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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（西日本農場）によった。

（２）評価実施の過程
評価の決定に当たっては、中期計画の 小項目を単位とした５段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）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、次のとおりとなった。
①小項目（120項目）Ｓ評価 3項目、Ａ評価 103項目、Ｂ評価 4項目、評価対象外 10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

（３）総合評価結果
平成20年度事業は、大項目について全てがＡ評価となったこと、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「整理合理化計画」という ）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）ものと判断した。

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

全体として計画どおり順調に実施されている。
① トップマネジメントに関して、理事長等は、農場の再編・統合の推進、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 栽培試験結果等のデータベースの充実については、前年度に引き続き充実が図られているものの、今後は農林水産省

が有する出願品種のデータを有効に活用するための検討が必要である。
③ ばれいしょ原原種生産において、急速増殖技術を活用した生産体系の実用化・導入が着実に進められていることは評

価される。培養変異による変異体が原原種に混入することのないよう十分留意して進められたい。
④ ばれいしょ原原種生産の部分的な民間移行については、一部品種の元だね作出を民間企業に移行する等、整理合理化

計画に即し、着実に実施されている。
⑤ 金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合については、知覧農場を廃止し西日本農場に再編統合（平成２０

年４月１日）するとともに、金谷農場についても、栽培試験対象植物の西日本農場への移管を完了するなど、西日本農
場への拠点化が進められていることは評価される。

⑥ 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ソーシングについては順調に進められ
ているが、技術専門職員の急激な減少で現場の原原種生産に支障が生じないように、また、作業のアウトソーシングに
より品質低下等が生じないように十分留意されたい。

⑦ 随意契約によりを行っていた契約を見直し、平成20年度新たに４件を一般競争入札等に移行するなど、随意契約見直
し計画の達成に向け取り組まれている。

⑧ 一般管理費及び業務経費は対前年度比における縮減率は目標に達しなかったが、これは肥料価格の高騰等、特殊事情
によるものであり、当中期目標期間の基準年度である平成１７年度からの平均では一般管理費は年１１．２％減、業務
経費は年１．１％減となっている。このような特殊事情等に配慮しＡ評価とした。

⑨ 職員の給与水準については、国家公務員との比較指数が98.8であり、適正な水準となっている。
⑩ 整理合理化計画に即し、コンプライアンス推進規程等の整備、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンスに

対する職員の意識高揚等内部統制機能の強化に取り組まれている。

〔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 栽培試験対象植物の種類の拡大については、対象植物を５種類拡大し目標の２種類程度を２倍以上上回る達成状況と

なった。また、新規植物の種類別審査基準案の作成についても目標の１５種類を２割上回る達成状況となっている。こ
れらはいずれも栽培試験体制の強化に資するものであり、ともにＳ評価とした。

② 登録品種等のＤＮＡ情報のデータベース化については、登録品種の標本・ＤＮＡ保存の他、センター独自に既存品種
の標本・ＤＮＡの保存を開始するなど世界に先駆けて登録品種のオリジナル性を担保する新たな仕組みの構築が進めら
れていることからＳ評価とした。

③ 一部の植物遺伝資源や使用度の低い栽培試験の対照品種等の保存に当たっては、組織培養技術等を活用して保存する
ことの可能性について検討をしてはどうか。

④ 海外から導入するばれいしょについて、ウイルス病等の除去を行う無毒化事業の実施に向け関係機関との協議が進め
られており、民間も含めた国内育種展開のための海外の遺伝資源の導入や民間の試験栽培用海外品種の導入を大きくサ
ポートするものと期待される。

〔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を行っている。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、透明性・公平性の確保に努めている。

〔４ 短期借入金の限度額〕について
平成20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
金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合にあたっては、資産の売却及び業務の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20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。

〔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、３法人統合を円滑に進めるた

め、各法人の理事長、理事で構成する３法人統合準備委員会が設置されており、その下に設置された実務的検討を行う
３法人統合検討打合せ会議において、業務、財務、労務等の各課題について検討が進められている。
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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行われてい
る。

、 。③ 契約に係る規程類については 一般競争入札における公告期間を国の基準に合致させるための改正が進められている
（平成２１年４月１日施行）

④ 国民の意見を評価に反映させるため、平成２１年７月に農林水産省のＨＰに平成２０年度事業報告書を掲載し、国民
からの意見募集を行ったが、当該法人に係る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） Ａ
○職員の人事に関する計画 Ａ
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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 Ａ

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

【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５名を増員するとともに、栽培試験温室等の整備を
の拠点化を進め、職員等の重点的な 図り、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 ◇栽培試験対象植物の集約化 Ａ
谷農場及び知覧農場の栽培試験業務 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
について、可能なものから早期に西 Ａ：順調に進んでいる
日本農場に移管するとともに、栽培 Ｂ：概ね順調に進んでいる
試験対象植物の集約化を推進する。 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
【年度計画】 【事業報告】

（１）農林水産植物の品種登録に ・栽培試験対象植物集約化計画に基づき、金谷農場から西日本農場への栽培試験
、 。係る栽培試験 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完了した

（表１－１－１参照）
ア 西日本農場の拠点化を進め職員
等の重点的な配置を行う。さらに、
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、金谷農
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 Ｂ
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 ・農林水産省の「品種登録迅速化総合電子化システム（知的財産課電子情報処理
迅速に行うため、農林水産省が１９ 組織 」がセンターの品種情報データベースからのデータ移行ができないシス）
年度に構築した「品種登録迅速化総 テムとなったことから、当該データの移行は断念せざるを得なかった。
合電子化システム を活用するため このため、引き続き品種情報データベースの充実を図った。」 、
品種情報データベースから当該シス （表１－１－２参照）
テムへのデータ移行を進める。

【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、２０年２月に２０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５種類２３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４種類２０品種の委託を実施した。
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。
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【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 「品種登録迅速化総合電子化シ ・農林水産省の「品種登録迅速化総合電子化システム（知的財産課電子情報処理
ステム」を活用し、報告書作成の効 組織 」を活用した報告書作成の試行を行い、洗い出された問題点等について）
率化を図る。 農林水産省に報告しシステムの改善につなげた。なお、当該システムを活用し

て４種類１０品種の報告書を作成した。

【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】 ・育成者権侵害の相談等に対して全国的に機動的な対応を行うため、新たに上北
（２）育成者権の侵害対策及び活用 農場に２名の品種保護対策役等を併任発令し、これまでの全国５ヶ所から６ヶ
促進 所に体制を整備した。

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、２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。
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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 Ａ。

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：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：１点

【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 ・沖縄県内での店頭表示検査及び種子の集取について西日本農場から雲仙農場に
発芽検査、遺伝子組換え種子検査等 移管し、検査を実施した。
について、役割分担を進める。
【年度計画】
○ 指定種苗の集取、立入検査等

１９年度に見直した指定種苗の集
取及び立入り検査等の役割分担に基
づき、沖縄県での指定種苗の集取を
雲仙農場が担当する。

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。
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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 Ａ
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２）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：１２×１＝１２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：１２ 点

【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農場を急速増殖技術によりミニチューバー生産を
模・多品種生産や新品種急速増殖等 行う農場とする生産計画を作成し、当該計画に即した生産を行った。
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。 ◇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
【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）ばれいしょ及びさとうきびの Ａ：順調に進んでいる
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ｂ：概ね順調に進んでいる
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ｃ：不十分又は問題あり
業務については 生産農場の地理的 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、 、
気象的条件及び実需者の要望、保有 【事業報告】
施設等を考慮し、増殖方法の変更、 ・八岳農場において、ばれいしょ原原種生産配布業務の廃止に伴い不要となった
品種構成及び役割分担を含めた生産 用地を地主である長野県へ返還した。また、不要になった農機具類を他農場へ
計画の作成を行い、当該計画に即し 管理換した。
生産業務を行う。また、八岳農場の
ばれいしょ原原種生産の廃止に伴い
用地を返還する。

【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 【事業評価】
を進めるとともに、原原種生産配布 ・北海道中央農場及び嬬恋農場において、全品種について網室生産に代わりミニ
技術指針についても、新技術体系に チューバー生産に移行を完了した。また、ミニチューバー生産を行う３農場に
対応して必要な見直しを行う。 おいて、次年度に全ての農場でミニチューバーを用いた増殖体系に切り替える
【年度計画】 ため、北海道中央農場において培養系種子増殖温室を新設したほか、北海道中

、 、 、イ ばれいしょ原原種生産において 央 十勝 嬬恋農場の既存網室を改修しミニチューバー生産能力の向上を図り
は、需要の変化に即応した、より迅 所要のミニチューバーの生産を行った。
速かつ効率的な原原種生産を行うた （表１－１－３参照）
め 原原種増殖体系の見直しを行い さらに、原原種生産配布技術指針の見直しに向け、急速増殖技術に関する手法、 、
従来の網室生産に代わり、新たに前 や品種特性の確認方法等の検討を行った。
年度に確立した培養系母本をもとに
した急速増殖技術を用いた、ミニチ

。 、ューバーに切り替えを進める また
そのために必要な条件整備を行うと
ともに、原原種生産配布技術指針に
ついて新技術体系に対応した見直し
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
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【年度計画】 【事業報告】
ウ 関係者による協議会の結果等を ・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
踏まえ、民間企業が作出した早期普 計画」という ）に即し、民間企業が作出した種いも（ハウスチューバー）を。
及品種の種いも ハウスチューバー 受け入れ、原原種生産を行えるよう規程を整備し、早期普及品種（アンドーバ（ ）
を受け入れ、原原種生産及び配布を ー）の原原種１１７袋を生産・配布した。
行う。また、引き続き関係者による また、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県・団体及
協議会を開催し、原原種の安定供給 び原原種を生産する企業等からなる協議会を開催し、原原種の安定供給の確保
の確保について、関係者間で意見の について、意見の交換、情報の共有を行った。
交換、情報の共有を行う。

【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 ・生産経費は、肥料価格の高騰等があったものの、業務の効率化により人件費を
を図るとともに 以下の対策を講じ 削減するとともに物件費の節減に努めたことから９６９百万円と対前年比、 、
効率的な原原種の生産を図る。 ９５．４％となった。
【年度計画】 １袋あたりの生産コストは、生産計画数が減少したことから１４，０３５円と
エ 「食料・農業・農村基本計画」 対前年比９９．６％となった。
（平成１７年３月２５日閣議決定） （表１－３－２参照）
に即し、道県の需要に対応した原原
種の生産及び配布を行う。原原種生 ◇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 Ｂ
産に当たっては 生産品種数の増加 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた、 、
無病性及び品質の維持向上等の要望 Ａ：順調に進んでいる
に対応しつつ、生産量当たりの労働 Ｂ：概ね順調に進んでいる
時間及びコストを把握し、その低減 Ｃ：不十分又は問題あり
を図るとともに 以下の対策を講じ 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、 、
効率的な原原種の生産を図る。 【事業報告】

・生産経費は、肥料・農薬価格の高騰、台風対策の防風林の整備（苗木の購入）
や側枝苗生産の拡大にともなう経費の増加があったものの、業務の効率化によ
り人件費を大幅に削減したことから１７８百万円と対前年比８８．７％となっ
た。
千本あたりの生産コストは、生産計画数が減少したことから７６，４４１円と
対前年比９３．３％となった。

（表１－３－２参照）

【特記事項】
・千本あたり生産コストは前年を下回ったものの、前中期目標期間末の１７年度
の水準（６５，６９２円／千本）を上回ったことからＢ評価とした。

【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 ・各農場の原原種植付け予定ほ場等の土壌分析を、胆振農場において５農場分
要に応じて土壌改良方針を見直す。 １１２点（前年度１３８点）、嬬恋農場において５農場分２４３点（前年度

３４６点）を集中的に実施した。前年度の分析結果を基に農場毎の土壌改良計
画の目標数値を定め、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(８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を図るため、各農場において農機具等の修理に必
理の徹底による機械器具費の低減を 要な技能（床上操作式クレーン技能講習、振動工具取扱い作業講習等）の習得
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図るため、機械整備等に関する講習 を計画的に進め、延べ８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 また、整理合理化計画に即し、関係機関と協議を行い余剰となったばれいしょ
応じて規格外種子を配布する また 原原種及び規格外品についても種いも等として販売できるよう規程を整備し、。 、
ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定 販売した。
技術の生産現場への導入を図るため （表１－３－４参照）
に引き続き実証試験を行うととも
に、一部試行を行う。 ◇ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定技術の導入 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、その要因が法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・ＰＣＲ法による黒あし病の検定技術の実証試験を行い、その結果を検定技術検
討会において検証し、一部試行を行った。

【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、農場内の防風林整備を計画的に進めるとともに、剪
ては、台風被害を軽減するため、防 葉等により台風被害軽減に努めた。
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 ◇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
定生産に努める。また、側枝苗によ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る増殖体制の整備を進める。 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】
・増殖体系の効率化を図るため、沖縄農場において側枝苗育苗温室を新設し側枝
苗による増殖体制の強化を図り、前年度の春植原原種ほ用種苗の全面移行に続
き夏植原原種ほ用種苗の８０％を側枝苗に移行した。

【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 ・予備貯蔵用のそば（みやざきおおつぶ）について長期貯蔵試験を行った結果、
産 ３０ヶ月後の発芽率は９５．０％であった。

（ ） 、ア 災害対策用種子の効率的な備蓄 ・予備貯蔵用の大豆 トヨコマチ について引き続き長期貯蔵試験を行った結果
のため、予備貯蔵用そば及び大豆に ３０ヶ月後の発芽率は６８．０％であった。また、新たにユキホマレについて
ついて引き続き貯蔵試験を行う。 の貯蔵試験を開始した。

【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 －
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。 ・要請はなかった。

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。



- 9 -

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 Ａ
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

【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 ・１９年度において見直しを行った「調査研究基本計画」に基づき重点的に取り
の開発・実用化について、課題ごと 組んだ。

、 、の具体的な達成目標を定め、重点的 ・外部有識者の参画した調査研究評価委員会において 重点課題の実績を評価し
に取り組む。 その結果を次年度計画に反映させた。なお、重点課題「農産物の加工品におけ
【年度計画】 るDNA品種識別技術の開発」については、所期の目標を達成したことから本年
（１）調査研究課題の重点化 度をもって終了することとした。

１９年度において見直しを行った （表１－４－１参照）
「調査研究基本計画」に基づき調査
研究を実施する。

また、外部有識者の参画した調査
研究評価委員会において、重点課題
の実績を評価し、その結果を次年度
計画に反映させる。

【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。 ・調査研究運営委員会を開催し 各業務担当課の意見を次年度計画に反映させた
【年度計画】 また、これまでの農場ごとの予算配分方式を見直し、計画課題ごとに必要な予
（２）業務実施体制の整備 算額を要求する方式に変更し、コスト意識を高めて調査研究を効率的に実施し

農場が全国に展開していることを た。
活用し、それぞれの自然立地条件を ・ＤＮＡ分析業務の品質保証体制を構築するため、ＤＮＡ分析業務で使用する機
生かした課題を選定するとともに、 器をＧＭ棟に集約化し、一体的に管理できる配置とした。
調査研究業務と栽培試験業務、品種
保護対策業務、種苗検査業務及び種
苗生産業務との連携を強化し、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５件の委託研究を受託した。

「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）（
「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）（
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「作物健康センサーによる圃場環境の複合検知システム開発」
（委託元： 財）北海道科学技術総合振興センター）（
「ジャガイモシストセンチュウ簡易土壌検診技術の開発」
（委託元：シストセンチュウ検診技術地域農業研究・普及協議会）

【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

１９年度に特許出願した技術の普 【事業報告】
「 」 、 。 、及に努める。 ・国内出願 植物種子の病原菌検査方法 については 現在審査中である なお

アメリカ合衆国出願については、 初の拒絶理由通知に対して請求項を追加す
る補正等の対応を行った。
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
初の拒絶理由通知：平成20年10月9日

・当該技術を活用したウリ類果実汚斑細菌病検査法について、民間等への普及に
あたり種苗業者３社に対して技術指導を行った。

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。
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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、 （付帯業務の取組み内容については、第２－５参照）
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。
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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 ・前年度に見直した植物別再配置計画に基づき、西日本農場のカーネーション及
条件からみて効率的な保存及び増殖 び金谷農場保有の全ての栄養体植物を雲仙農場へ移管した。
を行うことのできる体制を整備す
る。 ｶｰﾈｰｼｮﾝ ９４点（西日本農場→雲仙農場）
【年度計画】 こうぞ ７点（金谷農場→雲仙農場）

植物遺伝資源の保存、再増殖、特 こんにゃく １６点（金谷農場→雲仙農場）
性評価等の実施に当たっては中期計 みつまた ７点（金谷農場→雲仙農場）
画期間中の組織再編及び栽培試験に かんきつ ８９点（金谷農場→雲仙農場）
係る対照品種の保存体制を踏まえ、 くり ６６点（金谷農場→雲仙農場）
必要に応じて１８年度に作成した再 茶 ４５８点（金谷農場→雲仙農場）
配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。
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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 Ａ

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：９点以上
Ｂ：０点～８点
Ｃ：０点未満

小項目数：１３（うち対象外２）
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：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：１１点

【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、八岳農場及び嬬恋
行い、管理部門及び種苗生産部門の 農場の管理課長を廃止し、本所に労務専門役を設置した。
要員の合理化に努める。また、技術 ・業務部門について、種苗生産部門の要員の合理化に努める一方、知覧農場の廃
専門職員が担当する業務について 止及び金谷農場の業務受入に伴い西日本農場の業務管理体制を強化するため、
は、研修を行いながら、栽培試験業 同農場において次長及び首席品種特性調査役を廃止し、品種調査第２部を新設
務並びに原原種生産及び配布業務に し２部制とするとともに管理監、審査課、品種特性審査役及び調整係を新設し
係る検定等の専門的技術を要する業 た。
務にシフトし、ほ場管理作業等にお ・整理合理化計画に即し、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うととも
ける単純作業についてはアウトソー に、業務遂行へのインセンティブを向上させるため、全職員を対象として人事
シングを進める。 評価制度の導入に向けた試行を行った。
【年度計画】
（１）人員及び施設の有効活用 ◇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

センターが行う業務の動向、各農 ソーシング
場の立地条件等を踏まえ、１～６に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
掲げる業務運営の効率化に併せ、種 Ａ：順調に進んでいる
苗管理センター組織体制検討委員会 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を活用し、一層の人員及び施設の有 Ｃ：不十分又は問題あり
効活用について検討を行い、管理部 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
門及び種苗生産部門の要員の合理化 【事業報告】
に努める。また、技術専門職員が担 ・ 技術専門職員の将来方向について」及び「技術専門職員の将来方向に関する「
当する業務については、研修を行い 実行計画について」に定めている技術専門職員の職務の高度化計画に基づき、
ながら、栽培試験業務並びに原原種 従来一般職員が担当していた栽培試験や病害検定等の専門技術を要する業務に
生産及び配布業務に係る検定等の専 ついてＯＪＴを行う一方、非常勤オペレータを採用し技術専門職員の業務の一
門的技術を要する業務にシフトし、 部をアウトソーシングした。
ほ場管理作業等における単純作業に ・温室効果ガスの排出の抑制等実施計画に基づき、施設・機械等の効率的な利用
ついては作業の内容を精査しアウト 等により温室効果ガス排出量の削減に努めた。
ソーシングを進める。

さらに、実施計画に基づき、施設
・機械等の有効利用等により、温室
効果ガスの排出の抑制等に努める。

【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 ◇金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合 Ａ、 。
なお、センター業務を引き続き円滑 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
に実施するため、売却収入等により Ａ：順調に進んでいる
業務に必要な施設、機械等を整備す Ｂ：概ね順調に進んでいる
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
（２）金谷農場及び知覧農場の再編 【事業報告】

（ ） 、・統合 ・知覧農場を廃止し西日本農場に再編統合 平成２０年４月１日 するとともに
知覧農場 鹿児島県知覧町 ４０ 売却収入等により栽培温室等を整備した。（ 、 ，
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１００㎡）を廃止し、西日本農場に ・金谷農場の円滑な再編・統合に向け、組織体制検討委員会金谷農場・知覧農場
再編・統合するとともに、売却収入 移転検討部会において具体的スケジュールを作成し、これに従い不動産鑑定及
等により業務に必要な施設・機械等 び施設の撤去・移築経費を積算し機能移転の収支計画を立てるとともに、公用
を整備する。また、金谷農場（静岡 ・公共用利用を目的とした敷地取得要望を調査し、要望のあった島田市と売却
県島田市、２６，１００㎡）の円滑 に係る協議を進めた。
な再編・統合に向け、組織体制検討
委員会金谷農場・知覧農場移転検討
部会において具体的な移転のスケジ
ュールを作成するとともに、用地売
却の手続き等を進める。

【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 Ａ

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、 ・平成２３年度の３法人統合に向けて各法人が使用している会計処理システムを
一般競争入札を原則とし、手続の公 調査し、共通点及び相違する事項について比較分析を行い、新システムの仕様
正性を確保する。また、情報化総括 等について検討を行った。
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 －、 、
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。また、契約につい 【事業報告】
ては、真にやむを得ないものを除き ・給与事務等の外注化については、３法人統合に向けた会計処理システムの検討
原則として一般競争入札等によるこ が進められており、センター単独ではコスト面で問題があることから検討を保
ととし、随意契約見直し計画に基づ 留した。
き一般競争入札等に移行する。
ア 給与事務等定型的業務について ◇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
引き続き外注化の検討を行う。 る自主施工等の推進
イ 事務用品等単一な消耗品の本部 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
における一括契約を実施する。 Ａ：順調に進んでいる
ウ 農業資材等の一括調達の更なる Ｂ：概ね順調に進んでいる
推進を図る。 Ｃ：不十分又は問題あり
エ 施設整備を行うこととしている 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
全ての事案（第７－１の事案）につ 【事業報告】
いて引き続き自主施工等を実施す ・事務用消耗品について、前年度に導入した一括購買システムにより、本所で一
る。 括契約を行った。
オ 情報化総括責任者（ＣＩＯ）の ・農業資材等について全国分を使用時期及び納入場所により本所で取りまとめ、
下、１８年度に策定した監査・ 適 前年度に引き続いて計画的な契約を実施した。
化計画に沿って、業務システムに係 ・施設整備費補助金による工事７件については全て自主施工とし、施設の構造及
る監査・ 適化を進める。 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。

・適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するととも
に、請負業者の適切な選定を図るため新たな契約方式として総合評価落札方式
技術評定実施要領を制定し、同方式により２件の工事契約を行った。

◇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】
・随意契約見直し計画に基づき、契約については真にやむを得ないものを除き原
則として一般競争入札等によることとし、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）の適用により対象となる６３件（４９２
百万円）のうち、一般競争入札が４７件、４２９百万円（前年度４１件、
３５４百万円 、随意契約１５件、５６百万円（前年度２３件、８９百万円））
を実施した。なお、前年度随意契約で今年度に一般競争入札へ移行した契約は
４件、２８百万円であった。

（表１－７－１参照）

◇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】
・業務監査をより強化するため、監査役を廃止し監査室を設置するとともに、監
査専門役（併任）を新設し、内部監査計画に基づいて内部監査を計画的に実施
した。
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【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 ・一般管理費は 事務用消耗品の一括契約及び一般競争契約の取組みを進めたが
革の重要方針 （平成１７年１２月 パソコンの計画的な更新等の年度により変動のある経費の支出があったことか」
２４日閣議決定）を踏まえ、今後５ ら、前年度比０．０％減、基準年度（１７年度）からの平均では年１１．２％
年間において、５％以上の削減を行 減となった。また、業務経費は、農業用資材の一括調達や一般競争入札の取組
う。 みを進めたが、肥料価格の高騰等から前年度比０．１％減、基準年度からの平
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 均では年１．１％減となった。
まえて、役職員の給与について必要 （表１－７－２参照）
な見直しを進める。
【年度計画】 【特記事項】
（４）効率化による経費の削減 ・年度により変動のある経費支出があったことから、対前年度比における縮減率
ア 運営費交付金で行う業務におけ は目標に達していないものの、当中期目標期間の基準年度である平成１７年度
る一般管理費（人件費を除く）を、 からの年平均では、一般管理費及び業務経費とも目標を十分達成しており、ま
予算額を比較対象として前年度比で た今後の予算額もそれぞれ毎年３％及び１％削減されることから中期目標期間
３％縮減する。また、業務経費を、 終了時における達成が確実でありＡ評価とした。
予算額を比較対象として前年度比で
１％縮減する。 ＜参考＞国民一人当たりの行政サービス実施コスト：２８．３９円
イ ２０年度は、人件費（退職金及 （平成１７年度国勢調査の確定人口より算出した ）。
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 ◇人件費の削減 Ａ
えた給与改定部分を除く ）につい 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。
て、２２年度において１７年度予算 Ｓ：１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
額比で５％以上削減するとの目標を Ａ：１％以上
睨み、 大限の節減を図る。 Ｂ：０．７％以上１％未満
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 Ｃ：０．７％未満
まえて、役職員の給与について国家 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
公務員と同様の見直しを行う。 【事業報告】

・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
国家公務員の給与構造改革勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）について、。

を踏まえて、役職員の給与について国家公務員と同様の見直しを行うとともに、管理
前年度比１．２％ 基準年度比部門及び種苗生産部門の要員の合理化を進め、 、

３．３％を削減した。

◇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
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】
・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）を実施した。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９８．８となった。

【中期計画】
（５）内部統制機能の強化 ◇内部統制機能の強化 Ａ

コンプライアンス委員会を設置 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
し、内部統制機能を強化する。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（５）内部統制機能の強化 Ｃ：不十分又は問題あり

コンプライアンス委員会を設置 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
し、内部統制機能を強化する。 【事業報告】

・整理合理化計画に即し、コンプライアンス推進規程等を整備し、コンプライア
ンス委員会を設置した。同委員会において、毒・劇物の使用管理の適正化を図
るとともに、会議や出張の機会をとらえてコンプライアンスに対する職員の意
識高揚を図った。

（表１－７－３参照）

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。
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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 Ａ
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２）
評価Ｓの小項目数：３×２＝６点
評価Ａの小項目数：１４×１＝１４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：２０点

【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、９２３点（対前年比：１０７．８％）につい
つ、計画的かつ的確に実施する。 て、対照品種の選定、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 Ａ
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％（７６５点）以上
構築、電子化された栽培試験情報の Ｂ：目標値の８０％（６８０点）以上９０％（７６５点）未満
活用・共有等により、栽培試験終了 Ｃ：目標値の８０％（６８０点）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、７６５点(目標値の９０．０％)について栽培試験
イ 栽培試験業務の効率的な運営体 を実施した。また、８道県１０機関、１民間団体に３２点の栽培試験を委託し
制について検討した結果を基に実施 た。
体制を構築するとともに、８５０点 （表２－１－２参照）
程度の栽培試験を実施し「品種登録
迅速化総合電子化システム」の活用 ◇栽培試験結果の報告期間の短縮 Ａ
等により、栽培試験終了後平均して 指標＝当該年度における栽培試験終了後の平均報告期間
３ヶ月以内に農林水産省に結果を報 Ｓ：３ヶ月以内、かつ、特に優れた成果が認められた
告する。 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、多くの品種を担当する西日本農場と本所との業務分担の
見直し、西日本農場の増員等を進め、栽培試験終了後から栽培試験結果報告書
提出までの平均期間を２．９か月（前年度３．１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 ・センターにおいて栽培試験を実施したことがない種類について、必要性の高い
ニュアルを作成するとともに、病害 種類から栽培試験方法等の検討を行い、以下の５種類の植物について栽培を開
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抵抗性、機能性成分等の新たな項目 始した。
について、必要に応じて検定手法を おうごんかずら、ホイヘラ、バジル、サンヴィターリア、なつしろぎく
確立し、特殊検定マニュアルを作成
する。 【その他特記事項】
【年度計画】 ・栽培方法等の検討を精力的に進めた結果、対象植物を５種類拡大し、目標の２
ウ センターにおいて栽培試験を実 種類程度を２倍以上上回る達成状況となったためＳ評価とした。
施したことがない種類について、農
林水産省からの要請により必要性の ◇植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等 Ａ
高い種類から栽培方法等について検 指標＝当該年度に作成したマニュアル数
討を行い、２種類程度の栽培試験対 Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
象植物の拡大を図る。 Ａ：２種類以上

また、センターで栽培試験を実施 Ｂ：１種類
する種類で品種数の多いロベリア及 Ｃ：対象植物の種類の作成なし
び大豆について栽培・特性調査マニ 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
ュアルを作成する。 【事業報告】

・栽培・特性調査マニュアルの検討を行い、１種類（ロベリア）のマニュアル作
成を完了するとともに１種類（ペチュニア）のマニュアルを改正した。

・なお、大豆については、農林水産省において種類別審査基準の国際調和を図る
ための見直しが延期されたことから、今後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、６６種類５９８品種を新たに収集し、累計５,３９５品種（前年度：
は、当該植物の栽培試験実施状況等 ４,８５４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 必要度の高い きく ほうせんか
り、遺伝資源保存業務と一体的に実 を中心に２６種類３０９品種について新たに収集するとともに、今後の入手の
施する。 可否、品種の特性等を考慮し整理を行った。また、保存にあたっては、栽培試
【年度計画】 験対象植物の集約化計画に連動させるとともに、遺伝資源保存業務と連携して
エ 近年、品種の変遷等により入手 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
資源保存業務と一体的に実施する。

【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 Ｓ
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 ・ティアレラ、アルメリア等１７種類について審査基準案の作成に着手し、１８
類当たりの作成期間を平均１．５年 種類（１９年度からの継続分２種類、２０年度着手分１６種類）について審査
以内とする。 基準案を作成し、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 【その他特記事項】
審査に資するため、センターにおい ・目標の１５種類を２割上回る審査基準案を作成したことからＳ評価とした。
て作成する種類別審査基準案につい
ては、類似する種類の審査基準案を ◇新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮 Ａ
並行的に作成すること等により効率 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
的に実施し、新たにティアレラ、ア Ｓ：１．５年以内であり、かつ、特に優れた成果が認められた
ルメリア等１５種類程度の種類別審 Ａ：１．５年以内
査基準案の作成に着手するととも Ｂ：１．５年を越え２年以内
に、ＵＰＯＶ（植物新品種保護国際 Ｃ：２年を越える
同盟 、農林水産省、学識経験者等 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）
との連携を図り、１種類当たりの作 【事業報告】
成期間を平均１．５年以内とする。 ・ＵＰＯＶの審査基準を参考にするとともに、農林水産省及び学識経験者からな

る検討委員会において種類別審査基準案の検討を行い 平均作成期間９か月 前、 （
年度：７か月）で作成した。

【中期計画】
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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 －
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、 ・要請はなかった。
これまでに作成した技術的事項の国
際的基準に係る標準品種の選定等に
取り組む。

【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２０４品種、種菌１６品種について受入れ、適切な保存管理を行っ
凍結保存方法について調査を進め た。
る。 （表２－１－６参照）

・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１５
品種（前年度：３２品種）の試験保存に着手し、合計１９４品種を保管した。

【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 Ａ
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、病害虫
催し、試験実施上の問題点等の解決 対策等の栽培試験実施上の問題点について対応方策の検討を行った。
のため検討を行うとともに、ＯＪＴ なお、病害の発生等により栽培試験の継続が不可能となった品種は８種類２６
（オンザジョブトレーニング 、研 品種であった。）
修計画に基づく専門技術研修、栽培 （表２－１－７参照）
地の調査、専門家等からの意見の聴 ・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」に従って
取等を行う。また、これらの研修の ＯＪＴを実施した。
成果検証のための到達度把握を行 ・栽培試験の業務経験が１年以上３年未満の職員を対象に、初級専門技術研修を
う。 実施した。

・中堅職員を対象に、審査基準作成に係る専門的知識を付与するため審査基準作
成専門技術研修に加え、新たに栽培試験実施責任者としての能力を付与するた
めの中級者専門技術研修を実施した。

・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１４件（前年度２１件 、）
専門家への意見聴取を２１件（前年度６件）実施した。

・各研修の成果検証として、プレゼンテーション、レポートの提出及び総合討論
等による到達度把握を行った。

・栽培試験実施責任者の資質の確保と栽培試験業務の円滑な実施に資することを
目的として、新たに栽培試験実施責任者の資格要件を定め、栽培試験実施責任
者資格認定試験を実施した。

【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 ・四半期毎に、定期に栽培試験実施状況を整理し、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・均一性の問題に影響のある事項等につい
に、事案発生ごとの随時報告を中心 て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５項目（前年度は６項目）を追加し、育成
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権者等」という ）に提供する。 者権の侵害及び活用に関する２０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２－１－８参照）
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 東京都 仙台市 岡山市
及び分析を行い、１８年度に作成し 熊本市）で開催し、各県の普及指導員等７６名が参加した。研修会開催後、全
ホームページに掲載した育成者権の 国９ヶ所で育成者権に関する情報提供のためフォローアップ研修を実施し、
侵害及び活用に関するＱ＆Ａを充実 ４５８名が参加した。
する。 （表２－１－９参照）

・依頼に基づき育成者権に関する講演を全国２４ヶ所で行い、合計１，３４８名
が参加した。

（表２－１－１０参照）

【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３２件（前年度３３件）に対して、対抗
イ 育成者権者、公的機関その他育 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 （表２－１－１１，１２参照）
害及び活用に関する相談に対して、 ・よりきめ細かな対応と機動的な支援を行うため、新たに上北農場に品種保護対
対抗措置及び活用方法に関する助言 策役１名及び副品種保護対策役１名を併任発令し、全国５ヶ所１４名体制から
等を行うとともに、よりきめ細かな ６ヶ所１６名体制に増強した。
対応と機動的な支援を行うため、新 ・品種保護対策役の資質向上のため品種保護Ｇメン会議を開催するとともに、前
たに上北農場に品種保護対策役及び 年度に定めた品種保護Ｇメンの資格要件の規程に基づき、新たに任命した者に
副品種保護対策役を各１名配置（併 対して研修及び資格試験を実施した。
任）し、全国５ヶ所１４名体制を６
ヶ所１６名体制に増強する。

さらに、新たに任命された者に
対して品種保護Ｇメン研修及び資格
試験を実施し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 Ａ

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 ・品種類似性試験について５件（前年度４件）の依頼があった。
（ア）育成者権者、公的機関その他 （表２－１－１３参照）
育成者権の関係者からの依頼に基づ ・１８年度依頼分１件、前年度分１件を含む６件について試験を完了し、その結
き、育成者権を侵害した種苗等を判 果を３０日以内に施行した。
定するための品種の類似性に関する （表２－１－１３参照）
試験を迅速に実施するとともに、Ｄ
ＮＡ分析による試験の対象にナシを ◇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
追加する。 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なしを追加した。
（表２－１－１４参照）

【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
苗、物品等の証拠品を保管する寄託 【事業報告】
制度を創設し、育成者権侵害の立証 ・育成者権者からの依頼に基づき、１２件（前年度３件）の侵害状況記録を作成
を支援する。 し、１０件（前年度１０件）の寄託を受けた。
【年度計画】 （表２－１－１５，１６参照）
（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
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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該 ・要請はなかった。
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 Ｓ
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 ・茶の登録品種等のＤＮＡデータベースを作成し、これにより茶４８品種のＤＮ
試験を的確に実施するため、茶の登 Ａ識別が可能となった。
録品種等のＤＮＡ情報を分析し、デ （表２－１－１７参照）
ータベースを作成する。 ・農林水産省の委託事業「登録品種の標本・ＤＮＡ保存事業」を受託し、新たに

出願された栄養繁殖性品種のうち７４９品種について資料保存依頼書を受け付
け、３５４品種の凍結乾燥標本を作成し保存した。このうちＤＮＡ分析技術の
確立されている植物の９１品種についてＤＮＡを抽出し、凍結保存を行った。

・ＤＮＡ品種識別技術を権利侵害紛争の解決に活用する上で重要となる主要な既
存品種の標本・ＤＮＡの保存についてもセンター独自の取組みを開始した。

【その他特記事項】
・世界に先駆けて登録品種のオリジナル性を担保する新たな仕組みの構築に取り
組んだことからＳ評価とした。

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。
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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 Ａ。
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

【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】 ・ＩＳＴＡが実施する熟練度テストへの参加、検査職員の技能検定の実施等によ
（１）農作物（飼料作物を除く ） り技術能力の高位平準化を図った。。
の種苗の検査 （表２－２－１，２参照）
ア ＩＳＴＡの行う熟練度テスト、 ・２６０件の検査依頼のうち、依頼者の都合（輸出先からのＬ／Ｃナンバーの通
品質保証マニュアルに基づく技能検 知待ち）により報告を延期したもの１件（５２日）を除き、依頼検査のあった
定試験等による検査職員の技術能力 日から４２日以内に報告を行った。
の高位平準化及び事務処理の効率化
により、的確かつ迅速な検査を実施
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 ・種苗業者主催の技術研究会において、依頼検査項目へのカブ黒腐病の追加につ
に、業務の改善を図る。 いて要望があり、直ちに予備調査を開始した。

・クレームはなかった。

【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 Ａ
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６３点 １９年度：２５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い 依頼検査項目に追加した

検査要請に対応するため、前年まで
に開始した検査を確実に実施すると
ともに、１９年度に開始予定であっ
たキャベツの根朽病の検査を開始す
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 Ｂ
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及び種苗業者 Ａ：順調に進んでいる
がＥＣナショナルカタログへ品種登 Ｂ：概ね順調に進んでいる
録した種子の事後検定を実施すると Ｃ：不十分又は問題あり
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ともに、検査終了後、検査結果を適 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
切に報告する。 【事業報告】
【年度計画】 ・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。
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 ・年次計画に基づき６種類の野菜種子について記録の作成及びサンプルの保管状
業者の輸出用てんさい種子の品種の 況の検査を行った。また、７種類３５品種（１９年度：８種類２４品種）の事
証明に係る種子の検査依頼があった 後検定を実施し、うち３３品種について検定結果を速やかに報告した。
場合には的確かつ迅速な検査を実施 ・なお、実施農場への送付漏れから２品種について検定未了となり、試料の取り
し、検査結果の報告を行う。 扱い手順を定め再発防止を図った。

種苗業者がＥＣナショナルカタ （表２－２－３参照）
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、店頭検査手順の改善等について検討を行った。
の検討を行うとともに、検査職員の その結果を踏まえ店頭表示検査、指定種苗の集取及び品種純度検査に係る検査
質の向上を図るために、専門技術研 手順マニュアル（品質保証マニュアル）を作成した。
修、レフリーテストを実施する。ま ・専門技術研修として、ダイコン及びエンバク種子を材料にテトラゾリウム検査
た、検査を適切に実施するため検査 法について研修を行った。
手順マニュアル（店頭検査）等を作 ・発芽検査能力向上のため、引き続きレフリーテストを行った。
成する。 ・検査技術の向上のため、台湾で開かれたＩＳＴＡのワークショップに職員１名

を参加させた。

【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】 ・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し１７,７７６点の表示検査を行っ
（２）指定種苗の集取、立入検査等 た（１９年度１７,１３５点 。この結果、２９点（０.２％）に不完全表示が）
ア 指定種苗の表示検査（１５，０ あり、書面による改善報告を求めた。うち、農薬使用についての不完全表示は
００点程度／年度）について、流通 ０点であったが、適用外使用が疑われた５点について農林水産省に報告した。
段階も含めて農薬使用回数表示の検 （表２－２－４参照）
査を重点的に行うとともに、集取
（３，０００点程度／年度）を効果 ◇指定種苗の集取の計画的かつ的確な実施 Ａ
的かつ的確に実施し、検査結果を適 指標＝当該年度における集取点数
切に報告する。 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】
・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し、指定種苗３,００６点の集取を
行った（１９年度３,２０３点 。この結果、表示発芽率に満たないものが７８）
点（２．６％）あり、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：実施点数が当該年度計画の目標値の９０％以上であり、かつ、特にすぐれた） 、
病害検査、純度検査等の実施点数を 効果が認められた
増加させる。 Ａ：目標値の９０％（１４４点）以上
【年度計画】 Ｂ：目標値の８０％（１２８点）以上９０％（１４４点）未満
イ 指定種苗の生産等に関する基準 Ｃ：目標値の８０％（１２８点）未満
（平成１４年４月１日農林水産省告 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
示第９３３号 による検査において 【事業報告】） 、
品種純度検査は９種類１６０点、病 ・１１種類１６０点の品種純度検査を行った（１９年度９種類１６１点 。検査）
害検査は５種類１７０点、遺伝子組 を終了した７９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
換え種子検査は２種類３０点を行 ２点あり、書面による改善報告を求めた。
う。 （表２－２－６参照）

◇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：実施点数が当該年度計画の目標値の９０％以上であり、かつ、特にすぐれた
効果が認められた
Ａ：目標値の９０％（１５３点）以上
Ｂ：目標値の８０％（１３６点）以上９０％（１５３点）未満
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Ｃ：目標値の８０％（１３６点）未満
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
【事業報告】
・４種類５病害１７３点の病害検査を行った（１９年度１６９点 。この結果、）
１４点（８．１％）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：実施点数が当該年度計画の目標値の９０％以上であり、かつ、特にすぐれた
効果が認められた
Ａ：目標値の９０％（２７点）以上
Ｂ：目標値の８０％（２４点）以上９０％（２７点）未満
Ｃ：目標値の８０％（２７点）未満
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
【事業報告】
・とうもろこし３５点（１９年度３４点）について遺伝子組換え種子の混入検査
を行った。この結果、混入は認められなかった。

（表２－２－８参照）

【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検査を実施する国内流通種

えだまめ 遺伝子組換え種子の混入につい【年度計画】 子のうち、とうもろこし及び を対象に
ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の （１９年度とうもろこてモニタリング（とうもろこし３５点、えだまめ１２点）を行った

。その結果、混入は認められなかった。規制による生物の多様性の確保に関 し３４点、えだまめ１３点）
（ ）する法律 平成１５年法律第９７号

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、農林水産省に集取時期ごとの定 【事業報告】
期的な報告を行うとともに、事案発 ・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
生ごとに随時報告する。 に報告した。

・１９年度後期検査時に集取した種子のうち、発芽率が極端に低いものについて
直ちに農林水産省に報告した。その後、農林水産省の調査に同行し、種子の保
管条件、発芽検査方法等について助言を行った。

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。
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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 Ａ
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３）
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：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：２３点

【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％（５８，０３２袋）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％（５１，５８４袋）以上９０％（５８，０３２袋）未
需要に応じた供給を行う。 満

さとうきび原原種については さ Ｃ：生産計画数量の８０％（５１，５８４袋）未満、「
とうきび増産プロジェクト基本方 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
針 （平成１７年１２月２６日さと あった」
うきび増産プロジェクト会議決定） 【事業報告】
に即した安定生産に努めるととも ・平成２１年春植用ばれいしょ原原種は、生産計画数６４，４８０袋に対し６３
に、実需者のニーズを踏まえた側枝 品種６９，７９８袋（１０８．２％）を生産した。主産地の北海道で疫病及び
苗を配布する体制の整備を進める。 干ばつによる被害が発生したため規格外の活用を図ったが メークイン と、「 」、「
【年度計画】 うや」及び「きたひめ」の申請数量を充たすことができず申請数量に対する充
（１）ばれいしょ及びさとうきびの 足率は９９．３％となった。また、追加配布要望に対し、備蓄原原種から６品
増殖に必要な種苗の生産及び配布 種、計１２７．５袋を配布した。
ア 生産配布計画に基づき、以下の （表２－３－１参照）
とおり需要に応じた供給を行う。
平成２１年春植用ばれいしょ原原種 ◇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

６４，４８０袋 指標＝当該年度における秋植用ばれいしょ原原種供給量
平成２１年秋植用ばれいしょ原原種 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

３，１６０袋 Ａ：生産計画数量の９０％（２，８４４袋）以上
平成２１年春植用さとうきび原原種 Ｂ：生産計画数量の８０％（２，５２８袋）以上生産計画数量の９０％

９７４千本 （２，８４４袋）未満
平成２１年夏植用さとうきび原原種 Ｃ：生産計画数量の８０％（２，５２８袋）未満

１，３５１千本 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
さとうきび原原種については さ あった、「

とうきび増産プロジェクト基本方 【事業報告】
針 （平成１７年１２月２６日さと ・平成２０年秋植用ばれいしょ原原種は、生産計画数３，３３０袋に対し１０品」
うきび増産プロジェクト会議決定） 種３，８５１袋（１１５．６％）を生産し、全ての品種で申請数量を充たすこ
に即し、台風被害の軽減等により安 とができた。
定生産に努めるとともに、側枝苗に ・平成２１年秋植用ばれいしょ原原種は８品種３，１６０袋（１００．０％）の
よる配布について、原原種配布先と 生産が見込まれる。
の調整を行い、必要に応じ配布を行 （表２－３－１参照）
う。

◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要望に応じた供給 －
指標＝当該年度における茶原種供給量
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％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％（８７７千本）以上
Ｂ：生産計画数量の８０％（７８０千本）以上生産計画数量の９０％（８７７千

本）未満
Ｃ：生産計画数量の８０％（７８０千本）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】
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・平成２１年春植用さとうきび原原種は、生産計画数９７４千本に対し１６品種
１，０５３千本（１０８．１％）を生産し、全ての品種で申請数量を充たすこ
とができた。

（表２－３－１参照）

◇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 Ａ

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％（１，２１６千本）以上
Ｂ：生産計画数量の８０％（１，０８１千本）以上生産計画数量の９０％（１，

２１６千本）未満
Ｃ：生産計画数量の８０％（１，０８１千本）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２０年夏植用さとうきび原原種は、降雨や台風の影響があったが、発芽不
良に対する補植や台風通過前後の適切な管理により被害を 小限にとどめたこ
とから、生産計画数１，４３３千本に対し１６品種１，３９９千本（９７．６
％）の生産となり、全ての品種で申請数量を充たすことができた。

・平成２１年夏植用さとうきび原原種は、１，３５１千本の生産計画数を現在栽
培中である。

（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、ばれいしょ生育期間中のほ場での肉眼による病害検定
ょ萌芽率９０％以上及びさとうきび 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 ２０年秋植用ばれいしょ原原種：５～１１回
る。 ２１年春植用ばれいしょ原原種：５～８回
【年度計画】 （表２－３－２参照）
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、さとうきび生育期間中のほ場での肉眼による病害検定
うきびは発芽率８０％以上を満たす について、以下のとおり実施した。
ようにする。 ２０年夏植用さとうきび原原種：１３～１４回

２１年春植用さとうきび原原種：１２～１３回
（表２－３－２参照）

◇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】
・２０年秋植用及び２１年春植用ばれいしょ原原種の収穫直前の病害罹病率は、
全ての農場、品種で０．１％未満であった。

（表２－３－２参照）
なお、出荷した原原種に関する品質調査において、２農場（北海道中央農場、
後志分場）の一部品種でウイルス病を確認したことから、当該品種の配布先に
対して原種生産に際しての注意喚起を行った。

◇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】
・２０年夏植用及び２１年春植用さとうきび原原種の収穫直前の病害罹病率は、
全ての農場、品種で０．１％未満であった。

（表２－３－２参照）
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◇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

、 。維持・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
２０年秋植用ばれいしょ原原種：９４．８％
２１年春植用ばれいしょ原原種：９９．４％

◇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

、 。維持・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
２０年夏植用さとうきび原原種：９７．０％
２１年春植用さとうきび原原種：９６．１％

【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、原原種生産農場から定期的
ウ 原原種の生産見込数量の把握を 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、配布
適時に行い、収穫調製から配布数量 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 ・２０年秋植用ばれいしょ原原種：１．４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１２日に配布開始）
期に提示し、配布数量決定までに係 ・２１年春植用ばれいしょ原原種：１．４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２７日に配布開始）
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 ◇さとうきび原原種の配布の迅速化 Ａ
２か月以内とする。 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・甘蔗糖関係検討会や県で開催される種苗対策連絡会議に参加し、
需要動向の的確な把握に努めるとともに、原原種生産農場から定期的に報告さ
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。

・２０年夏植用さとうきび原原種：１．４ヶ月
（申請期限７月末に対し、９月１０日に配布開始）
・２１年春植用さとうきび原原種：１．３ヶ月
（申請期限１月１５日に対し、２月２３日に配布開始）

【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． ・１９年度アンケート結果に基づく２０年度改善計画に沿って業務の改善を着実
０以上を得るよう努める。 に実施した。
【年度計画】 ・２０年度についても農協、道県に対しアンケートを実施し、評価点の低い項目
エ 原原種の配布先である道県に対 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、
し、アンケート調査を実施し、アン ２１年度改善計画を作成した。
ケート成果に基づき次年度以降の原 （改善事例）
原種生産配布に関する改善計画を作 ・ばれいしょの品質改善
成して業務の改善を図るとともに、 病株抜取り技術の向上と抜取り回数の増加、再生葉の除去と野良いも対策の徹
クレームがあった場合には適切に対 底による無病性の向上。
処することにより、アンケート結果 明渠・暗渠の敷設や心土破砕による透水性の改善、土壌改良材の投入によるほ
で顧客満足度５段階評価の４．０以 場基盤整備の実施。
上を得るよう努める。 ・さとうきびの品質改善
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メイチュウ防除と病株抜取りの徹底。
台風等による倒伏対策の実施。

◇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。
・２０年春植用ばれいしょ原原種：４．２（１９年度：４．３）
・２０年秋植用ばれいしょ原原種：４．０（１９年度：４．２）
（表２－３－３参照）

◇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。
・２０年春植用さとうきび原原種：４．５（１８年度：４．５）
・２０年夏植用さとうぎび原原種：４．４（１８年度：４．４）
（表２－３－３参照）

◇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７件（１９
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、１９年春作産の種ばれいしょを長期貯蔵（１
する。 １月～８月）し、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、長期貯蔵したものは２～５㎝芽が伸長し、植付後の
萌芽が早く、株当たり茎数が多かった。また、４０ｇ～１９０ｇまでの原原種
規格の収量は、通常に比べニシユタカ９７％、セトユタカ８２％、農林１号及
びアイノアカ６９％、アイユタカ５４％、デジマ４５％、普賢丸３８％と品種
間に大きな差異があった。なお、貯蔵中の減耗は平均８．４％であった。
また、凍土低温貯蔵（氷室）による長期貯蔵法について秋植用品種で試験を開
始した。

【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 ・２０年秋植用ばれいしょ
行う また 試験研究機関と連携し ：２機関に８品種２，０４０ｋｇ。 、 、
有望系統等の段階から母本の無病 ・２１年春植用ばれいしょ
化、増殖特性の確認等を行うととも ：１６機関に７１品種１４，４３１ｋｇ
に、必要に応じて急速増殖を行う。 ・２１年春植用さとうきび

：１機関に１品種７，０００本
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◇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１７系統、増殖特性確認１１系統
・さとうきび：無病化１０系統、増殖特性確認１５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 Ｂ
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 ・アンケート調査や配布先調査によって、原原種の配布方法に関する実需者のニ
いもの安定的な生産方法について引 ーズを把握し、小粒種いもの配布要望のあった１団体に対し選別規格分けによ
き続き検討する。また、前年度まで る配布を打診したが、団体側の受入れ体制が整わなかったことから配布には至
の実証試験結果を踏まえ、実需者の らなかった。
要望に基づき、大型コンテナ等によ ・小粒種いもの安定的生産方法については、引き続き北海道農業研究センターと
る原原種の配布を行う。 の共同研究により、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

る茎数の増加等の予措技術について調査を行った。その結果、男爵薯、ユキラ
シャで強制芽欠き処理による有効性が見られた。

・フレコンバック、大型コンテナでの配布要望のあった十勝農場の一部の品種に
ついて要望どおり配布した。

【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

【事業報告】
ク 原原種生産担当者会議を開催 ・種苗生産部長等会議、検定技術検討会及び新増殖現地検討会を開催し、生産コ
し、原原種生産改善計画、生産コス ストの低減、新たな検定技術の導入等について検討するとともに、品質管理を
ト低減等に関する検討を行うととも 徹底するため、標準検査手順書の改訂及び品質マニュアルの作成に向けた検討
に、研修計画に基づいて専門技術研 を行った。
修を行う。 ・種苗生産専門技術研修（ばれいしょ）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の強化を図った。
・重要病害虫に対する危機管理体制を強化するため、ジャガイモシストセンチュ
ウ危機管理マニュアルを作成した。

【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 ・原原種の配布実績報告書について、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 績報告書を取りまとめ以下のとおり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 ２０年秋植用ばれいしょ原原種：１１月１４日
に、当該作物に係る各地域の情報を ２１年春植用ばれいしょ原原種： １月２９日
収集し、随時提供する。 ２０年春植用さとうきび原原種： ６月１９日

２０年夏植用さとうきび原原種：１１月２７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、２８．９トンの
【年度計画】 予備貯蔵を行った。
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生
産 ◇災害対策大豆用種子の生産及び予備貯蔵 Ａ
ア 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等 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
を活用して、災害時の代作用種子と Ａ：４．５トン以上
して、そば及び大豆の生産及び予備 Ｂ：４．０トン以上４．５トン未満
貯蔵（予備貯蔵量、そば２８トン／ Ｃ：４．０トン以下
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年度 大豆５トン／年度 を実施し 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、 ） 、
必要に応じて都道府県に配布する。 【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、５．５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 －
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】
・要請はなかった。

【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 －
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】
・要請はなかった。

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。
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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 Ａ
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：８×１＝８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：８点

【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 【業務報告】
研究成果を順次導入するものとす ・５つの重点調査研究課題について年次計画に従い実施するとともに、調査研究
る。 評価委員会における評価を踏まえ調査研究内容の見直しを行った。
【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 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）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 【業務報告】
を行うとともに、特にＳＳＲマーカ ・カーネーションについて、より識別力の高いＳＳＲマーカーを開発するため、
ー等を用いた科学的な対照品種の選 濃縮ライブラリー法により、１３種類のＳＳＲマーカーを作出した。本マーカ
定及び区別性の高精度化を可能とす ーを用い４１品種の識別を試みたところ、突然変異２品種を除く３９品種を識
る手法の開発を行う。 別することができた。なお、開発したマーカーは同様の研究を行っている機関

、 。 、【年度計画】 に提供し カーネーション品種識別法の開発に活用されることとなった また
ア 栽培試験関係 今後はマーカーの開発を行わず、データベースの充実を図ることとした。

（ア）品種識別のためのＤＮＡマー
カーの情報収集・開発

カーネーションについて、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 Ａ
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 【業務報告】

コメ及び小豆について様々な加工 ・ 独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所が開発した米飯の品種（
処理を加えて販売されている商品を 識別技術について、抽出条件を改良し、米飯１粒から効率的にＤＮＡ抽出が行

。 、 、使ってＤＮＡレベルで品種を識別す えることを確認した また 品種識別が可能な加工程度について調査した結果
る技術を確立する。 レトルトご飯等粒形が保持されている程度の加工であれば品種識別が可能であ

ったが、せんべいでは目的の増幅産物が確認できなかった。
・使用原料として「きたのおとめ」又は「しゅまり」の品種名が表示されている
あん加工品（つぶあん、こしあん、どら焼き、まんじゅう、大福、甘納豆、
中、羊羹）について、小豆共通プライマーと北海道立中央農業試験場が開発し
た「きたのおとめ」と「しゅまり」を特異的に検出するプライマーを用いて
ＤＮＡ増幅産物の検出を行った。この結果、全てのサンプルにおいて小豆共通
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プライマーの増幅産物が検出された。また、 中を除き「きたのおとめ」又は
「しゅまり」に特異的な増幅産物が検出された。一方、品種名の記載がない様
々な加工品をサンプルとして調査を行った結果、粒あんを除き小豆共通プライ
マーの増幅産物が検出されたが 「きたのおとめ」又は「しゅまり」に特異的、
な増幅産物は検出されなかった。

・本調査は本年度で終了し、今後妥当性の確認を行った後、センターのＤＮＡ品
種類似性試験の分析対象加工品へ追加することとした。

【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
イ 種苗検査関係 【業務報告】
○ 種苗伝染性病害の簡易な検定手 ・キャベツ根朽病について、ＩＳＴＡの検査法（ブロッター法）について実証試
法の開発 験を行い、依頼検査項目に追加した。

キャベツ根朽病について病原菌の ・ウリ類果実汚斑細菌病について、Ｓｗｅａｔ－ｂａｇ Ｓｅｅｄｌｉｎｇ法で
識別・同定基準の検討を行うととも 種子由来の病原菌を増菌し、これをＰＣＲ法又は選択培地で検出する高精度な
に、ウリ類果実汚斑細菌病の高精度 種子検査法を構築し、スイカ、メロン等の小粒ウリ科野菜種子を対象とした検
な種子検査法の確立、トマトかいよ 査プロトコルを作成した。

、 、う病について病原菌検出技術の比較 ・トマトかいよう病について 半選択培地を用いた振とう培養を行うことにより
検討を行う。また、エンドウモザイ ＩＳＨＩの検査法に比べ初期菌量の少ない試料でもかいよう病菌の増加がみら
ク病について病原ウイルスの分離・ れた。また、病原性確認試験用品種の選定試験を行い、１９品種の中から「大
同定と汚染種子の作出を行う。 型福寿 「ミニキャロル」及び「Ｍｏｎｅｙｍａｋｅｒ」の３品種を得た。」、

・エンドウモザイク病について、エンドウ、ソラマメ等を用いてモザイク病の症
状を示す株からウイルスを分離した。

【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 【業務報告】（ ）
技術、病害検定技術等を確立する。 ・ばれいしょの養液栽培について、噴霧耕法と漸次収穫法（嬬恋農場方式）との
【年度計画】 比較試験を行った。この結果、総収量では両方法間に違いはなかったが、収穫
ウ 原原種の生産及び配布関係 個数では、漸次収穫法が噴霧耕法の約３．７～５．９倍となっており、ミニチ
（ア）種苗生産のコスト低減に係る ューバー生産における有用性が確認された。
技術の開発 ・粉状そうか病の定量化方法について、おとり植物（トマト）を用いて競合

ばれいしょについて、器内増殖シ ＰＣＲ法と画像解析ソフトにより測定する方法を確立したが、測定に約１ヶ月
ステム及び施設内生産システムの効 を要することから業務への導入に向けより簡便な手法を検討することとした。
率的な技術並びに粉状そうか病の効 ・サトウキビモザイク病のウィルス２種（ＳｃＭＶ、ＳｒＭＶ）の検出精度を高
率的防除技術の確立、さとうきびに めるための検出プライマーを作出した。また、核酸抽出技術についても検討を
ついて、サトウキビモザイク病検定 行った結果、ＳｒＭＶ（農場周辺の主要ウィルス種）であれば、健葉に対して
技術及び側枝苗の水耕発根技術の確 病葉が１／２００であっても高感度に検出できることを確認した。今後、農場
立に向けた調査を行う。 のＳｒＭＶ集団検定技術として実用化を図ることとした。

・さとうきび側枝苗の水耕栽培における発根条件の検討を行った。この結果、液
温は平均３０℃を越えると根の成長が阻害されること、遮光率は５０%程度が
適当であること及び処理開始から２週目以降に定植可能なことが明らかとな
り、これらの成果を側枝苗生産に活用することとした。

【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。 【業務報告】
【年度計画】 ・昨年度開発した黒あし病の検定法を集団検定に活用するため、増菌試料の保存
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 条件（冷蔵・冷凍）と目的菌の生存率との関係について調査した。
管理技術体系の確立 ・青枯病のＥＬＩＳＡ法による検出を可能とするため青枯病の３菌種を抗原とし

細菌病に関し、ジャガイモ細菌病 て新たな抗血清を作製した。
を簡便かつ高精度に検出する手法の ・ジャガイモモップトップウイルスを高精度で検出する技術について、北海道農
開発を行う。また、ウイルス病に関 業研究センターからの指導を受け、農場の網室生産種子及び栽培土壌をサンプ
し ウイルス重複感染塊茎を作出し ルとして検定実施のための技術習得を行った。また、ＰＶＹ、ＰＶＳ、ＰＶＸ、 、
休眠塊茎からのウイルス検出条件調 およびＰＬＲＶの重複感染塊茎を作出し、休眠塊茎からの各ウイルスの検出可
査を行うとともに、ジャガイモモッ 能時期について調査した。
プトップウイルス（ＰＭＴＶ）に関
し、各生産農場の網室生産種子及び
栽培土壌を対象とした検定を行う。

【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 【業務報告】
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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。

（独）農業・食品産（２）調査研究担当者の業務運営能 ・ＧＭＯ検知技術に関する業務運営能力の向上を図るため、
業技術総合研究機構食品総合研究所に依頼研究員として担当者を派遣した。力の向上

調査研究担当者会議の開催（調査 ・複数のウイルスを高精度で一括検出が可能なマクロアレイによる遺伝子診断技
研究成果発表会を含む ）を通じ、 術を習得するため、北海道農業研究センターが行う講習会に参加した。。
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】

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を行う等緊密な連携を図る。 ・（
品種識別技術の開発と利用に関する研究」を実施した。
また、以下の共同研究を実施し、研究機関との連携を図った。【年度計画】
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（３）試験研究機関等との連携 ・「 、

斑細菌病の日本への侵入・定着防止技術の開発」を分担して実施した （ 独）試験研究機関等の持つ情報を収集 。（
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立花・野菜技術セ整理するとともに、センターの持つ
ンターとの共同研究）情報を積極的に提供する。また、セ
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、大規ンターが実施する調査及び研究につ ・「

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いて、試験研究機関等と協力して実
調査研究」等を分担して実施した （ 独）農業環境技術研究所との共同研究）施できる場合にあっては、試験研究 。（
｢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機関主催の研究会、シンポジウム等 ・
も生産に向けた種いも 」を分担して実施しへ参画するとともに、共同研究、協 予措技術と原種いも増殖技術の確立

（ 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定研究を実施する。 た。（
研究）

・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」を実施した （(株)ラ。

（独）農業・食品産業技術総ボ、(株)ニッピ、(株)エコニクス、北海道大学、
との共同研究）合研究機構北海道農業研究センター

に参画し、 ｢新たな・ ジャガイモシストセンチュウ簡易土壌検診技術の開発」「
簡易線虫検診法の種いも検査への適用性検証」を分担して実施した （北海道。
立中央農業試験場との共同研究）

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。
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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 Ａ

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：７×１＝７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：７点

【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 Ａ
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 ・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
する。 ジについて定期的に情報を更新した。
【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 ・種苗業者の研修要望に応じ、２社４名に対して指定種苗制度、発芽検査等につ
流通の推進を図る。 いての講義・実習を行った。
【年度計画】

、 、イ 種苗業者に対し 要望に応じて
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、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 ・センターのホームページに以下の事項を引き続き掲載し 内容の更新を行った
等に派遣し、技術指導を行う。 ①新品種紹介パンフレット
【年度計画】 ②ばれいしょ品種の形態及びウイルスの病徴
ウ センターが新たに生産及び配布 ③種苗生産配布技術指針
する原原種の増殖特性等の情報をパ ④さとうきび優良種苗普及のためのパンフレット
ンフレット、ホームページ及び配布 ⑤種ばれいしょの検定結果
先調査等により種苗生産農協等に提 ⑥シストセンチュウ検診結果
供する。また 「さとうきび増産プ ・また、ばれいしょ及びさとうきびの種子生産に関係する地域の各種協議会等に、
ロジェクト基本方針」に即し、種苗 参加し、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
生産者等に対し、病虫害・ほ場管理 めた。
等栽培管理に係る情報を提供し、要 また、国際ポテト年の各種イベントに参画し、ばれいしょ原原種の増殖体系を
望に応じて職員を技術講習会等に派 説明したほか、センターが生産している約６０品種のばれいしょを展示するな
遣し、技術指導を行う。 ど、ＰＲ活動を行った。
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・ばれいしょ加工適性研究会に出席し、普及が見込まれる有望系統の情報収集に
努めた。また、配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
病害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 Ａ
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DNA多型学会、園芸学会等で発表した。
等への掲載を行うとともに、学会、 （表２－４－１参照）
ホームページ等を通じて情報提供を ・平成２０年度調査研究実績報告・計画概要集を作成するとともに、ホームペー
行う。 ジに重点課題に関する課題等及び成果の概要を掲載した。

【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ＵＰＯＶ技術作業部会及びＩＳＴＡ年次総会等
積極的な参加を図る。また、ＩＳＴ の国際会議へ職員を派遣した。
Ａが行う熟練度テスト ＩＳＨＩ 国 （表２－５－１参照）、 （
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。
【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 ・欧州品種庁との栽培試験の実施方法の調和を図るため、農林水産省からの要請
一環として、栽培試験の実施方法の 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 ・審査協力協定に基づく活動の一環として、欧州品種庁の専門家による我が国の
ともに、同盟国の専門家を受け入れ 栽培試験実施状況調査を受け入れた。
る。 （表２－５－３参照）

【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。 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき、植物品種保護基礎研修
【年度計画】 （短期研修）及び植物品種保護担当者専門研修（長期研修）を実施し、１１名
ウ センターが持つ技術等を開発途 の研修員（短期研修９名、長期研修２名）を受け入れた。
上国等の専門家に移転するため、要 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき、品種保護制度及び審
請に基づいて職員を専門家として当 査・栽培試験方法等に関するワークショップ及び研修へ専門家として職員を
該国へ派遣するとともに、ＪＩＣＡ 派遣した（派遣国：インドネシア、ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシ
集団研修「植物品種保護」コースへ ア、派遣人数：各２名 。）
の協力を行う。 ・ＪＩＣＡからの要請に基づき、ＪＩＣＡ集団研修「植物品種保護」コースを実

、 （ ）施し １２名の研修員 うち２名は東アジア植物品種保護フォーラムの研修員
受け入れ、また国別研修「種子品質管理（圃場検査 」コースを実施し、研修）
員１名（ブルキナファソ）を受け入れた。

・そのほか依頼に基づき役職員の派遣を行った。
（表２－５－４参照）

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。
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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 Ａ
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：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

【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 ・平成２０年度農業生物資源ジーンバンク事業計画に基づき、栄養体の保存
査等を行う その実施に当たっては １０，８０８点、種子再増殖８８５点、特性評価２３，４５６点、種子の発芽。 、
気象災害等による保存植物の滅失を 率調査６，５６１点を実施した。
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 ◇重要度の高い植物の保存体制の強化 Ａ
体制の強化を図る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
【年度計画】 Ａ：順調に進んでいる
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 Ｂ：概ね順調に進んでいる
及び特性評価等の実施 Ｃ：不十分又は問題あり

独立行政法人農業生物資源研究所 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
が実施するジーンバンク事業の計画 【事業報告】
に沿って、植物遺伝資源の保存・再 ・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し、必要に応じて
増殖、特性評価、保存種子の発芽率 二重保存を行った。
の調査、遺伝資源の保存に関する調 ・各農場で保存している栄養体植物で、植物体の生育が不良な品種、収量の少な
査等を行う。再配置計画に沿った植 い品種、ジーンバンク事業において種苗管理センターのみが保存している品種
物遺伝資源の農場間の移管に当たっ などを中心に１１植物種類９９６点について二重保存を実施した。
ては 移管植物が活着するまでの間 （表２－６－２参照）、 、
移管元と移管先で二重保存するとと
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、適地適作の観点から遺伝資源の保存場所の検討
の作成により、遺伝資源保存業務担 を行った
当者の業務運営能力の向上を図る。 ・いぐさの栽培マニュアル、そば、いちじく、こうぞ及びみつまたの４植物の栽
【年度計画】 培・特性調査マニュアルを作成した。そば・いぐさ・いちじくの３植物につい
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 ては、それぞれ外部アドバイザーを招聘して現地検討会を開催し、栽培及び特
務運営能力の向上 性調査方法について技術の向上を図った。

遺伝資源担当者会議を開催し、遺
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 Ａ
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
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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中央農業総、
について検討を進める。 合研究センターが管理している作物研究所いも類無毒化施設の使用について関
【年度計画】 係機関と調整を行い、内諾を得た。また、無毒化事業の実施に向け、技術習得
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ に努めた。
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、
引き続き必要な施設・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。
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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】
・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 ・契約については一般競争を原則として競争性を高め本所で対応可能な契約につ
計画 いては全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立て、全農場へ情
【年度計画】 報提供し節減意識を高め効率化を図った。
１ 予算 ・施設整備費補助金による工事７件については全て自主施工とし、施設の構造及

平成２０年度予算 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。
（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、一般競争契

２ 収支計画 約とすることにより経費の節減を図った。
平成２０年度収支計画 ・業務移転した金谷農場をはじめ各農場の遊休機械の機能等を調査し、他の農場

（略） に管理換することにより効率的に利用した。
３ 資金計画 （表３－１～４参照）
平成２０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。
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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２０年度予算
（略）

２ 収支計画
平成２０年度収支計画

（略）
３ 資金計画
平成２０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。
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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。



- 40 -

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、 ・金谷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 要望のあった島田市と売却に係る協議を進めた。
る。 ・また、知覧農場の売却収入により業務の移管先の西日本農場等の施設の整備を
【年度計画】 引き続き行った。

金谷農場（静岡県島田市、２６，
１００㎡）について、業務の移管状
況等を踏まえ売却の手続きを進め
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。
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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 （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）
培試験用温室、原原種用保護網室等 【事業報告】
の施設、ばれいしょ収穫機、選別機 ・目的積立金の該当なし。
等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。
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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 ・北海道中央農場における新増殖養液栽培用温室の新築及び十勝農場と嬬恋農場
に行う。 における網室の改修により、ばれいしょの新品種については、生産・配布まで

の期間が短縮され、ニーズにあった原原種の生産を行うとともに一層の効率化
（表略） が図られた。
【年度計画】 ・胆振農場における品質管理棟の新築により、ばれいしょの効率的な増産が可能

業務の適切かつ効率的な実施の確 となり製品の収容能力と品質の確保が図られた。
保のため、業務実施上の必要性及び ・沖縄農場における側枝苗育苗温室の新築により、さとうきび側枝苗の増産が図
既存の施設・設備の老朽化等に伴う られた。
施設及び設備の整備・改修等を計画 ・胆振農場における高圧受電設備改修及び構内配線改修により、電力の安定供給
的に行う。 と電気保守作業の安全が図られた。

２０年度計画
（施設整備費補助金）
①培養系種子増殖温室及び増殖施設
（北海道中央、十勝、嬬恋）
②ばれいしょ品質管理棟（胆振）
③側枝苗育苗温室（沖縄）
④高圧受電設備及び構内配線改修
（胆振）

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。
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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 Ａ

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×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：３点

【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１２名(管理部門４名、
ア 既存業務の効率化を推進するこ 業務部門８名）について、強化が必要な本所管理部門(１名 、栽培試験業務等）
とによる人員の適正な配置を進め (８名）に振替を行うとともに、総人員３名の削減を行った。
る。 ・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の検討を着実に
イ 栽培試験等の業務量の増加、種 実施するため、理事長クラスによる３法人統合準備委員会、理事クラスによる
苗検査項目の拡大等、新たな課題へ ３法人統合検討打合せ会議に加え、課題に応じて作業グループを設置し、セン

、 、の対応に必要な人員を確保する。 ター内の組織体制検討委員会統合検討部会と連携をとりつつ 統合効果の検討
また、３法人統合に向けての検 各法人ごとの制度運用のすりあわせ等を行った。また、新法人の理念・ミッシ

討を着実に実施するための体制を構 ョン、新法人が担う業務の方向、新法人の組織及び運営の基本的考え方等につ
築する。 いて検討を行い、３月に「３法人統合に関する基本方針（案 」をとりまとめ）

た。

【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、前年度比１．２％、基準年。
（参考） 度（１７年度）比３．３％を削減した。

期初の常勤職員数 ・人員については期初の常勤職員数３２５人に対して３２２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

２０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

３２５人
年度末の常勤職員数の見込み

３２２人
人件費総額見込み

２，１０４百万円

【中期計画】
（３）人材の確保・養成 ◇人材の確保・養成状況 Ａ
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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 ・Ⅱ種農学の２０年度国家公務員試験合格者から採用することとして面接を行っ
との人事交流を計画的に実施する。 た （２１年４月６名採用）。

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、農林水産省及びその出
能力の向上等を図るための研修等の 先機関、試験研究機関等他の独立行政法人との間で転入１４人、転出１５人の
受講、必要な資格の取得等を計画的 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２０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。特に、栽培試験及び品種保護対策を担当する職員の資格
向上、業務の円滑な実施等に多大な 認定とリンクさせた新たな研修を設けるなど一層の人材育成に努めた。また、
貢献を行った職員に対しその功績を 会計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質の向上を図っ
表彰する。 た。

「業務改善努力に対する賞状の授与の実施について」に基づき社会的評価を高めた【年度計画】 ・
表彰を行った。（３）人材の確保・養成 事例について１件の

ア ２０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
進めるとともに、ＯＪＴの活用，企
業会計の習得等により、人材の育成
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。
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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（２０年度末現在）

農場等名 集約化計画の対象植物 １９年度移管分 ２０年度移管分 備考

八岳 スターチス、ベゴニア ベゴニアを金谷から 受入

受け入れ 完了

金谷 （ビンカ） ベゴニアを八岳へ、 ばら（鉢 、とうが 移管）

ビンカを西日本へ移 らしを西日本へ移管 完了

管

西日本 シクラメン、ほうせんか、 メロンを雲仙へ移管 グラジオラスを雲仙

ビンカ、ガーベラ、カリブラ ビンカを金谷から、 へ移管

コア、ペラルゴニウム、ばら ガーベラ、カリブラ ばら（鉢 、とうが 移管）

（切花 、ばら（鉢 、とうが コア、ペラルゴニウ らしを金谷から受け 受入） ）

らし ム、ばら（切花）を 入れ 完了

知覧から受け入れ

雲仙 いちご、メロン、 メロンを西日本か グラジオラスを西日

きんぎょそう、フリージア、 ら、きんぎょそう、 本から受け入れ 受入

グラジオラス フリージアを知覧か 完了

ら受け入れ

知覧 ガーベラ、カリブラ

コア、ペラルゴニウ

ム、ばら（切花）を 移管

西日本へ移管 完了

きんぎょそう、フリ

ージアを雲仙へ移管

表１－１－２ 品種情報データベース入力実績

１９年度 ２０年度 累計

画像情報(品種数) 669 382 7,105

定型情報データ(品種数) 3,751 362 17,476

種苗の入手先情報(件数) 11,871 3,425 59,844

品種特性情報(件数) 1,377 210 13,833

栽培試験情報(件数) 80 78 1,557

保存品種情報(品種数) 1,307 86 12,380

品種情報(品種数) 3,406 2,184 44,038

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

１９年度 ２０年度

本所 ５ ５

北海道中央 ２ ２

上北 ２

西日本 ３ ３

雲仙 ２ ２

沖縄 ２ ２

合計 ５農場１４名 ６農場１６名
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表１－３－１ ２０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

北海道中央 増殖温室を新築するほか網室を改修しフィールド養液栽培によるミニチ

農場 ューバー生産を拡大

十勝農場 網室を改修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 網室を改修し養液栽培によるミニチューバー生産を拡大

表１－３－２ 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） 単位あたり生産コスト（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 968,689 725,837 242,852 14,035 3,304 1,670

(95.4) (94.2) (99.0) (99.6) (104.2) (1,570)

さとうきび 177,863 137,594 40,267 76,441 17,277 1,427

(88.7) (85.3) (102.5) (93.3) (107.8) (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：単位あたり生産コスト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 規格外種子の原原種配布数量

区 分 配布品種数 配布数量 （袋） 価 格

規格外小 １１ ２３６ 原原種品種別価格×１．０

規格外大 ３ １９０ 原原種品種別価格×０．７

軽微な打撲等 ３ ９０１ 原原種品種別価格×０．７

合 計 延べ１２品種 １，３２７

表１－３－４ 余剰原原種及び規格外種子の種いも等としての販売数量

区 分 販売品種数 販売数量 （袋） 価 格

一般種子用 ４，９５２

余剰原原種 １０ １，６３４ 原原種品種別価格同額

規格外計 延べ１６ ３，３１８

規格外小 １２ １，５８５ 原原種品種別価格×１．０

規格外大 ６ ７７３ 原原種品種別価格×０．７

規格外混 ３ ９６０ 原原種品種別価格×０．６

環境浄化用 延べ１４ ３，６６６

原原種品種別価格×0.8×0.9規格外小 １１ ２，９５９

原原種品種別価格×0.8×0.7規格外大 ５ ３０９

原原種品種別価格×0.8×0.8規格外混 ４ ３９８

合 計 延べ２２品種 ８，６１８

注１：一般種子用は整理合理化計画に即し、新たに一般農家の種いもとして販売することとしたもの。

注２：環境浄化用は従来から原原種生産農場の周辺農家に配布し、病害の発生リスクを低減させるものである。
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表１－４－１ 主な評価結果とその次年度計画への反映状況

評価結果 次年度計画への反映状況

ばれいしょの粉状そうか病の検定技術は完成度が マニュアルを作成

高く、実用化に移すべくマニュアル化を図り、ほ

場での効率的な薬剤散布に活用すべき

さとうきび側枝苗の水耕発根技術について、効率 ほ場試験を実施

的な増殖法であると認められるものの、苗の品種

特性が変わらないことをほ場での栽培により確認

すべき

重点課題「農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識 ２２年度までの計画であったが、２０年

別技術の開発」について、所期の目標を達成 度をもって終了

表１－７－１ 随意契約見直し計画フォローアップ
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表１－７－２ 経費削減及び効率化目標との関係

（単位：百万円）

当中期目標期間基準年度

18年度 19年度 20年度区 分 （17年度）

金額 金額 前年度比 金額 前年度比 金額 前年度比

一般管理費 予算額 390 368 94.2％ 356 96.9％ 97.2.％346

（ ） （ ）95.5％ 96.1％

決算額 198 158 80.0％ 139 87.5％ 100.0％.139

（ ） （ ）83.7％ 88.8％

業務経費 予算額 302 298 98.9％ 295 98.9％ 99.2％293

（ ） （ ）98.9％ 99.0％

決算額 364 361 353 97.8％ 353 99.9％99.1％

（ ） （ ）98.5％ 98.9％

注１：予算の区分に従い作成した決算報告書によるものであり、人件費は含まない。

また、自己収入に係る経費は除いてある。

注２：前年度比欄の下段（ ）内は、基準年度からの年平均削減率である。

一般管理費 業務経費

表１－７－３ コンプライアンス委員会開催実績

開催日 議題

第１回 ８月２７日 ・コンプライアンス推進体制について

・他機関の取組み状況について

第２回 １１月２５日 毒・劇物の取扱いについて

第３回 平成２１年３月１９日 毒・劇物の取扱いに関するフォローア

ップについて
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表２－１－１ 栽培試験実施計画結果 単位：点数

１９年度 ２０年度

農林水産省からの通知による計画点数 Ａ ８５６ ９２３（ ）

当該年度計画点数（Ｂ） ８５６ ９２３

Ｂ／Ａ（％） 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 ２０年度

当該年度実施点数 ６９０ ７６５

委託試験（契約） ３５ ３２

（ 、（６県８機関、 ８道県10機関

１民間団体） １民間団体）

注：当該年度実施点数は、前年度及び当該年度に策定された計画のうち出願

取下げ等を除き、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。

表２－１－３ 栽培試験終了後の平均報告期間

１９年度 ２０年度

当該年度平均報告期間 ３．１ヶ月 ２．９ヶ月

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

了から農林水産省への報告までの平均期間である。
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表２－１－４ 栽培・特性調査マニュアル

１９年度 ２０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 ロベリア 2

ペチュニア（改正）

作成継続 きく（改正） 6 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） コリウス）

ペチュニア（改正） ばれいしょ

ロベリア カリブラコア

オステオスペルマム（改正）

中止 大豆（えだまめ （改正）る 5）

りとうわた（改正）

プリムラ（改正）

マーガレット（改正）

作成着手 るりとうわた（改正） 8 ディアスキア 4

コリウス ベゴニア（エラチオール）

ばれいしょ バーベナ

プリムラ（改正） ばら（改正）

ベゴニア

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 15 18

（ ）（ ）、 （ ）、 （ ） （ ） 、注1：大豆 えだまめ 改正 るりとうわた 改正 プリムラ 改正 及びマーガレット 改正 については

農林水産省において種類別審査基準の国際調和を図るための見直しが延期されたことから改正作業を中止し

た。

注2：ベゴニアについては、農林水産省においてエラチオールベゴニアの種類別審査基準の国際調和を図るための

見直しが行われたため、改めてベゴニア（エラチオール）として着手した。

表２－１－５ 対照品種保存点数の実施状況(カッコ内は１９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 66 598 157 5,395 26 57

(63) (577) (152) (4,854) (31) (225)

種 子 46 289 124 3,204 5 6

(39) (170) (122) (2,921) (10) (18)

種 菌 0 0 5 115 0 0

(0) (0) (5) (115) (0) (0)

栄養体種苗 26 309 52 2,076 21 51

(207)(30) (407) (50) (1,818) (22)

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。
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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１９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 49 204 185 4,037 0 0

(58) (251) (184) (3,833) (0) (0)

種菌 6 16 16 271 2 6

(6) (28) (16) (261) (2) (6)

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

きく ２ 保管中の挿し穂に黒変腐敗が発症 再試験

１ 提出された種苗に老化、褐斑腐敗が見られ、挿

し木後に症状が拡大

１ きくわい化ウイロイドの発生

ペチュニア ２ ウイルス病の発生 再試験

カリブラコア ６ 土壌酸度(pH)が高めであったことによる鉄欠乏

症の発生 再試験

１ ウイルス病の発生

スターチス １ 通常の栽培方法では十分な生育量が得られない 再試験

品種であった

シクラメン ３ 萎凋病の発生 再試験

カーネーショ １ 種苗提出の遅れ及び発根不良 再試験

ン ３ ウイルス病の発生

ダイアンサス ４ ウイルス病の発生 再試験

カランコエ １ 疫病の発生 再試験

計 ２６

表２－１－８ 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

１８年度 ９項目 記録書２，育種利用１，類似性３，先育成３

１９年度 ６項目 自家増殖３，業として２，仮保護１

２０年度 ５項目 自家増殖２，従属品種１，先願１，権利範囲１

合 計 ２０項目

表２－１－９ 知的財産権に関する専門研修の実績

年 度 専門研修 フォローアップ研修

会場 研修生数 実施回数 参加者数

１９年度 ４ヶ所 ８４名 ６回 ２２８名

２０年度 ４ヶ所 ７６名 ９回 ４５８名

合 計 ８ヶ所 １６０名 １５回 ６８６名
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表２－１－１０ 依頼に基づく講演の実績

年度 講演回数（回） 参加者数（名）

１８年度 ２１ １５６５

１９年度 １７ ５６７

２０年度 ２４ １３４８

表２－１－１１ 相談件数

１９年度 ２０年度

育成者権侵害に関する相談 ３３ ３２

情報提供実績 ５ ０

品種登録一般に関する相談 ３９ ４７

表２－１－１２ 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

１９年度 ５ ０ ５ ８ ９ ５ １ ３３

２０年度 １ １ ６ ４ １４ ２ ４ ３２

表２－１－１３ 品種類似性試験実績

単位：件

特性比較 比較栽培 ＤＮＡ分析 合 計

１８年度 ７ １３ ２ ２２

１９年度 ０ ３ １ ４

２０年度 ４ １ ０ ５

合計 １１ １７ ３ ３１

表２－１－１４ ＤＮＡ分析が可能な種類

導入した年度 種 類

１５～１６年度 いぐさ

１７年度 いちご

１８年度 おうとう

１９年度 茶、白いんげんまめ

２０年度 なし

表２－１－１５ 侵害状況記録実施

草花 野菜 果 樹 工芸作物 きのこ類 計

１８年度 ３ ０ ０ ０ ０ ３

１９年度 ２ ０ １ ０ ０ ３

２０年度 ４ １ １ ０ ６ １２
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表２－１－１６ 寄託の実績 カッコ内はうち更新数

草花類 果 樹 工芸作物 きのこ類 計

１８年度 ８ ０ ０ ０ ８

１９年度 １０(3) ０ ０ ０ １０(3)

２０年度 ４(3) ０ ０ ６ １０(3)

表２－１－１７ 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 ２０年度 合 計

茶 ４８品種 ４８品種

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

検査

０７－３ Ｂ Ａ Ａ

ダイコン

０８－１ ＢＭＰ Ａ Ａ ＢＭＰ

イタリアンライグラス

０８－２ Ａ (ＢＭＰ) Ａ

マツバボタン

注１：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。

注２：イタリアンライグラスはＩＳＴＡから送付された試料を取り違えたことが原因であり、その防止策として検

査手順をフロー図にし関係者に周知した。

注３：マツバボタンはＩＳＴＡから送付された試料に問題があると思われたことから、原因を調査しＩＳＴＡへ結

果を送付した。

表２－２－２ 依頼検査点数

１９年度 ２０年度

国内種子検査 ６１５ ７８１

国際種子検査 ２５９ ２９５

合計 ８７４ １,０７６
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ＥＣナショナルカタログ登録品種に係る検査表２－２－３
１９年度 ２０年度

記録の作成及び

サンプルの保管 ８種類７業者 ６種類７業者

検査

事後検定 ８種類２４点 ７種類３５点

注：２０年度事後検定のうち、２点は継続中。

表２－２－４ 指定種苗の表示検査点数

検査点数 不完全表示点数

（ ． ）食用作物種子 １６,３９５ ２３ ０ １％

（ ． ）花き種子 １,１２５ ０ ０ ０％

（ ． ）苗もの：食用作物 ２４６ ６ ２ ４％

（ ． ）苗もの：花き １０ ０ ０ ０％

合計 １７,７７６ ２９（０.２％）

表２－２－５ 指定種苗の集取点数及び発芽率検査点数

１９年度 ２０年度

集取点数 前期 １,４５４ （４３） １,４９４（５０）

発芽率検査点数 後期 １,７４９ （７１） １,５１２（２８）

合計 ３,２０３（１１４） ３,００６（７８）

注１：集取した種苗については全て発芽率検査を実施。

注２：カッコ内は表示発芽率に満たなかった点数

注３：前期は秋蒔きの種子の検査、後期は春蒔きの種子の検査である。

表２－２－６ 品種純度検査点数

アスパラガス １０

えだまめ ２０

かぶ １１

からしな ２０

キャベツ ２５（１）

たまねぎ ２０

とうがらし １５

トマト １５

にんじん １６

めキャベツ ３（１）

ゆうがお ５

合計 １６０（２）

注：カッコ内は検査が終了したもののうち、指定種苗の生産等に関する基準に満たなかった点数
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表２－２－７ 病害検査点数

１９年度 ２０年度

いんげんまめ炭そ病 ４６ （１） ４７（０）

えんどう褐斑病・褐紋病 ４０ （７） ４０（９）

にんじん黒斑病 ７１ （５） ７４（５）

ゆうがおつる割病 １２ （０） １２（０）

合計 １６９（１３） １７３（１４）

注：カッコ内は罹病種子が認められた点数

表２－２－８ 遺伝子組換え種子検査（とうもろこし）

１９年度 ２０年度

遺伝子の種類 Ｂｔ９、Ｂｔ１０ Ｂｔ９、Ｂｔ１０

検査点数 ３４ ３５

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 相当生産数量 達成率 申請数量 配布数量 達成率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

3,140 3,330 3,851 115.6 2,912 2,912 100.020年秋植用ばれいしょ原原種（袋）

(3,297) (3,370) (6,251) (185.6) (3,075) (3,075) (100.0)

62,331 64,480 69,798 108.2 64,552 64,098 99.321年春植用ばれいしょ原原種（袋）

(64,306) (67,130) (70,072) (104.4) (64,382) (64,188) (99.7)

－ － －21年秋植用ばれいしょ原原種（袋） 3,057 3,160 3,160 100.0

(3,140) (3,330) (3,851) (115.6) (2,912) (2,912) (100.0)

1,433 1,433 1,399 97.6 1,396 1,396 100.020年夏植用さとうきび原原種（千本）

(1,629) (1,629) (1,469) (90.2) (1,469) (1,469) (100.0)

974 974 1,053 108.1 997 997 100.021年春植用さとうきび原原種（千本）

(1,013) (1,013) (1,097) (108.3) (1,041) (1,041) (100.0)

－ － － － －21年夏植用さとうきび原原種（千本） 1,351 1,351

(1,433) (1,433) (1,399) (97.6) (1,396) (1,396) (100.0)

注１：２１年春植用ばれいしょ原原種には２１年５月の追加申請配布分１２７．５袋を含む。

注２：２１年秋植用ばれいしょ原原種の原原種等生産数量及び生産計画達成率は、生産見込み数量である。

注３：カッコ内は１９年度実績を示す。
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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(%)

20年秋植用ばれいしょ原原種 10～12 ５～11 0.000

21年春植用ばれいしょ原原種 ８～14 ５～８ 0.003

20年夏植用さとうきび原原種 14～19 13～14 0.002

21年春植用さとうきび原原種 12～20 12～13 0.005

表２－３－３ アンケート結果（カッコ内は１９年度）

農協等向アンケート

回答 送付 回収率 総合評価

農協等数 農協等数

春植用ばれいしょ 78 83 94.0％ 4.2

(79) (82) (96.3％) (4.3 )

秋植用ばれいしょ 20 20 100.0％ 4.0

(20) (20) (100.0％) (4.2)

春植用さとうきび 40 42 95.2％ 4.5

(42) (47) (89.4％) (4.5)

夏植用さとうきび 39 42 92.9％ 4.4

(42) (47) (97.9％) (4.4)

全 体 177 187 94.7％

(187) (196) (95.4％)

表２－３－４ クレームの内容と対応

内 容 対 応

乾腐病類似症状による腐敗 現地調査及び配布先との協議の結果、代

（３件） 替品を配布することとした。

種いも切断後の腐敗（２件） 現地調査及び配布先との協議の結果、代

替品を配布することとした。

萌芽不良（１件） 原因を調査したところ、カルシウム不足

が疑われたことから、土壌改良資材の施

用等による改善策を図ることとし、配布

先にその旨説明した。

黒あざ病塊茎の混入（１件） 現地調査及び配布先との協議の結果、種

いも消毒等の実施をお願いした。
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表２－４－１ 研究成果の発表等

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

Preparation of Guideline for Method Validation ofDNA Takeshi Sugisawa, Nobuyoshi Takahashi* UPOV - BMT (WORKING GROUP ON BIOCHEMICAL AND

Identification for the Enforcement of PBRs MOLECULAR TECHNIQUES AND DNA PROFIL-ING IN

PARTICULAR) スペイン 2008.9

Influence of the seed treatment with peroxyacetic acid Masatoshi SATO,Akiko SUZUKI ISHI-Veg meeting フランス 2009.2.4-6国
for the BFB bacteria detection in watermelon seeds際

学
Development of SSR Markers and Their Application Tetsuya Kimura, Toshiya Yamamoto* and UPOV - 11th BMT スペイン2008.9会
for Identification in Rose Yoshiyuki Ban

SOIL DIAGNOSIS BY DETECTION OF POTATO MOP-TOP Takato Nakayama*, Tatsuji Hataya*, Shogo 7th IWGPVFV SYMPOSIUM ドイツ 2008.9

VIRUS USING BAIT PLANT BIOASSAY AND Tsuda*, Hideaki Fuwa, Motoshige Shimizu*,

RT-PCR-MICROPLATE HYBRIDIZATION Motoyuki Mori* and Tetsuo Maoka*

オウトウのDNA品種識別技術の妥当性確認 杉澤 武 高品 善* 山本 俊哉* 松元 哲* 日本DNA多型学会 第17回学術集会抄録集 p14， ， ， ，

内藤 成弘*，安井 明美*，大川 雅央， 2008

田平 雅人，丸山 惠史

オウトウ品種の不法流出・増殖に対応したDNA鑑定 高品 善*, 石黒 亮*,木村鉄也, 山本俊哉* DNA鑑定学会シンポジウム 横浜 2008

ジャガイモ黒あし病菌3種のELISAおよびPCRによる識別 田中文夫*，不破秀明，堀田光生* 平成20年度日本植物病理学会大会 島根 2000.4国
内

PCRおよびELISAを用いたジャガイモ黒あし病菌3種の保菌塊茎 田中文夫*，不破秀明，堀田光生* 平成20年度日本植物病理学会北海道部会学
からの検出 札幌 2008.10会
PCRおよびELISAを用いたジャガイモ輪腐病菌の保菌塊茎からの 不破秀明，田中文夫* 平成20年度日本植物病理学会北海道部会

検出 札幌 2008.10

バレイショ全粒種いも生産に向けた種いも予措技術の開発 辻哲正，天野克幸，三澤孝，宮崎兼嗣，森元幸* 平成20年度日本育種学会・日本作物学会

（１）貯蔵期間中の温度処理と欠芽の効果 北海道談話会 札幌 2008.12

種いも伝染性病原細菌のジャガイモ塊茎からの簡易検出法の開 田中文夫*，不破秀明，堀田光生* 平成21年度日本植物病理学会大会山形 2009.3

発

メンブレンフィルター免疫染色法を利用したスイカ種子からの 松浦貴之*，白川 隆*，佐藤仁敏，井上康宏*， 日本植物病理学会報 74:153-156（2008）

スイカ果実汚斑細菌病菌の検出と分離 畔上耕児*

Development of SSR Markers in Carnation Tetsuya Kimura, Masafumi Yagi*, Chikako J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78 (1):

( ) Nishitani*, Takashi Onozaki*, Yoshiyuki Ban 115–123. 2009.Dianthus caryophyllus

and Toshiya Yamamoto*

Estimation of Ploidy Levels and Breeding Masafumi Yagi*, Tetsuya Kimura, Toshiya J. Japan. Soc. Hort. Sci. (in press). 2009

Backgrounds in Pot Carnation Cultivars Yamamoto* and Takashi Onozaki*論
Using Flow Cytometry and SSR Markers

Identification of Parent-offspring Relationships Yutaka Sawamura*, Norio Takada*, Toshiya J. Japan. Soc. Hort. Sci. 77 (4):文
in 55 Japanese Pear Cultivars Using S-RNase Alleleand Yamamoto*, Toshihiro Saito*, Tetsuya Kimura 364–373. 2008.

SSR markers

and Kazuo Kotobuki*

カーネーション連鎖地図へのSSRマーカーのマッピング 八木雅史*, 木村鉄也,朝野尚樹, 山本俊哉*, 園芸学会研究第7巻別(1) p405 2008

小野崎 隆*

ポットカーネーションの倍数性と育種的背景 八木雅史*，小野崎 隆*， （独）農研機構花き研究所 主要成果情報集 2008

山本俊哉*，木村鉄也

ジャガイモの種いも伝染性細菌病の特徴と簡易保菌検定法 堀田光生*，田中文夫*，不破秀明 植物防疫２月号（2009）

注：氏名の＊印は、種苗管理センター以外の者である。
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表２－５－１ 職員の派遣実績

組織名 国際会議名 派遣人数 派遣国 派遣期間

ＵＰＯＶ ＴＷＯ（観賞植物及び林木技術 ２ オランダ 6月8～15日

作業部会）

ＴＷＶ（野菜技術作業部会） １ ポーランド 6月21～29日

ＴＷＡ（農作物技術作業部会） １ 南アフリカ 7月14～19日

ＴＷＣ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及び自動化に ２ 韓国 8月28～9月6日

関する技術作業部会）

ＩＳＴＡ 年次総会 １ イタリア 6月15日～20日

理事会 １ ザンビア 平成21年2月9日

～13日

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） ２ フランス 平成21年2月4日

～6日

ＩＳＯ TC34（食品専門委員会）/SC16国 １ アメリカ 11月10日～15日

際会議

表２－５－２ 審査協力に係る職員の派遣実績

機関名 担当専門家 実施農場 調査対象植物 受け入れ期間

欧州品種庁 ウエグナー審査官、 西日本農場 ペチュニア、 6月24～26日

シュルツ審査官 カリブラコア

ウエグナー審査官 雲仙農場 バーベナ 6月27日

表２－５－３ 審査協力に係る専門家の受入れ実績

機関名 担当専門家 実施農場 調査対象植物 受け入れ期間

欧州品種庁 ウエグナー審査官、 西日本農場 ペチュニア、 6月24～26日

シュルツ審査官 カリブラコア

ウエグナー審査官 雲仙農場 バーベナ 6月27日

表２－５－４ 依頼に基づく役職員の派遣実績

案件 派遣先 派遣者 派遣期間

植物品種保護制度に関する講演 台湾 業務担当理事 6月22日～28日

品種保護対策課長

種子伝染性病害検査を主とした種 台湾 本所種苗検査役 10月20日～24日

子検査に関する講演

ＪＩＣＡ短期専門家 モンゴル 上北農場種苗生産専門役 7月1日～25日

日中農業技術交流グループ 中国 本所品種保護対策役 21年2月17日～19

日

台湾国際蘭展国際植物品種保護検 台湾 理事長 21年3月5日～10日

討会 業務調整部長
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表２－６－１ 遺伝資源業務実施状況

（カッコ内は１９年度実績）

計 画 実 績 達成率

栄養体保存点数 10,893点 10,808点 99.2%

(10,734点) (10,705点) (99.7%)

種子増殖点数 900点 885点 98.3%

(910点) (878点) (96.5%)

一次特性 20,290点 20,092点 99.0%

特 調査項目 (20,531点) (20,100点) (97.9%)

性 二次特性 2,488点 2,212点 88.9%

調 調査項目 (2,389点) (2,377点) (99.5%)

査 三次特性 1,150点 1,152点 100.2%

調査項目 (1,580点) (1,476点) (93.4%)

種子の発芽率調査 6,000点 6,561点 109.4%

(6,000点) (6,244点) (104.1%)

表２－６－２ 二重保存の実施状況

17年度 18年度 19年度 20年度

植物種類 10種類 11種類 13種類 11種類

品種数 898点 999点 1,308点 996点

表３－１ 【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

20年度 6 54,748 損害保険、農薬肥料等

表３－２ 【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

20年度 1 1,386 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（中央）

表３－３ 【レンタル実績】

件数 契約金額(千円) 機器名

18年度 27 5,191 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

19年度 21 4,701 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

20年度 33 3,732 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等
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表３－４ 【管理換実績】

機械名 渡農場 受農場 取得予想金額（千円)

小型貨物自動車 金谷 西日本 1,117

ホイルトラクター 金谷 西日本 2,400

ショベルローダー 金谷 西日本 1,586

バックホー 金谷 西日本 979

ロータリーハロー 金谷 西日本 581

運搬車（管理機） 金谷 西日本 160

金谷 雲仙 830茎葉粉砕機

小型貨物自動車 金谷 八岳 1,530

金谷 八岳 399脱穀機

運搬車（管理機） 金谷 八岳 160

モアー 八岳 嬬恋 1,008

ホイルトラクター 八岳 嬬恋 5,960

フォークリフト 八岳 嬬恋 2,294

茎葉処理機 八岳 後志 1,800

貨物自動車 八岳 胆振 1,800

シードドリル 八岳 上北 1,339

ローターベーター 八岳 西日本 739

フォークリフト 嬬恋 八岳 1,675

ホイルトラクター 嬬恋 後志 6,922

スピードスプレヤー 中央 西日本 2,262

21台 35,541


