・第２８回ISTA定期総会（ブラジル、1名）
験等の検査法の国際標準化に向けた ・ISTA理事会（スイス、２回、１名）
活動に参画し、必要に応じ職員を派 ・ISHI-Veg（国際健全種子推進機構－野菜部会）（スイス、１名）
遣する。
【年度計画】
（２）種苗に係る国際会議への参画、
国際協力等
ア 農林水産省からの要請に基づ
き、ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ等が開催す
る会議に職員派遣を行う。また、Ｉ
ＳＴＡが行う熟練度テスト、ＩＳＨ
Ｉ（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。

【中期計画】
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の ◇ＵＰＯＶ同盟国への職員の派遣と専門家の受け入れ Ａ
一環として、栽培試験の実施方法の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
国際的な整合性を確保するため、要 Ａ：順調に進んでいる
請に応じ職員を同盟国に派遣すると Ｂ：概ね順調に進んでいる
ともに、同盟国の専門家を受け入れ Ｃ：不十分又は問題あり
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
【年度計画】 【事業報告】
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の ・欧州品種庁及び韓国との栽培試験の実施方法の整合性を確保するため、農林水
一環として、栽培試験の実施方法の 産省からの要請に基づき職員を派遣した。
国際的な整合性を確保するため、要 （表２－５－２参照）
請に応じ職員を同盟国に派遣すると
ともに、同盟国の専門家を受け入れ ・審査協力の一環として、欧州品種庁の専門家による我が国の栽培試験施状況調
る。 査を受け入れた。

（表２－５－３参照）

・そのほか依頼に基づき職員の派遣を行った。
（表２－５－４参照）

【中期計画】
ウ プロジェクト協力等へ積極的に ◇海外研修員の受入れ及び研修の実施 Ａ
参画するとともに、外国から専門家 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
派遣要請があった場合、要請の内容 Ａ：順調に進んでいる
に即した適切な職員を当該国へ派遣 Ｂ：概ね順調に進んでいる
する。また、農林水産省及び独立行 Ｃ：不十分又は問題あり
政法人国際協力機構と協力しなが 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
ら、外国人を対象とする研修を実施 【事業報告】
する。 ・ＪＩＣＡからの要請に基づき、以下の集団研修コースを実施し、研修員を受け
【年度計画】 入れた。
ウ センターが持つ技術等を開発途 「植物遺伝資源の持続的利用」コース５名
上国等の専門家に移転するため、要 「農業普及企画管理者」コース１４名
請に基づいて職員を専門家として当 スリランカ国別特設「野菜採種」コース７名
該国へ派遣するとともに、ＪＩＣＡ 「植物品種保護」コース１０名
集団研修「植物品種保護」コース（平
成１９年８月下旬～１１月上旬）へ ・そのほか、以下の研修及び視察を受け入れた。
の協力を行う。 北京市蔬菜研究センター職員７名

日ロ農業技術交流による訪日２名
ラオス国国別研修「稲種子増殖普及システム」３名
韓国農林部国立種子管理所職員１名



ミャンマー視察団４名

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－６
農作物に関する技術上の試験及び研 ○遺伝資源業務の質の向上
究の素材となる植物の保存及び増殖 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：３点以上
Ｂ：０点～２点
Ｃ：０点未満

小項目数：４
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：３×１＝３点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計：３点 Ａ

【中期計画】
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 ◇植物遺伝資源の保存・再増殖、特性評価等の実施 Ａ
及び特性評価等の実施 Ｓ：適正に行われており、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：適正に行われている
独立行政法人農業生物資源研究所 Ｂ：概ね適正に行われている

が実施するジーンバンク事業の計画 Ｃ：不十分又は問題あり
に沿って、植物遺伝資源の保存・再 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
増殖、特性評価、保存種子の発芽率 【事業報告】
の調査、遺伝資源の保存に関する調 ・農業生物資源ジーンバンク事業平成１９年度計画に基づき、植物遺伝資源の保
査等を行う。その実施に当たっては、 存を１０，７０５点、再増殖を８７８点、特性評価を２３，９５３点、保存種
気象災害等による保存植物の滅失を 子の発芽率の調査を６，２４４点実施した。
防ぐため、重要度の高い植物につい （表２－６－１参照）
ては、ほ場における保存に加え、施
設内においても保存するなど、保存
体制の強化を図る。 ◇重要度の高い植物の保存体制の強化 Ａ
【年度計画】 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 Ａ：順調に進んでいる
及び特性評価等の実施 Ｂ：概ね順調に進んでいる

独立行政法人農業生物資源研究所 Ｃ：不十分又は問題あり
が実施するジーンバンク事業の計画 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
に沿って、植物遺伝資源の保存・再 【事業報告】
増殖、特性評価、保存種子の発芽率 ・農場間の移管に当たっては、移管元と移管先との連絡を密に行い、必要に応じ
の調査、遺伝資源の保存に関する調 て植物体の二重保存を行った。また、既保存植物についても栄養体収量の悪い
査等を行う。再配置計画に沿った植 品種、植物体の生育が悪い品種、ジーンバンク事業においてセンターでのみ保
物遺伝資源の農場間の移管に当たっ 存している品種などを中心に１３植物種１，３０８点について二重保存を実施
ては、移管植物が活着するまでの間、 した。
移管元と移管先で二重保存するとと （表２－６－２参照）
もに、各農場の既保存植物において
も各農場の保存状況を把握し、滅失
等の恐れのあるものについては二重
保存を行う。

【中期計画】
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 ◇遺伝資源保存業務担当者の業務運営能力の向上 Ａ
務運営能力の向上 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

遺伝資源保存業務担当者による遺 Ａ：順調に進んでいる
伝資源保存業務実施上の問題点の早 Ｂ：概ね順調に進んでいる
期解決のための検討を行うととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、専門技術研修等の実施、センタ 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
ーバンク等の専門家等からの意見の 【事業報告】
聴取及び栽培・特性調査マニュアル ・遺伝資源担当者会議を開催し、遺伝資源植物の保存を効率的に行うための再配
の作成により、遺伝資源保存業務担 置計画や栽培・特性調査マニュアルの作成計画等を検討した。また、平成１９
当者の業務運営能力の向上を図る。 年度農業生物資源研究所遺伝資源研究会に参加し、遺伝資源を取り巻く状況及
【年度計画】 び 新の研究事例について情報を収集した。
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 ・小麦、ちょま及びくりの３植物の栽培・特性調査マニュアルの作成に当たって
務運営能力の向上 は現地検討会を開催し、それぞれ外部アドバイザーを招聘して栽培及び特性調

遺伝資源担当者会議を開催し、遺 査方法について技術向上を図った。
伝資源業務遂行上の諸問題の解決の
ための検討を行う。また、２種類以
上の植物種類別のマニュアルを作成
し、マニュアル作成時に専門家を招
集して現地検討会を開催し栽培等の
研修を行う。

【中期計画】
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ ◇海外から導入するばれいしょの無毒化事業の実施についての検討 Ｂ
いしょの無毒化事業の実施 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた



Ａ：順調に進んでいる
Ｂ：概ね順調に進んでいる

独立行政法人農業生物資源研究所 Ｃ：不十分又は問題あり
からの委託に基づき、海外から導入 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
するばれいしょについて、ウイルス 【事業報告】
病等の除去を行う無毒化事業の実施 ・無毒化事業の実施に向け、（独）農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所
について検討を進める。 との情報交換等を行い、中央農業総合研究所が管理している施設の利用の可能
【年度計画】 性について検討していくこととなった。
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ
いしょの無毒化事業の実施

独立行政法人農業生物資源研究所
からの委託に基づく海外から導入す
るばれいしょのウイルス病等の除去
を行う無毒化事業の実施について、
必要な施設・設備等の検討を行う。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ 予算、収支計画及び資金計画
【中期計画】 ○経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ａ

１ 予算 Ｓ：取組は十分であり、かつ、特に優れた成果が認められた
平成１８年度～平成２２年度予算 Ａ：取組は十分であった

（略） Ｂ：取組はやや不十分であった
２ 収支計画 Ｃ：取組は不十分であった
平成１８年度～平成２２年度収支 Ｄ：取組は不十分であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった

計画 ※本指標の評価に当たっては中期計画に定める「（４）効率化による経費の削減」
（略） の評価結果に十分配慮するものとする。

３ 資金計画 【事業報告】
・平成１９年度は支出の節減にあたり次の事項に積極的に取り組んだ。

平成１８年度～平成２２年度資金 ・削減については一般競争契約を原則として本所で対応可能な契約については全
計画 て本所で実施することにより効率化を図った。

（略） ・水道光熱費及び通信運搬費については継続した節減目標をたて、全農場へ情報
【年度計画】 提供し節減意識を高め効率化を図った。
１ 予算 ・施設整備補助金による工事３件については全て自主施工とし、施設の構造及び

平成１９年度予算 配置等について専門家の意見を取り入れて、より効率的な施設を設置した。
（略） ・工事と物品類について分けることができるものについては、分割し一般競争す

２ 収支計画 ることにより経費の節減を図った。
平成１９年度収支計画 ・業務移転した知覧農場、ばれいしょ生産附帯業務を終了した八岳農場をはじめ

（略） 各農場の遊休機械の機能等を調査し、他農場に管理換えすることにより効率的
３ 資金計画 に利用した。
平成１９年度資金計画 （表３－１～５参照）

（略）

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ 予算、収支計画及び資金計画
【中期計画】 ○法人運営における資金の配分状況 Ａ

１ 予算 （人件費、業務経費、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
平成１８年度～平成２２年度予算 業務の状況、予算決定方式等）

（略） Ｓ：効果的な資金の配分は十分であり、かつ、優れた成果が得られた
２ 収支計画 Ａ：効果的な資金の配分は十分であった
平成１８年度～平成２２年度収支 Ｂ：効果的な資金の配分はやや不十分であった

計画 Ｃ：効果的な資金の配分は不十分であった
（略） 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

３ 資金計画 あった
【事業報告】

平成１８年度～平成２２年度資金 ・資金の配分については、本所が農場等の要求する個々の経費の必要性を精査し、
計画 センター全体として調整し配分する方式により、真に必要な業務に資金を配分

（略） した。
【年度計画】 また、効率的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め追
１ 予算 加配分を行った。

平成１９年度予算
（略）

２ 収支計画
平成１９年度収支計画

（略）
３ 資金計画
平成１９年度資金計画

（略）

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４ 短期借入金の限度額
◎短期借入金の借入に至った理由等 －

４億円 Ｓ：借入に至った理由等は適切であり、かつ、特に優れた成果が得られた
Ａ：借入に至った理由等は適切であった

（想定される理由） Ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であった
運営費交付金の受入れが遅延。 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）
【事業報告】
・短期借入金を借り入れる事態は生じなかった。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第５ 重要な財産の処分等に関する
計画 ◎重要な財産の処分等に関する計画 Ａ
【中期計画】 指標＝久留米分室の建物及び構築物等の譲渡又は処分と、金谷農場及び知覧農場
平成１８年度中に久留米分室の建物 について、業務の移管状況等を踏まえた売却並びに業務に必要な施設、機械等の
及び構築物等を譲渡又は処分する。 整備

金谷農場（静岡県島田市、２６， Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
１００㎡）及び知覧農場（鹿児島県 Ａ：順調に進んでいる
知覧町、４０，１００㎡）について、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
業務の移管状況等を踏まえ売却す Ｃ：不十分又は問題あり
る。なお、センター業務を引き続き 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
円滑に実施するため、売却収入によ 【事業報告】
り新たな用地を取得するとともに、 ・知覧農場の敷地について、公用・公共用利用を目的とした取得要望を調査し、
業務に必要な施設、機械等を整備す 要望のあった知覧町（現南九州市）と売買契約を締結（平成２０年４月１日に
る。 敷地の引渡しを完了）。また、売却収入により業務移管先の西日本農場等の施
【年度計画】 設の整備に着手した。
知覧農場（鹿児島県知覧町、４０，
１００㎡）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、売却収入により業務に必要な
施設、機械等を整備する。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第６ 剰余金の使途
【中期計画】 ◎剰余金の使途 －

業務の高度化・効率化に必要な栽 Ｓ：得られた成果は充分であり、かつ、特に優れた成果が得られた
培試験用温室、原原種用保護網室等 Ａ：得られた成果は充分であった
の施設、ばれいしょ収穫機、選別機 Ｂ：得られた成果はやや不充分であった
等の機械の更新等のための経費に充 Ｃ：得られた成果は不充分であった
当する。 Ｄ：得られた成果は不充分であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあっ
【年度計画】 た
業務の高度化・効率化に必要な栽培 （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）
試験用温室、原原種用保護網室等の 【事業報告】
施設、ばれいしょ収穫機、選別機等 ・目的積立金の該当なし。
の機械の更新等のための経費に充当
する。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７ その他農林水産省令で定める
業務運営に関する事項 ○施設及び設備に関する計画（中期計画に定められている施設及び設備について Ａ

の当該事業年度における改修・整備前後の業務運営の改善の成果）
第７－１ Ｓ：改善の成果は十分であり、かつ、特に優れた成果が得られた
施設及び整備に関する計画 Ａ：改善の成果は十分であった
【中期計画】 Ｂ：改善の成果はやや不十分であった
業務の適切かつ効率的な実施の確保 Ｃ：改善の成果は不十分であった
のため、業務実施上の必要性及び既 Ｄ：改善の成果は不十分であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
存の施設・設備の老朽化等に伴う施 【事業報告】
設及び設備の整備・改修等を計画的 ・西日本農場における栽培試験温室の新築により、出願品種の増加に伴う栽培試
に行う。 験実施点数の増加が可能となり審査期間の短縮が図られた。

・北海道中央農場におけるばれいしょ増殖温室新築により、新増殖体系への移行
（表略） が可能となり、効率的業務運営と原原種の生産作業の軽減、経費節減が図られ
【年度計画】 た。
業務の適切かつ効率的な実施の確保 ・鹿児島農場における病害検定分析室の建物の補修及び電気設備の改修により、
のため、業務実施上の必要性及び既 業務の円滑な推進が図られた。
存の施設・設備の老朽化等に伴う施
設及び設備の整備・改修等を計画的
に行う。

１９年度計画
（施設整備費補助金）
①栽培温室（西日本）
②ばれいしょ増殖温室（北海道中央）
③病害検定分析室改修等（鹿児島）

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－２
職員の人事に関する計画 ○職員の人事に関する計画

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

小項目数：３
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：３×１＝３点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計：３点 Ａ

【中期計画】
（１）方針 ◇職員の人事に関する方針 Ａ

ア 既存業務の効率化を推進する 指標＝人員の適正配置、必要な人員の確保状況
ことによる人員の適正な配置を進め Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る。 Ａ：順調に進んでいる

イ 栽培試験等の業務量の増加、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
種苗検査項目の拡大等、新たな課題 Ｃ：不十分又は問題あり
への対応に必要な人員を確保する。 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
【年度計画】 【事業報告】
（１）方針 ・管理部門及び業務部門の合理化等により削減した要員１４名（管理部門３名、
ア 既存業務の効率化を推進するこ 業務部門１１名、第１－７－（１）参照）について、総人員４名の削減を行う
とによる人員の適正な配置を進め とともに、強化が必要な本所管理部門（２名）、栽培試験業務（５名）及び品
る。 種保護対策業務（３名）に振替を行った。
イ 栽培試験等の業務量の増加、種
苗検査項目の拡大等、新たな課題へ
の対応に必要な人員を確保する。

【中期計画】
（２）人件費及び人員に関する指標 ◇人件費及び人員に関する指標 Ａ

中期計画期間中に、人件費（退職 指標＝１９年度の人件費及び年度末の常勤職員数
金及び福利厚生費（法定福利費及び Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
法定外福利費）は含まない。また、 Ａ：順調に進んでいる
今後の Ｂ：概ね順調に進んでいる
給与改定部分を除く。）については Ｃ：不十分又は問題あり
今後５年間において５％以上削減す 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
る（再掲）。ただし、（１）のイに係 【事業報告】
る増員があった場合には、それに係 ・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費）並びに人事院
る人件費を除外する。 勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について、対前年度比２．１％を削減
（参考） した。

期初の常勤職員数 ・人員については、期初の常勤職員数３２９人に対し年度末は３２５人となった。
３３３人

期末の常勤職員数の見込み
３１６人

人件費総額見込み
１０，５６６百万円

【年度計画】
（２）人件費及び人員に関する指標

１９年度は、人件費（退職金及び
福利厚生費（法定福利費及び法定外
福利費）は含まない。また、今後の
給与改定部分を除く。）について、
２２年度において１７年度予算額比
で５％以上削減するとの目標を睨
み、 大限の節減を図る（再掲）。

（参考）
期初の常勤職員数

３２９人
年度末の常勤職員数の見込み

３２５人
人件費総額見込み

２，１１０百万円

【中期計画】
（３）人材の確保・養成 ◇人材の確保・養成状況 Ａ

ア 職員の採用については、セン 指標＝職員の任用、研修への職員の参加、国の機関等との人事交流の実施状況
ター業務を遂行する上で必要となる Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
技術等に対応した試験区分の国家公 Ａ：順調に進んでいる
務員採用試験合格者を中心として行 Ｂ：概ね順調に進んでいる



う。 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 種苗行政との連携並びに業務 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

の高度化及び専門化に対応するた 【事業報告】
め、行政部局、他の独立行政法人等 ・１９年度は、５名を新規採用（農学・Ⅱ種）した。センターの業務を幅広く習
との人事交流を計画的に実施する。 得させる必要があることから当初の半年間は本所に配属した。

ウ 職員の技術水準及び事務処理 ・行政機関等との人事交流を積極的に実施することとし、１９年度においては農
能力の向上等を図るための研修等の 林水産省及び他の出先機関、試験研究機関等他の独立行政法人と転入１８名、
受講、必要な資格の取得等を計画的 転出２０名の人事交流を行った。
に進め、人材の育成を図る。 エ ・「種苗管理センター職員研修規程」に基づき１９年度研修計画を作成し、計画
センター業務の効率化やサービスの 的に研修を実施した。栽培試験、品種保護対策を担当する職員への新たな研修
向上、業務の円滑な実施等に多大な を実施し、技術習得の強化を図った。技術専門職員については、高度専門技術
貢献を行った職員に対しその功績を 研修を実施、指導者層の資質の向上を図った。また、会計課職員を財務省会計
表彰する。 センターが実施する研修に参加させ資質の向上を図った。
【年度計画】 ・職員の功績表彰については、該当案件なし。
（３）人材の確保・養成
ア １９年度の職員の採用について
は、センター業務を遂行する上で必
要となる技術等に対応した試験区分
の国家公務員採用試験合格者を中心
として行う。
イ 種苗行政との連携並びに業務の
高度化及び専門化に対応するため、
農林水産本省等行政部局、他の独立
行政法人等との人事交流を計画的に
実施する。
ウ 職員の技術水準及び事務処理能
力の向上等を図るための研修等の受
講、必要な資格の取得等を計画的に
進め、人材の育成を図るため、１９
年度は、従来の資格取得及び研修の
他、ＯＪＴの活用，企業会計の習得
等職員の資質の向上を図る。
エ センター業務の効率化やサービ
スの向上、業務の円滑な実施等に多
大な貢献を行った職員に対しその功
績を表彰する。

注：１ 本シートは中項目を評価単位として作成する。
２ 適宜補足資料を添付する。



評価シート付表一覧

表１－１－１ 集約化計画に基づく栽培試験対象植物の移管状況（１９年度末現在）

農場等名 集約化計画の対象植物 １８年度移管分 １９年度移管分 備考

本所 いちごを雲仙へ 移管

移管 完了

八岳 スターチス、ベゴニア スターチスを雲 ベゴニアを金谷か 受入

仙から受け入れ ら受け入れ 完了

金谷 （ビンカ） シクラメン、ほ ベゴニアを八岳

うせんかを西日 へ、ビンカを西日

本へ移管、ビン 本へ移管

カを知覧から受

入れ

西日本 シクラメン、ほうせんか、 シクラメン、ほ メロンを雲仙へ移

ビンカ、ガーベラ、カリブラ うせんかを受入 管

コア、ペラルゴニウム、ばら れ ビンカを金谷か

（切花）、ばら（鉢）、とうが ら、ガーベラ、カ

らし リブラコア、ペラ

ルゴニウム、ばら

（切花）を知覧か

ら受け入れ

雲仙 いちご、メロン、 スターチスを八 メロンを西日本か

きんぎょそう、フリージア、 岳に移管、いち ら、きんぎょそう、

グラジオラス ごを本所から受 フリージアを知覧

入れ から受け入れ

知覧 ビンカを金谷へ ガーベラ、カリブ

移管 ラコア、ペラルゴ

ニウム、ばら（切

花）を西日本へ移 移管

管 完了

きんぎょそう、フ

リージアを雲仙へ

移管



表１－１－２ データベース情報入力実績

19年度 18年度 累計

画像情報(品種数) 669 868 6,723

定型情報データ(品種数) 3,751 3,590 17,114

種苗の入手先情報(件数) 11,871 13,777 56,419

品種特性情報(品種数) 1,377 775 13,623

栽培試験情報(件数) 91 80 1,479

保存品種情報(品種数) 1,307 1,115 12,294

品種情報(品種数) 3,406 4,261 41,854

注１：品種特性情報とは、栽培試験を行った品種の特性データである。

注２：栽培試験情報とは、栽培試験の実施方法等の情報である。

注３：保存品種情報とは、栽培試験に使用した対照品種等の保存場所、使用状況等の情報である。

注４：品種情報とは、品種マスター情報である。

表１－１－３ 品種保護Ｇメンの配置

平成19年度 平成18年度

本所 ５（２） ４（１）

北海道中央 ２（２） １（１）

西日本 ３（１） ３（１）

雲仙 ２（２） １（１）

沖縄 ２（２） １（１）

合計 ５農場１４名 ５農場１０名

注：カッコ内はうち併任者

表１－３－１ １９年度における生産計画の主な見直し点

農場名 主な見直し内容

十勝農場 網室を活用しフィールド養液栽培による、ミニチューバー生産を拡大

嬬恋農場 網室を活用し養液栽培及び超密植栽培による、ミニチューバー生産を拡大



表１－３－２ １９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

生産経費（千円） 単位あたり生産費（円） 配布価格

人件費 物件費 生産コスト 物件費コスト （円）

ばれいしょ 1,015,573 770,290 245,283 14,094 3,170 1,570

(0.95) (0.95) (0.95) (0.97) (1.00) (1,570)

さとうきび 200,578 161,272 39,305 81,945 16,031 1,427

(0.98) (1.01) (0.89) (1.14) (1.03) (1,427)

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：カッコ内は対前年比

表１－３－３ 規格外種子の配布数量

品種名 規格 配布数量 価 格

とうや 規格外小 5袋 1,570円

規格外大 70袋 1,111円

ムサマル 規格外小 5袋 1,570円

規格外大 12袋 1,111円

スノーマーチ 規格外小 4袋 1,570円

規格外大 1袋 1,111円

こがね丸 規格外小 10袋 1,570円

規格外大 4袋 1,111円

軽微な打撲等 73袋 1,111円

インカのひとみ 規格外小 16袋 1,570円

注：規格外小の価格は一般配布価格の１．０、大は０．７、

軽微な打撲等は０．７



表２－１－１ 栽培試験実施計画結果

単位：点数

１９年度 １８年度 １７年度

農林水産省からの通知による計画点数（Ａ） ８５６ ９２６ ８１８

当該年度計画点数（Ｂ） ８５６ ９２６ ８１８

Ｂ／Ａ（％） １００ １００ １００

注：委託契約で実施する点数を含む。

表２－１－２ 栽培試験実施結果 単位：点数

１９年度 １８年度

当該年度実施点数 ６９０ ６７１

委託試験(契約) ３５ ３６

(6県8機関、1 民間団体） （7県9機関、1 国立大学、1

民間団体）

注１：当該年度実施点数は、前年度及び当該年度計画に基づき、センターにおいて当該年

度に栽培に着手した点数である。なお、18年度の実施点数については、前年度の事

業報告書については674点としていたが、精査の結果671点となった。

注２：実施計画作成後に取下げ・遅延申請があるため、実施点数と実施計画点数とは一致

していない。

表２－１－３ 栽培試験終了後の平均報告期間

１９年度 １８年度

当該年度平均報告期間 3.1か月 4.2か月

注1：栽培試験結果報告書の決裁（栽培試験の単位）を１つの単位とし、加重平均して計

算した日数（委託を除く）である。

注２：平均報告期間は、当該年度に試験が終了したものについての、試験終了から農林水

産省に提出したものの平均期間である。



表２－１－４ 栽培・特性調査マニュアル

平成１９年度 平成１８年度

経過 植物の種類 計 植物の種類 計

作成完了 きんぎょそう 1 トマト 6

マーガレット

るりとうわた

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） 7 きく（改正） 7

スターチス（改正） スターチス（改正）

ほうせんか（改正） ほうせんか（改正）

大豆（えだまめ）（改正） 大豆（えだまめ）（改

ペチュニア（改正） 正）

ロベリア ペチュニア（改正）

中止 カランコエ 2

ガーベラ（改正）

作成着手 るりとうわた（改正） 8 ロベリア 2

コリウス きんぎょそう

プリムラ（改正）

ベゴニア

ばれいしょ

カリブラコア

オステオスペルマム（改正）

マーガレット（改正）

合計 16 15

表２－１－４ 検定マニュアル

平成１９年度 平成１８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

作成継続 トマト疫病抵抗性 5 トマト疫病抵抗性 5

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

ﾛｰﾙ）含量 ｹﾞﾛｰﾙ）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

量（改正） 有量（改正）

トマトリコピン含量 トマトリコピン含量

作成着手 （そばのルチン含量） (1)

合計 5 6



表２－１－５ 対照品種保存点数の実施状況(カッコ内は平成１８年度実績)

新規収集 新規保存 累計種類 累計点数 廃 棄

種類数 点数 数(注1) 種類 点数

合 計 63 577 152 4,854 31 225

(77) (884) (154) (4,502) (18) (354)

種 子 39 170 113 2,921 10 18

(39) (227) (106) (2,769) (3) (4)

種 菌 － － 5 115

(－) (－) (5) (115)

栄養体種苗 30 407 55 1,818 22 207

(38) (657) (43) (1,618) (15) (350)

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（ 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。

表２－１－６ 出願品種の種子及び種菌の保存実績

（カッコ内は１８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 58 251 184 3,833 0 0

(55) (210) (178) (3,602) (0) (0)

種菌 7 28 17 261 2 6

(7) (14) (17) (239) (6) (12)

注１：種菌は（独）森林総合研究所に委託保存。

注２： 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。



表２－１－７ 栽培試験の継続が不可能となった品種の状況

植物種類 品種数 主な原因 対応

あじさい ４ 提出された種苗の発根が不十分であったこと及び 再試験

葉焼け等の影響による生育不良のため

カランコエ ２０ 挿し木苗の発根の遅れと過湿等による生育不良の 国際審査

ため 協力

ダイアンサス ２５ ウイルス病による生育不良のため 再試験

カーネーション １７ ウイルス病による生育不良のため 再試験

計 ６６

表２－１－８ 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 ほうせんか他５植物

知覧農場 カリブラコア、キンギョソウ、

ペラルゴニウム

金谷農場 ばら

八岳農場 さくらそう、トルコぎきょう

本所 ネメシア、ルクリア

表２－１－９ Ｑ＆Ａ（よく寄せられる質問）掲載数

追加項目数 追加した内容

平成１９年度 ６項目 自家増殖３，業として２，仮保護１

平成１８年度 ９項目 記録書２，育種利用１，類似性３，先育成３

合 計 １５項目

表２－１－１０ 相談件数

H１９年度 Ｈ１８年度

育成者権侵害に関する相談 ３３ ３１

情報提供実績 ５ ０

品種登録一般に関する相談 ３９ ２４



表２－１－１１ 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

Ｈ１９ ５ ０ ５ ８ ９ ５ １ ３３

Ｈ１８ ２ ３ ６ ４ １０ ６ ０ ３１

表２－１－１２ 平成19年度品種類似性試験実績（カッコ内は18年度実績）

単位：件

草花類 鑑賞樹 工芸作物 合 計

特性比較 ０（ ７） ０（０） ０（０） ０（ ７）

比較栽培 ２（１０） ０（３） ０（０） ２（１３）

DNA分析 ０（ ０） ０（０） １（２） １（ ２）

合計 ２（１７） ０（３） １（２） ３（２２）

表２－１－１３ ＤＮＡ分析が可能な種類

導入した年度 種 類

平成19年度 茶、白いんげんまめ

平成18年度 おうとう

平成17年度 いちご

平成15～16年度 いぐさ

表２－１－１４ 侵害状況記録実施

草花類 果 樹 工芸作物 計

平成19年度 ２ １ ０ ３

平成18年度 ３ ０ ０ ３

表２－１－１５ 寄託の実績

草花類 果 樹 工芸作物 計

平成19年度 １０(3) ０ ０ １０(3)

平成18年度 ８ ０ ０ ８

注：カッコ内うちは更新数



表２－１－１６ 登録品種ＤＮＡデータベースの作成実績

データベースの種類 １８年度 １９年度 合計

おうとう ２４品種 ２４品種

いちご ５４品種 ２１品種 ７５品種

表２－２－１ ＩＳＴＡ熟練度試験の結果

ROUND 結果

純潔種子 発芽率 含水量 異種種子

０６－３ Ｂ

インゲンマメ

０７－１ Ａ Ａ －

ギニアグラス

０７－２ Ａ Ａ Ａ Ｂ

アルファルファ

注：評価はＡ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、ＢＭＰ（below minimum performance）＝０

点の４段階あり、検査項目ごとの総合評価がこの点数の合計（直近６回分）によって

決まる。

表２－２－２ 依頼検査点数

１９年度 １８年度

国内種子検査 ６１５ ６２５

国際種子検査 ２５９ ３２１

合計 ８７４ ９４６

表２－２－３ ＥＣ向け輸出野菜種子の品質維持に係る公的管理に関する要領に基づく検査

１９年度 １８年度

記録の作成及び

サンプルの保管 ７業者 ３業者

検査

事後検定 ２４点 ４５点



表２－２－４ 表示検査件数

検査点数 不完全表示点数

食用作物種子 １５，９１５ ４８（０．３％）

花き種子 ９６４ １（０．１％）

芝草種子 ５ ０（０．０％）

苗もの：食用作物 ２５１ ３０(１１．９％)

苗もの：花き ０ ０

合計 １７，１３５ ７９（０．５％）

表２－２－５ 指定種苗の集取点数

１９年度 １８年度

前期 １，４５４点 １，４９９点

集取点数 後期 １，７４９点 １，６３９点

合計 ３，２０３点 ３，１３８点

前期 １，４５４点 （４３） １，４９９点 （７９）

発芽率検査 後期 １，７４９点 （７１） １，６３９点 （４７）

合計 ３，２０３点 （１１４） ３，１３８点（１２６）

注：カッコ内は表示発芽率に満たなかった点数

表２－２－６ 品種純度検査点数

とうもろこし ２０点

いんげんまめ ２１

だいこん ２５（２）

ほうれんそう ２５

とうがらし １７

パセリ ８

ねぎ １５

なす １５

きゅうり １５

合計 １６１（２）

注：カッコ内は指定種苗の生産等に関する基準に満たなかった点数



表２－２－７ 病害検査点数

１９年度 １８年度

いんげんまめ炭そ病 ４６点（１） ４２点 （１）

えんどう褐斑病・褐紋病 ４０ （７） ４０ （８）

にんじん黒斑病 ７１ （５） ７２（１１）

ゆうがおつる割病 １２ １１

合計 １６９（１３） １６５（２０）

注：カッコ内は罹病種子が認められた点数



表２－３－１ 原原種の需要量と供給量

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 生産計画数量Ａ 相当生産数量Ｂ 達成率 申請数量 配布数量 達成率

Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

3,297 3,507 6,251 178.2 3,075 3,075 100.0
19年秋植用ばれいしょ原原種（袋） (3,035) (3,400) (3,489) (102.6) (2,940) (2,912) (99.0)

注１ 64,306 67,139 70,071 104.4 64,372 64,188 99.7
20年春植用ばれいしょ原原種（袋） (64,420) (68,100) (72,462) (106.4) (64,218) (64,218) (100.0)

3,140 3,339 － － － － －
20年秋植用ばれいしょ原原種（袋） (3,297) (3,507) (－) (－) (－) (－) (－)

1,670 1,670 1,469 88.0 1,469 1,469 100.0
19年夏植用さとうきび原原種（千本） (1,646) (1,646) (1,613) (98.0) (1,613) (1,613) (100.0)

1,013 1,013 1,041 102.8 1,041 1,041 100.0
20年春植用さとうきび原原種（千本） (1,214) (1,214) (968) (79.7) (968) (968) (100.0)

1,433 1,433 － － － － －
20年夏植用さとうきび原原種（千本） (1,670) (1,670) (－) (－) (－) (－) (－)

注１：２０年春植用ばれいしょ原原種には２０年５月の追加申請配布分２１８袋を含む。
注２：カッコ内は１８年度実績を示す。



表２－３－２ 病害虫防除、病害検定及び病害罹病率の状況

病害虫防除実施 肉眼による病害 収穫直前の検定にお

回数 検定実施回数 ける病害罹病率(%)

19年秋植用ばれいしょ原原種 ９～12 ４～10 0.0000

20年春植用ばれいしょ原原種 ９～12 ５～９ 0.0004

19年夏植用さとうきび原原種 13～20 12～14 0.007

20年春植用さとうきび原原種 14～18 12～14 0.011

表２－３－３ アンケート結果（カッコ内は１8年度）

平成19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 農協等数

数

春植用ばれいしょ 79 82 96.3％ 4.3

(76) (81) (93.8％) (4.1)

秋植用ばれいしょ 20 20 100.0％ 4.2

(15) (17) (88.2％) (4.2)

春植用さとうきび 42 47 89.4％ 4.5

(32) (31) (103.2％) (4.4)

夏植用さとうきび 46 47 97.9％ 4.4

(35) (37) (94.6％) (4.5)

全 体 187 196 95.4％

(158) (166) (95.2％)

表２－３－４ 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、

面の陥没（１件） 代替品を配布することとした。

粉状そうか病と疑われる症状 聞き取り調査及び配布先との協議の結果、

（２件） 代替品の配布は行わないこととした。

黒あし病症状（１件） 現地調査及び配布先との協議の結果、収

穫作業での受傷に注意するとともに、貯

蔵前に十分乾燥させるよう種いも管理に

ついてお願いした。

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

（１件） 理や器具の消毒等の指導を行った。

疫病による塊茎腐敗（１件） 配布先と協議した結果、腐敗塊茎の処分

をお願いした。



表２－５－１ 学会発表等の実績

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 新しい特異的PCRプ 鈴木輝子，佐藤仁敏，山 日本植物病理学会関東部会

ライマーとポリビニル 内智史*，大矢仁志*，松 （日本植物病理学会報 ２００８年

ポリピロリドンを用い 浦貴之*，白川 隆* 第７４巻１号 P４２）

た果実汚斑細菌病菌検

出法の改良

ウリ科野菜における果 白川 隆*，佐藤仁敏， 日本植物病理学会関東部会

実汚斑細菌病菌の茎内 山内智史*，鈴木輝子 （日本植物病理学会報 ２００８年

移動 第７４巻１号 P４０）

ウリ類果実汚斑細菌病 佐藤仁敏，白川隆*，松浦 国際健全種子推進機構－野菜部会

菌検出のための 貴之*，田城保夫 （ISHI-Veg）

Sweat-bag seedling

method の改良

カーネーション連鎖地 八木雅史*，木村鉄也*， 園芸学会春期大会別冊１

図へのSSRマーカー 朝野尚樹，山本俊哉*， ２００８年３月 Ｐ４０５

のマッピング 小野崎隆*

注：氏名の＊印は、種苗管理センター以外の者である。



表２－５－２ 職員の派遣実績

派遣国 派遣日程 派遣人数 検討対象植物 派遣者

欧州品種庁 4/1～ １ 年次協議 本所首席品種特性審

（フランス） 4/5 査役

欧州品種庁 7/17～ 西日本農場品種特性

（イギリス、 7/22 １ きく、バーベナ 審査役

オランダ）

欧州品種庁 6/3～ ばら、ペチュニア、カリブ 西日本農場品種調査

（オランダ、 7/1 １ ラコア、インパチエンス 部主任調査員

ドイツ）

韓国（水原） 8/1～ １ ばら 西日本農場品種特性

8/4 審査役

表２－５－３ 専門家の受入れ実績

担当専門家 受入日程 実施農場 調査対象植物

ウエグナー 6/4～ 西日本農場 ペチュニア

審査官 6/5 知覧農場 カリブラコア

キｨウｨート 10/2 西日本農場 きく、カーネーション

総裁

表２－５－４ その他職員の海外派遣実績

派遣先 派遣日程 派遣人数 派遣者

日中農業科学技術交流グループ 8/27～ ２ 本所調査研究調整役

第２６回会議に基づく訪中考察団 8/30 本所栽培試験課品種特性

審査役

日ロ農業技術交流「農業分野の 9/9～ １ 本所栽培試験課長

知的財産保護の強化のための協力 9/16

の推進」訪ロ農業視察団

ＡＯＡＣ総会・妥当性試験海外調査 9/20～9/27 １ 本所調査研究調整役

（米国）

中国品種権裁判事例交流考察団 11/5～11/10 １ 本所品種保護対策課長



表２－６－１ 平成１９年度遺伝資源業務実施状況

（カッコ内は平成１８年度実績）

計 画 実 績 達成率

栄養体保存点数 10,734点 10,705点 99.7%

(10,545点) (10,518点) (99.7%)

種子増殖点数 910点 878点 96.5%

(960点) (929点) (96.8%)

一次特性 20,531点 20,100点 97.9%

特 調査項目 (22,267点) (21,093点) (94.7%)

性 二次特性 2,389点 2,377点 99.5%

調 調査項目 (2,604点) (2,520点) (96.8%)

査 三次特性 1,580点 1,476点 93.4%

調査項目 (1,803点) (1,677点) (93.0%)

種子の発芽率調査 6,000点 6,244点 104.1%

(6,000点) (6,182点) (103.0%)

表２－６－２ 二重保存の実施状況

17年度 18年度 19年度

植物種類 10種類 11種類 13種類

品種数 898点 999点 1,308点

表３－１ 【一般競争入札実施状況】

区分 件数 契約金額（千円）

工事 6 163,020

18年度 役務 6 16,791

物品 19 78,660

工事 7 220,343

19年度 役務 9 15,412

賃借 1 6,791

物品 19 92,325

表３－２ 【一括調達の実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

18年度 8 17,190 損害保険、パソコン等

19年度 6 15,017 損害保険、パソコン等



表３－３ 【中古機械使用導入実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

18年度 1 840 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

19年度 1 136 ﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰ

表３－４ 【レンタル実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

18年度 27 5191 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

19年度 21 4701 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

表３－５ 【管理換実績】 （単位：千円)

機械名 渡農場 受農場 取得予想金額

クリーンベンチ 西日本 十勝 1,666

貨物自動車 八岳 上北 4,500

牧草梱包機 八岳 嬬恋 3,863

ロールベールカッター 八岳 嬬恋 630

土壌消毒器 西日本 嬬恋 1,533

煙霧機 知覧 金谷 520

小型貨物自動車 知覧 雲仙 1,200

乗用運搬車 知覧 雲仙 820

乗用型茶園防除機 知覧 雲仙 2,020

乗用型茶園中刈機 知覧 雲仙 2,550

サーマルサイクラー 嬬恋 鹿児島 600

バックホー 知覧 鹿児島 1,390

超遠心分離器 十勝 沖縄 8,000

13台 29,292


