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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（嬬恋農場）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 5項目、Ａ評価 98項目、Ｂ評価 3項目、評価対象外 14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21年度事業は 大項目について全てがＡ評価となっており 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 における指摘事項に対しても的確な対応がなされている さらに業務実績に対して 独「 」 。） 。 、「
（ （ 「 」））」立行政法人の業務の実績に関する評価の視点 平成22年５月31日 政策評価・独立行政法人評価委員会 以下 政独委

及び「平成21年度業務実績評価の具体的取組について（平成22年5月31日 政独委 」並びに「平成20年度における農林水）
産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について（平成21年12月９日 政独委 」を踏まえ）
て総合的に勘案したところ、中期計画の達成に向けて順調に行われている（Ａ評価）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 人件費の削減にかかわらず、業績上向きであるのは、職員のモチベーションが高く維持されていることによると思わ

れる。理事長の的確な采配とこれによる組織の機動力の発揮がそれを可能にしていると評価できる。
② 種苗生産の効率化に向けて、ばれいしょ原原種の培養系母本をもとにした急速増殖技術を活用した生産体系の実用化

・導入は順調に進んでいるが、培養変異を十分チェックするシステムを整備し、品種の純粋性の維持に注意していく必
要がある。

③ さとうきび原原種生産のコスト低減努力は認められるが、一般栽培の作付け面積の増加にもかかわらず、県からの原
原種申請数量の減少から単位当たりコストは前中期目標期間末の水準を上回ることとなっており、国・自治体の関係部
局と連携して申請数量を適正なものにする必要がある。

④ 効率化による経費の削減について、肥料価格の高騰による業務費の不足が見込まれる中で、一般管理費については優
先度の高い項目に限定して支出するとともに、業務経費についても農業用資材の一括調達や資材費全般の節減に取り組
んだことにより、着実に進められていることは評価できる。

⑤ 整理合理化計画に即して設置したコンプライアンス委員会において、コンプライアンス基本方針を策定している。ま
た、行動規範を策定し、職員に周知する等、内部統制機能の強化に取り組んでいる。

〔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 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験業務について
ア 栽培試験方法等の検討を精力的に進めた結果、対象植物を18種類拡大し、目標の２種類程度を大きく上回る達成状
況となっている。

イ 栽培試験対象植物種類数の拡大に合わせ保存する対照品種については、新たに目標の2倍以上の809品種の拡大を図
っている。

ウ 新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮に向けて、現地調査の活用による効率化に取り組んだ結果、目標の
1.5年以内を大幅に上回る８か月となっている。
これらの実績は栽培試験業務の質の向上に資するものであり、高く評価できる（それぞれＳ評価 。）

② 品種類似性試験については、日本で育成されたいぐさ品種（ひのみどり）が中国で無断増殖されたうえで日本へ輸入
される懸念があるとの農林水産省の注意喚起により、短期間に多数の試験依頼が集中した。これに対し、業務横断的な
チーム体制により機動的に対応した結果、依頼のあった82件全てについて結果を30日以内に依頼者に報告することがで
きた。これは育成者権侵害対策の強化に資するものであり、高く評価できる（Ｓ評価 。）

③ 種苗検査の適切な実施に向けた検査手順マニュアルの作成について、目標の純潔種子率検査及び発芽検査の２つのマ
ニュアルに加えて、検査計画策定、含水量検査及び病害検査の３つのマニュアルを作成するとともに、品種純度検査の
マニュアルについても改正を行っている。これは種苗検査業務の質の向上に資するものであり、高く評価できる（Ｓ評
価 。）

④ ばれいしょ原原種の配布に当たって、植物防疫法の検査とは別に原原種の品質について自主検査を行い、配布先の種
いも生産者に検査結果の提供を行ってきているが、種いもの品質管理に極めて有用なものであることから、引き続き情
報提供に努められたい。また、ウイルス等の問題が発生した場合には、早期の原因究明と対策についても、引き続き取
り組まれたい。

⑤ 原原種の配布先である道県に対し、アンケート調査を毎年度実施し、クレーム処理も適切に行っていることは評価で
きるが、アンケートへの記入が容易となるよう、回答様式の改善を図られたい。

〔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いる。経費節減の取組みとして、一般競争を原則とする契約、一括契約による効率的

な執行等を行っている。また、資金配分については、本所において、農場からの個々の要求内容を精査し、センター予算
全体を調整したうえで配分する方式により、選択と集中が可能となっている。

〔４ 短期借入金の限度額〕について
平成21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
金谷農場の資産の売却及び業務移管先の西日本農場の施設整備について、適切に進められている。

〔６ 剰余金の使途〕について
平成21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。
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〔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
計画的な施設整備により、業務の適切かつ効率的な実施が図られている。

〔８ その他センター業務に関する指摘事項〕について
「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」に基づく評価

① 保有資産の管理・運用について
（ 、 ） 、 、 、 、センターが所有する実物資産 庁舎やその敷地 ほ場 について 保有目的 用途 利用率等について検証した結果

これらは業務の実施に必要不可欠なものであり、有効に活用されていた。なお、財務諸表において胆振農場の保護網室
の減損が認識されているが、これは、ばれいしょ原原種増殖体系の変更に伴うものであり、業務の効率化の結果である
と認められる。

② 人件費管理について
ア 給与水準について、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98.3であり、適正な
水準となっている。

イ 人件費(退職金及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）について、種苗生産部門等の要。
員の合理化等により、決算額比で、基準年度比3.5％の削減となっている。中期計画における削減目標（５年間で５
％以上削減）に即した年次別削減計画に沿っており、順調に推移しているといえる。

ウ 法定外福利厚生費については、健康診断費、永年勤続表彰記念品、弔事用生花等の慶弔関係費用等に支出されてい
るが、互助組織費用やレクレーション費用等は支出されておらず、国の取り扱いに準じており、適正と認められる。

③ 契約について
ア 契約に係る規程類

総合評価方式や複数年度契約に関する規定について契約事務取扱規程において明確に定められている等 「独立行、
政法人における契約の適正化について（依頼 （平成20年11月14日総務省行政管理局長事務連絡）において要請され）」
ている事項について的確に措置されている。

イ 契約事務手続に係る審査体制
契約手続きに際しては、契約監視委員会及び技術評定委員会並びに監事による契約書類（競争契約における入札書

類等関係書類を含む）のチェックが定期的に行われている。
また、審査結果や監事による監査結果は理事長に報告され、これらの審査の実効性が確保されるよう努めていると

認められる。
ウ 随意契約見直し計画

契約については、随意契約見直し計画に基づき、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
ととしている 中期計画初年度である平成18年度に締結された競争性のない随意契約21件、118百万円のうち、引き。
続き競争性のない随意契約となっているものは３件、16百万円（平成21年度契約額）となっている。なお、３件の内
訳は、官報公告、土地借料、電気料であり、直ちに競争性のある随意契約に移行することは困難であることから、見
直し計画の達成に向け着実に取り組まれていると判断する。

（ア）一般競争入札における一者応札・一者応募について
無駄削減プロジェクトチームの設置 「一者応札・一者応募に係る改善方策」の策定・公表（８月 、入札公告期、 ）

間等の十分な確保を図る取組等が行われた結果、一般競争入札（企画競争入札を含む）による契約55件のうち、一
者応札・一者応募となった契約は６件（11％）となり、平成20年度と比較して減少しており、改善が図られたと評
価できる（平成20年度は一般競争契約の48件のうち、一者応札・一者応募は10件（21％ 。））

なお、一者応札となった主な要因として、契約内容及び契約を締結する地域事情等により、入札に参加可能な業
者そのものが少なかったことが考えられる。

（イ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （平成21年11月17日閣議決定）に基づき法人が行うこととさ） 」
れた点検及び見直しの取組状況

監事と外部有識者をもって構成する契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約の見直しの徹底、さらには
一般競争入札等について、真に競争性が確保されているか、点検、見直しが行われている。今後は点検結果を踏ま
えて、契約について一層の競争性の確保に努められたい。

④ 内部統制の充実・強化について
上記２－〔１〕－①及び⑤に記載のとおり。

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
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○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
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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（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：５×１＝５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： 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
ア 平成18年度中に、北海道中央農 Ａ：順調に進んでいる
場及び嬬恋農場における栽培試験業 Ｂ：概ね順調に進んでいる
務を八岳農場に、久留米分室におけ Ｃ：不十分又は問題あり
る栽培試験業務を西日本農場にそれ 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
ぞれ移管する。また、西日本農場の
拠点化を進め、職員等の重点的な配 【事業報告】
置を行う。さらに、西日本農場にお ・西日本農場において、職員６名を増員するとともに、栽培試験温室の整備を図
ける栽培適性等の検討を行い、金谷 り、拠点化を進めた。
農場及び知覧農場の栽培試験業務に
ついて、可能なものから早期に西日 ◇栽培試験対象植物の集約化 －
本農場に移管するとともに、栽培試 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
験対象植物の集約化を推進する。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる

（１）農林水産植物の品種登録に Ｃ：不十分又は問題あり
係る栽培試験 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
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。 【事業報告】

・栽培試験対象植物の集約化については、平成20年度に措置済み。

【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
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 対照品種の選定、出願品種の栽 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
培に適したほ場の選択等を的確かつ
迅速に行うため、品種情報データベ 【事業報告】
ース ・品種情報データベースに新品種等の情報を追加入力した。の充実を図るとともに、「知的財

（表１－１－１参照）産課電子情報処理組織」のデータの
・対照品種の選定や品種特性を考慮した試験実施場所の選択等において 「知的活用を検討する。 、
財産課電子情報処理組織」のデータを活用した。

【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
集実施要領に基づき、前年度の２月 【事業報告】
末日までに栽培試験の委託先の公募 ・出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領に基づき、平成21年２月に平成21年
を行うとともに、中立公正性、秘密 度に栽培試験を実施する３種類20品種について、植物の種類毎に委託先を公募
保持の確保等に留意しつつ、応募者 し、選考の結果、３事業者に委託した。
の適格性等について十分に審査し、 （表１－１－２参照）
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
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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】
エ 報告書作成支援システム等と 【事業報告】
「知的財産課電子情報処理組織」を ・全ての栽培試験について 「知的財産課電子情報処理組織」を活用して特性調、
連携して活用し、特性調査データの 査データの入力から報告書作成までを行い、効率化を図った。
入力から報告書作成までの効率化を
図る。

【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。
【年度計画】 【事業報告】
（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して全国的に機動的な対応を行うため、新たに八岳
促進 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６ヶ所から７ヶ

育成者権侵害の相談等に対して全 所体制とした。
国的に機動的な対応が可能となるよ （表１－１－３参照）
う、併任発令により品種保護対策役
等を新たに八岳農場に配置し、全国
６ヶ所体制を７ヶ所体制とする。
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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け Ａ：順調に進んでいる
る種苗検査業務を西日本農場に移管 Ｂ：概ね順調に進んでいる
し、本所、北海道中央農場及び西日 Ｃ：不十分又は問題あり
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】
該当なし 【事業報告】

・種苗検査業務の集約化については、平成18年度に措置済み。

【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６３条に基づく指定種苗 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
の集取について、平成18年度中に久 Ａ：順調に進んでいる
留米分室における業務を西日本農場 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に移管するとともに、検査実施農場 Ｃ：不十分又は問題あり
以外の農場における職員の活用によ 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 集取の分担地域の見直しを行う
また 集取した指定種苗の発芽検査 【事業報告】、 、
遺伝子組換え種子検査等について、 ・東北地方での指定種苗の表示検査及び種子の集取について、北海道中央農場か
役割分担を進める。 ら本所に移管し、検査を実施した。
【年度計画】
○ 指定種苗の集取、立入検査等、
平成20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、東北地方の指定種苗の集取を
北海道中央農場から本所に移管す
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３）
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）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
し、大規模・少品種生産農場と小規 【事業報告】
模・多品種生産や新品種急速増殖等 ・急速増殖によるミニチューバーを生産する農場を北海道中央農場、十勝農場及
を行う農場への役割分担を進めると び嬬恋農場の３農場とし、これら３農場で生産されたミニチューバーを用いて
ともに、八岳農場で実施している業 原原種を生産する農場を後志分場、胆振農場及び上北農場とする等の生産計画
務を早期に他農場に移管する。 を作成し、当該計画に即した生産を行った。
【年度計画】 （表１－３－１及び２参照）
（１）ばれいしょ及びさとうきびの
増殖に必要な種苗の生産及び配布 ◇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 －
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
業務については 生産農場の地理的 Ａ：順調に進んでいる、 、
気象的条件及び実需者の要望、保有 Ｂ：概ね順調に進んでいる
施設等を考慮し、増殖方法の変更、 Ｃ：不十分又は問題あり
品種構成及び役割分担を含めた生産 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
計画の作成を行い、当該計画に即し
生産業務を行う。 【事業報告】

・八岳農場のばれいしょ原原種の生産・配布業務の他農場への移管については、
平成20年度までに措置済み。

【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
を進めるとともに、原原種生産配布 【事業報告】
技術指針についても、新技術体系に ・後志分場、胆振農場、十勝農場及び上北農場において、網室生産に替わりミニ
対応して必要な見直しを行う。 チューバーを用いた生産体系に切り替えた。これにより前年度に切り替えた北
【年度計画】 海道中央農場及び嬬恋農場と合わせて、センターでの全ての原原種生産をミニ
イ ばれいしょ原原種生産において チューバーを用いた生産体系とした。
は、需要の変化に即応した、より迅 （表１－３－１及び２参照）
速かつ効率的な原原種生産を行うた ・ミニチューバーを用いた生産体系への切換えに伴い、標準検査手順書の見直し
め 原原種増殖体系の見直しを行い を行うとともに、原原種生産配布技術指針の見直しを進めた。、 、
従来の網室生産に代わり、培養系母
本をもとにした急速増殖技術を用い
た、ミニチューバー生産に切り替え
る。また、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
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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】
ウ 関係者による協議会の結果等を 【事業報告】

（ 。 「 」踏まえ、民間企業が作出した早期普 ・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
及品種の種いも ハウスチューバー という ）に即し、民間企業が作出した早期普及品種（アンドーバー）の種い（ ） 。
を受け入れ、原原種生産及び配布を も（ハウスチューバー）を受け入れ、原原種122袋を生産・配布した。また、
行う。また、関係者による協議会を 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・団体及び原原
開催し、原原種の安定供給の確保に 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につい
ついて、関係者間で意見の交換、情 て、意見の交換、情報の共有を行った。
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年度をもって終了 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
する。なお、茶樹の原種生産及び配 Ａ：順調に進んでいる
布業務の府県又は民間への移行に当 Ｂ：概ね順調に進んでいる
たり、府県等の要望を踏まえ、母樹 Ｃ：不十分又は問題あり
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】
該当なし 【事業報告】

・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）に即 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
し、道県の需要に対応した原原種の Ａ：順調に進んでいる
生産及び配布を行う。原原種生産に Ｂ：概ね順調に進んでいる
当たっては、生産品種数の増加、無 Ｃ：不十分又は問題あり
病性及び品質の維持向上等の要望に 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
対応しつつ、生産量当たりの労働時
間及びコストを把握し、その低減を 【事業報告】
図るとともに、以下の対策を講じ、 ・生産経費は、肥料価格の高騰から物件費が増加したものの、業務の効率化によ
効率的な原原種の生産を図る。 り人件費の削減に努めたことから、940百万円と対前年度比97.7％となった。
【年度計画】 １袋当たりの生産コストは、生産計画数が減少したことから13,995円と対前年
エ 「食料・農業・農村基本計画」 度比99.7％となった。
（平成17年３月25日閣議決定）に即 （表１－３－３参照）
し、道県の需要に対応した原原種の
生産及び配布を行う。原原種生産に ◇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
当たっては、生産品種数の増加、無 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
病性及び品質の維持向上等の要望に Ａ：順調に進んでいる
対応しつつ、生産量当たりの労働時 Ｂ：概ね順調に進んでいる
間及びコストを把握し、その低減を Ｃ：不十分又は問題あり
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、肥料価格の高騰があったものの、その他資材の節減や、業務の効
率化により人件費の削減に努めたことから、160百万円と対前年度比90.2％と
なった。千本当たりの生産コストは、生産計画数が減少したことから72,033円
と対前年度比94.2％となった。
（表１－３－３参照）

【その他特記事項】
・千本当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平成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
改良の効果について検証を行い、必 【事業報告】
要に応じて土壌改良方針を見直す。 ・各農場の土壌分析を、胆振農場において５農場分134点（前年度112点 、嬬恋）

農場において西日本農場を含めた５農場分289点（前年度243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
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に、業務実施体制に合わせ重点的配 【事業報告】
置を推進するため、機械等機種選定 ・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50万円以上の
委員会等により 適な機械・機種を 物品)について、各農場において機種選定委員会(４件)を開催し、 適な機械
選定し、配置を行う。また、保守管 機種を選定し導入した。
理の徹底による機械器具費の低減を 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
図るため、機械整備等に関する講習 要な技能（床上操作式クレーン運転技能講習、振動工具取扱作業講習等）の習
に参加し、保守管理に関する能力を 得を計画的に進め、延べ６人が受講した。
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。
【年度計画】 【事業報告】
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい ・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
ては、気象の影響による供給量の変 た品種について規格外種子を配布した。
動及び需要量の変化に対し、必要に （表１－３－４参照）
応じて規格外種子を配布する また また、整理合理化計画に則し、余剰となったばれいしょ原原種及び規格外品の。 、
ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定 13％に当たる5,854袋について一般用種いもとして販売した。
技術について、昨年度までの実証試 （表１－３－５参照）
験の結果を踏まえ生産現場へ導入す
る。 ◇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法を用いた黒あし病検定技術について、調査研究の成果を踏まえ、生産
現場へ導入した。
（第２－４－（１）－ウ－（イ）参照）

【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】
（エ）さとうきび原原種生産におい 【事業報告】
ては、台風被害を軽減するため、防 ・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
風林を整備するとともに、剪葉等の 葉等により台風被害軽減に努めた。
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、側枝苗によ ◇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
る増殖体制の整備を進める。 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】
・沖縄農場において、側枝苗育苗温室を整備し、春植及び夏植の原原種用基本種
生産の全てを側枝苗による増殖に切り替えた。

【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
ア 輪作ほ場等を活用した効率的な Ａ：順調に進んでいる
災害対策用種子の生産及び備蓄を実 Ｂ：概ね順調に進んでいる
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
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生
産 【事業報告】
ア 災害対策用種子の効率的な備蓄 ・予備貯蔵用のそば（牡丹そば、キタワセソバ）について長期貯蔵試験を行った
のため、予備貯蔵用そば及び大豆に 結果、発芽率は、牡丹そばでは14ヶ月後に93.0％、キタワセソバでは 15ヶ月
ついて引き続き貯蔵試験を行う。 後に95.0％であった。

・予備貯蔵用の大豆（ユキホマレ）について長期貯蔵試験を行った結果、発芽率
は15ヶ月後に87.0％であった。

【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
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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
産及び配布を実施する。 【事業報告】

・要請はなかった。
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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１－４
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

調査研究課題の選定に当たって Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
は、政策の展開方向、関連技術の開 Ａ：順調に進んでいる
発方向、農業者及び種苗業者のニー Ｂ：概ね順調に進んでいる
ズ等を的確に把握するとともに、外 Ｃ：不十分又は問題あり
部有識者の意見を反映させ、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
ーの業務の円滑な推進に資する技術
の開発・実用化について、課題ごと 【事業報告】
の具体的な達成目標を定め、重点的 ・平成20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
に取り組む。 に取り組んだ。
【年度計画】 ・外部有識者の参画した調査研究評価委員会において、評価シートによる重点課
（１）調査研究課題の重点化 題の実績を評価し、その結果を次年度計画に反映させた。

平成20年度において見直しを行っ （表１－４－１参照）
た「調査研究基本計画」に基づき調 ・次期の「調査研究基本計画」の策定に向け、業務の現場から要望・意見を聴取
査研究を重点的に実施する。 し、骨子案を取りまとめた。

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
計画に反映させるほか、次期の「調
査研究基本計画」の策定に向け検討
を開始する。

【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

農場が全国に展開していることを Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
活用し、それぞれの自然立地条件を Ａ：順調に進んでいる
生かした課題を選定するとともに、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
効率的に調査及び研究、成果の実用 Ｃ：不十分又は問題あり
化促進を行うための調査研究業務体 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
制を整備する。
【年度計画】 【事業報告】
（２）業務実施体制の整備 ・調査研究業務と種苗生産業務との連携を強化するため 重点課題 種苗生産 ば、 「 （

農場が全国に展開していることを れいしょ）のコスト低減に係る技術の開発」検討会とミニチューバー生産現地
活用し、それぞれの自然立地条件を 検討会との合同会議を開催し、調査研究成果をミニチューバー生産計画に反映
生かした課題を選定するとともに、 させた。
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
金の導入を図る。 【事業報告】

・以下の２件の委託研究を受託した。
「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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「果樹類および果実加工品のＤＮＡ品種判別技術の開発 （委託元:（独）農」
業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所）

【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

平成19年度に特許出願審査の請求
をした技術の普及に努める。 【事業報告】

・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。
国内出願番号：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

・国際出願（アメリカ合衆国への出願）については、 後の拒絶理由通知を受け
、 。 、て職務発明審査会において取扱いを検討し 補正による対応を行った その後

拒絶査定を受けたため、継続審判請求と同時に再度補正を行った （平成22年。
５月に特許許可通知書を受理し、登録料を納付済 ）。

発明の名称： Detecting method for the seeds contaminated with plant「
pathogens」

出願番号：11/002，273
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
後の拒絶理由通知：平成21年４月16日

拒絶査定：平成21年７月30日
継続審判請求、補正対応：平成21年10月16日

終補正:平成22年１月28日
特許許可通知受理：平成22年５月17日

・嬬恋農場より発明届けの提出があった以下の2つの発明について、職務発明審
査会において出願の是非を検討した結果、新規性及び進歩性が不十分であるこ
とから出願を見合わせた。

発明の名称： 漸次収穫を可能とする改良バーミキュライト耕の養液栽培装「
置」

〃 ： 大型培養槽を用いた通気において、培地に浮く支持体上に培「
養植物を置床して茎葉を大量増殖する手法」

・知的財産に関する方針の策定及び体制整備に向けた検討を行ったほか、農林水
産大臣認定ＴＬＯと研究成果の活用方針について協議を行った。



- 13 -

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 ○附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
び提供並びに技術指導 【事業報告】
イ 種苗に係る国際会議への参画、 ・年度計画の各業務項目について、次のとおり重点的に実施した。
国際協力等 （１）種苗に係る情報の収集、整理及び提供並びに技術指導
【年度計画】 ・センターのホームページによる各種情報の提供
○ 附帯業務の重点化 ・研究会、協議会等における情報収集及びセンター業務のＰＲ

中期計画における次の業務を重 ・調査研究成果の学会等での発表と成果概要集の作成・公表
点的に実施する。 ・研修の実施、配布先調査や講習会等での技術指導
ア 種苗に係る情報の収集、整理及 （２）種苗に係る国際会議への参画及び国際協力
び提供並びに技術指導 ・ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ等の国際会議への職員の派遣
イ 種苗に係る国際会議への参画、 ・ＩＳＯの食品専門委員会分子生物指標の分析に係る横断的手法に係る分科委員
国際協力等 会（ＴＣ３４／ＳＣ１６）の共同開催

・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づく専門家の派遣と研修員の
受け入れ

・ＪＩＣＡからの要請に基づく研修員の受け入れ
（附帯業務の取組内容については、第２－５－（１）及び（２）参照）
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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
まえ、植物の種類ごとに気象・土壌 【事業報告】
条件からみて効率的な保存及び増殖 ・適地適作及び栽培試験実施植物への病害感染防止の観点から、再配置計画を見
を行うことのできる体制を整備す 直し、計画に沿って以下のとおり配置換えを行った。
る。 じょちゅうぎく 42点（八岳農場→西日本農場）
【年度計画】 ダイアンサス 40点（西日本農場→雲仙農場）

植物遺伝資源の保存、再増殖、特 かんしょ 876点（雲仙農場→鹿児島農場）
性評価等の実施に当たっては中期計
画期間中の組織再編及び栽培試験に
係る対照品種の保存体制を踏まえ、
必要に応じて平成18年度に作成した
再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。
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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３）
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：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：10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
及び施設の有効活用について検討を 【事業報告】
行い、管理部門及び種苗生産部門の ・管理部門について、管理業務の本所への一元化を進め、十勝農場の管理課長を
要員の合理化に努める。また、技術 廃止する一方、業務の品質マネジメント体制を強化するため、本所に品質管理
専門職員が担当する業務について 監を新設した。
は、研修を行いながら、栽培試験業 ・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とともに、知覧・金
務並びに原原種生産及び配布業務に 谷農場の西日本農場への再編・統合の終了に伴い西日本農場の管理監を廃止し
係る検定等の専門的技術を要する業 た。一方、栽培試験、東アジア植物品種保護フォーラムの研修等の業務の拡大
務にシフトし、ほ場管理作業等にお に対応するため、西日本農場に調査役１人を新設、品種特性審査役１人を増員
ける単純作業についてはアウトソー するとともに、本所業務調整部にきのこ検定チームを新設した。
シングを進める。 ・整理合理化計画に即し、目標管理の導入等による適切な人事評価と業務遂行へ
【年度計画】 のインセンティブ向上のため、全職員を対象として新たな人事評価制度の導入
（１）人員及び施設の有効活用 に向けた試行を昨年に引き続き行った。

センターが行う業務の動向、各農
場の立地条件等を踏まえ、１～６に ◇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
掲げる業務運営の効率化に併せ、種 ソーシング
苗管理センター組織体制検討委員会 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
を活用し、一層の人員及び施設の有 Ａ：順調に進んでいる
効活用について検討を行い、管理部 Ｂ：概ね順調に進んでいる
門及び種苗生産部門の要員の合理化 Ｃ：不十分又は問題あり
に努める。また、技術専門職員が担 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
当する業務については、研修を行い
ながら、栽培試験業務並びに原原種 【事業報告】
生産及び配布業務に係る検定等の専 ・ 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「
門的技術を要する業務にシフトし、 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、
ほ場管理作業等における単純作業に 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
ついては作業の内容を精査しアウト ついてＯＪＴを行う一方、技術専門職員の業務の一部を非常勤オペレータや派
ソーシングを進める。 遣職員の活用によりアウトソーシングした。

さらに、実施計画に基づき、施設 ・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
・機械等の有効利用等により、温室 等により温室効果ガス排出量の削減（対前年度比99％、平成18年度比87％）に
効果ガスの排出の抑制等に努める。 努めた。

【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年度中に廃止 Ｂ：概ね順調に進んでいる
する。 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 金谷農場(静岡県島田市､26,100 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

） （ 、㎡ 及び知覧農場 鹿児島県知覧町
40,100㎡）は、業務の移管状況、用 【事業報告】
地売却の進捗等を踏まえ、西日本農 ・久留米分室については、平成18年度に廃止済み。
場に再編・統合する。なお、センタ
ー業務を引き続き円滑に実施するた ◇金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合 Ａ
め、売却収入等により業務に必要な 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、機械等を整備する。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（２）金谷農場の再編・統合 Ｃ：不十分又は問題あり

金谷農場（静岡県島田市､26,100 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
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㎡）を廃止し、西日本農場に再編・
統合するとともに、売却収入等によ 【事業報告】
り業務に必要な施設・機械等を整備 ・金谷農場を廃止し、西日本農場に再編・統合（４月）するとともに、金谷農場
する。 本場跡地を公用・公共用利用の取得要望のあった島田市に売却（８月）し、売

却収入等により栽培温室、雨よけハウス及び温室設備を整備した。

【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 －

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
また、契約については、真にやむを 【事業報告】
得ないものを除き原則として一般競 ・平成23年度の３法人統合に向けた準備作業の中において新法人の会計システム
争入札等（競争入札及び企画競争・ の検討を進めていたが、整理合理化計画が凍結されたことから関連する作業を
公募をいい、競争性のない随意契約 中断した。
を除く。以下同じ ）によることと。
し、センターが作成した随意契約見 ◇定型的業務の外注化の検討 －
直し計画に基づき早期に一般競争入 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
札等に移行する。さらに、情報化総 Ａ：順調に進んでいる
括責任者（ＣＩＯ）の下、業務・シ Ｂ：概ね順調に進んでいる
ステムに係る監査、 適化計画の策 Ｃ：不十分又は問題あり
定、適正な情報システムの調達等を 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
進める。
【年度計画】 【事業報告】
（３）事務運営の合理化 ・平成23年度の３法人統合に向けた準備作業の中において給与事務等の外注化の

事務運営の合理化を図るため、以 検討を進めていたが、整理合理化計画が凍結されたことから関連する作業を中
下の取組を行う。また、契約につい 断した。
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 ◇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
ととし、随意契約見直し計画に基づ る自主施工等の推進
き一般競争入札等に移行する。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 給与事務等定型的業務について Ａ：順調に進んでいる
引き続き外注化の検討を行う。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
イ 事務用品等単一な消耗品の本部 Ｃ：不十分又は問題あり
における一括契約を実施する。 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
ウ 農業資材等の一括調達の更なる
推進を図る。 【事業報告】
エ 施設整備を行うこととしている ・事務用消耗品について、平成19年度に導入した一括購買システムにより、前年
全ての事案（第７－１の事案）につ 度に引き続いて本所で一括契約を行った。

、 、いて引き続き自主施工等を実施す ・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
る。 前年度に引き続いて計画的に契約を行った。
オ 情報化総括責任者（ＣＩＯ）の ・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し、計画通り年度内
下、平成18年度に策定した監査・ に完成させた。
適化計画に沿って、業務システムに ・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
係る監査・ 適化を進める。 に請負業者の適切な選定を図るため、総合評価落札方式により５件の工事契約

を行った。
Ａ

◇物品の調達等における手続きの公正性の確保
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69件、466百万円のう
ち、一般競争入札は54件、413百万円（前年度47件、429百万円 、企画競争は）
１件、８百万円（前年度１件、８百万円 、随意契約は14件、45百万円（前年）
度15件、56百万円）であった。なお、平成18年度に締結した競争性のない随意
契約21件、118百万円のうち、引き続き競争性のない随意契約は３件16百万円
となった。
（表１－７－１参照）
・一般競争契約の54件のうち、一者応札は５件（9.3％ 、企画競争１件は一者応）

。 、 。募であった 一者応札等の主な要因は 参加可能な業者が少ないなどであった
（表１－７－２参照）

、「 」・無駄削減プロジェクトチームを設置し 一者応札・一者応募に係る改善方策
を策定・公表（８月）し、入札公告期間等の十分な確保等に取り組んだ。

・ 独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （平成21年11月17日閣議決「 」
定）に基づき、監事と外部有識者をもって構成する契約監視委員会を設置し、
競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等
についても真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行い、その結果を
農林水産大臣へ報告した。

・契約事務取扱規程を一部改正し、複数年契約及び再委託に関する手続きを明確
にし、１件、２百万円の再委託を同規程に基づき承認した。

◇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
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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】
・情報化総括責任者（ＣＩＯ）の下 「種苗管理センター情報システム 適化実、
施計画」に基づき、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ規程の検
討を行うとともに、農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所が開催した
情報セキュリティに関する研修会に職員２名を参加させ、情報担当者の資質向
上を図った。

・内部監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施した。

【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、その要因は法人の
（法定福利費及び法定外福利費）並 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
部分を除く ）については 「行政改 【事業報告】。 、
革の重要方針 （平成17年12月24日 ・一般管理費は、肥料高騰による業務費の不足が見込まれ、支出全般にわたり優」
閣議決定）を踏まえ、今後５年間に 先度の高いものに限定したことから、対前年度比13.6％減、基準年度（平成17
おいて、５％以上の削減を行う。 年度）からの平均では年11.8％減となった。また、業務経費は、農業用資材の
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 一括調達や資材費全般の節減に取り組んだことから、対前年度比2.6％減、基
まえて、役職員の給与について必要 準年度からの平均では年1.4％減となった。
な見直しを進める。 （表１－７－３参照）
【年度計画】
（４）効率化による経費の削減 【その他特記事項】
ア 運営費交付金で行う業務におけ ・一般管理費は、前年度及び基準年度に対し大幅な縮減となっているが、これは

（ 。） 、 、 、る一般管理費 人件費を除く を 優先度の高い支出に限定したためであり 翌年度には使用を予定しているため
前年度比で３％縮減する。また、業 Ｓ評価としなかった。

、 。務経費を 前年度比で１％縮減する
イ 平成21年度は、人件費（退職金 ＜参考＞国民一人当たりの行政サービス実施コスト：27.63円
及び福利厚生費（法定福利費及び法 （平成17年度国勢調査の確定人口127,767,994人より算出した ）。
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 ◇人件費の削減 Ａ。
いて、平成22年度においてへ平成17 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
年度比で５％以上削減するとの目標 Ｓ：１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
を睨み、 大限の節減を図る。 Ａ：１％以上
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 Ｂ：0.7％以上１％未満
まえて、役職員の給与について国家 Ｃ：0.7％未満
公務員と同様の見直しを行う。 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

【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)並びに人事院勧
告を踏まえた給与改定部分を除く。)について、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国家公務員と同様の見直しを行うとともに、種
苗生産部門等の要員の合理化を進め、予算額比では平成17年度予算額2,190百
万円に対し平成21年度予算額2,085百万円と4.8％減（人事院勧告を踏まえた給
与改定分を除いた削減率では5.5％減 、決算額比では基準年度比5.2％（同3.5）
％）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）を行うとともに、人事院勧告に準拠した改定（月例給及び特別給
の引き下げ）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98.3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

コンプライアンス基本方針を策定 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、コンプライアンス委員会を中心
に、内部統制機能を強化する。 【事業報告】

・コンプライアンス委員会において、コンプライアンス基本方針の策定について
検討し、コンプライアンス推進規程の改正をもって基本方針に代えた。また、
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（ ） 、 、行動規範 案 について全職員にアンケート調査を実施し 調査結果を踏まえ
同委員会の審議を経て行動規範を策定するとともに、全役職員に周知した。
（表１－７－４参照）
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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：４×２＝８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： 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
ア 栽培試験を実施する農林水産植 Ａ：順調に進んでいる
物の種類については、原則として、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
全出願品種について栽培試験を行う Ｃ：不十分又は問題あり
こととし、実施に当たっては、農林 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
水産省との緊密な連絡調整を図りつ
つ、計画的かつ的確に実施する。 【事業報告】
【年度計画】 ・農林水産省からの通知に基づき、898点（対前年度比97.3％）について、対照
（１）農林水産植物の品種登録に係 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。
る栽培試験 （表２－１－１参照）
ア 栽培試験については、農林水産
省生産局知的財産課長から通知のあ
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点以 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、特に優れた成果
上／年度に拡大するとともに、効率 が認められた
的な栽培試験業務の運営体制の構 Ａ：目標値の90％（837点）以上
築、電子化された栽培試験情報の活 Ｂ：目標値の80％（744点）以上90％（837点）未満
用・共有等により、栽培試験終了後 Ｃ：目標値の80％（744点）未満
平均して３か月以内に農林水産省に 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
栽培試験の結果を報告する。
【年度計画】 【事業報告】
イ 栽培試験業務の効率的な運営体 ・栽培試験実施計画に基づき、687点（目標値の73.9％）について栽培試験を実
制について検討した結果を基に実施 施した。また、８県10機関、１民間団体に42点の栽培試験を委託した。
体制を構築するとともに、930点程 （表２－１－２参照）
度の栽培試験を実施し「知的財産課
電子情報処理組織 の活用等により 【その他特記事項】」 、
栽培試験終了後平均して３か月以内 ・本評価における栽培試験の実施点数については、年度内に新たに着手した栽培
に農林水産省に結果を報告する。 試験の点数を評価することとしているが、この実施点数が年度計画の目標を下

回った理由については、①年度計画の目標が出願点数の増加を前提として、前
年度を80点上回る930点（対前年度比109％）としていたところ、前提となる出
願点数が世界的な経済危機等を背景に栽培試験の対象となる草花類を中心に逆
に前年度を134点下回る1,112点（同89.2％）となったこと、②農林水産省から
通知のあった品種は全て計画を作成したものの、年度内に着手できる植物の種
類の割合が低かったことから、当該年度に着手できたものは前年度を73点下回
る238点（同76.5％）となったことが主な要因である。

・一方、このような状況に対応して、センターでは新規植物を含め栽培試験実施
植物の種類を83から95に増やし実施点数の拡大に努めたことにより、栽培試験
の実施点数は目標の73.9％に留まったものである。

・このように実施点数が目標に達しなかった原因は、センターの実施体制に問題
があったわけではなく、出願点数の減少という外的な要因によるものであり、
中期目標にある「出願の動向を踏まえ、栽培試験実施体制の強化を図る」こと
は順調に進んでいることからＢ評価とした。
（表２－１－３参照）

◇栽培試験結果の報告期間の短縮 Ａ
指標＝当該年度における栽培試験終了後の平均報告期間
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
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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】
・前年度に引き続き、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、実施点数の多い植物種類の効率的な報告書の作成等を進め、栽培試験終
了後平均して2.9ヶ月（前年度2.9ヶ月）で農林水産省に報告書を提出した。
（表２－１－４参照）

【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拡 Ｂ：１種類
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
年度２種類程度の栽培・特性調査マ 【事業報告】
ニュアルを作成するとともに、病害 ・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、栽培試験方法
抵抗性、機能性成分等の新たな項目 等の検討を行い、18種類の植物について栽培を開始した。
について、必要に応じて検定手法を
確立し、特殊検定マニュアルを作成 【その他特記事項】
する。 ・実施点数の拡大を目指し、専門家を含むプロジェクトチームの設置等により栽
【年度計画】 培試験方法の検討等を精力的に進めた結果、対象植物を18種類拡大し、目標の
ウ センターにおいて栽培試験を実 ２種類程度を大きく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 （表２－１－５参照）
林水産省からの要請により必要性の
高い種類から栽培方法等について検 ◇植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等 Ａ
討を行い、２種類程度の栽培試験対 指標＝当該年度に作成したマニュアル数
象植物の拡大を図る。 Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた

また、センターで栽培試験を実施 Ａ：２種類以上
する種類で品種数の多いコリウス及 Ｂ：１種類
びばれいしょについて栽培・特性調 Ｃ：対象植物の種類の作成なし
査マニュアルを作成するとともに、 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
平成20年４月の審査基準の改正にと
もなう既存マニュアルの改正を行 【事業報告】
う。 ・栽培・特性調査マニュアルの検討を行い、２種類（コリウス、ばれいしょ）の

マニュアルを作成するとともに、１種類（オステオスペルマム）のマニュアル
を改正した。
（表２－１－６参照）

【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 Ｓ
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／年度を新たに収 Ｓ：270種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
集・保存するとともに、すでに収集 Ａ：270種類以上
・保存している品種について、育種 Ｂ：240種類以上270種類未満
の方向や出願品種の動向等を踏まえ Ｃ：240種類未満
つつ整理を行い、対照品種として迅 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
速に供試できる保存体制を整備す
る。その際、栽培による保存が必要 【事業報告】
な栄養繁殖性植物の保存について ・栽培試験対象植物の種類数の拡大に合わせ保存する対照品種の充実に努め、75
は、当該植物の栽培試験実施状況等 種類809品種を新たに収集し、累計5,650品種（前年度5,388品種）に拡大を図
を考慮して保存農場の専門化を図 った。
り、遺伝資源保存業務と一体的に実 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 「ペラルゴニ」、
施する。 ウム」を中心に34種類605品種について新たに収集するとともに、既存の保存
【年度計画】 品種について今後の入手の可否、品種の特性等を考慮し整理を行った。
エ 近年、品種の変遷等により入手 （表２－１－７参照）
困難となっている対照品種につい
て、栽培試験を実施した対照品種を 【その他特記事項】
中心に300品種程度を収集し、保存 ・目標の300品種程度／年度を２倍以上上回る対照品種を新たに収集したことか
するとともに、すでに収集・保存し らＳ評価とした。
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
できる保存体制を整備する。

【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／年度を作 Ｃ：年間12種類未満
成するとともに、ＵＰＯＶ（植物新 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
品種保護国際同盟 、農林水産省、）
学識経験者等との連携を図り、１種 【事業報告】
類当たりの作成期間を平均1.5年以 ・セイヨウニンジンボク、エキナケア等15種類について審査基準案の作成に着手
内とする。 し、13種類（平成20年度からの継続分１種類、平成21年度着手分12種類）につ
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【年度計画】 いて審査基準案を作成し、農林水産省に報告した。
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、新たにセイヨウニンジ Ｂ：1.5年を越え２年以内
ンボク、エキナケア プルプレア等 Ｃ：２年を越える
15種類程度の種類別審査基準案の作 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
成に着手するとともに ＵＰＯＶ 植、 （
物新品種保護国際同盟 、農林水産 【事業報告】）
省、学識経験者等との連携を図り、 ・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
１種類当たりの作成期間を平均1.5 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８ヶ月 前、 （
年以内とする。 年度９ヶ月）で作成した。

【その他特記事項】
・現地調査の活用による調査の効率化等により、作成期間を目標の1.5年以内か
ら約半分の８ヶ月と大幅に短縮したことから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 －
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種類程度について Ｂ：１種類
栽培試験実施方法の国際的な基準の Ｃ：対象植物の種類の作成なし
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
間での相互使用を可能にするため、 【事業報告】
これまでに作成した技術的事項の国 ・要請はなかった。

、際的基準に係る標準品種の選定等に ・栽培試験に供試したカーネーション及びダイアンサスのうち171品種について
取り組む。また、カーネーション及 カーネーション斑紋ウィルス（ＣａｒＭＶ)とカーネーションエッチドウィル
びダイアンサスについては、データ ス（ＣＥＲＶ)の診断を行った。
の信頼性を確保するため、ＣＰＶＯ
が対象としている種類のウイルスの
診断を開始する。

【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
適切な管理を行うとともに、種菌の 【事業報告】

、 、 、 。凍結保存方法について調査を進め ・新たに種子173品種 種菌24品種について受入れ 適切な保管 管理を行った
る。 （表２－１－８参照）

・平成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28
品種（前年度15品種）の試験保存に着手し、合計222品種を保存した。

【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】
ク 栽培試験実施責任者会議等を開 【事業報告】
催し、試験実施上の問題点等の解決 ・栽培試験担当者会議及び栽培試験担当部長等会議を開催し、栽培試験の確実な
のため検討を行うとともに、ＯＪＴ 実施及び栽培試験結果報告書提出の迅速化に向けた試験実施上の問題点等につ
（オンザジョブトレーニング 、研 いて対応方策の検討を行った。なお、気象被害や病害の発生等により栽培試験）
修計画に基づく専門技術研修、栽培 の継続が不可能となった品種は11種類32品種であった。
地の調査、専門家等からの意見の聴 （表２－１－９及び１０参照）
取等を行う。また、栽培試験実施責 ・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Ｏ、
任者の力量を担保するため、資格認 ＪＴを実施した。
定試験を実施する。 ・研修計画に基づき、初級専門技術研修、審査基準作成専門技術研修、中級者専

門技術研修を実施し、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。
（表２－１－１１参照）

・栽培試験実施場所において審査官を交えて現地検討を行い、栽培試験担当者と
の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。

・栽培試験に係る技術情報収集のための栽培地の調査を18件（前年度14件 、専）
門家への意見聴取を25件（前年度21件）実施した。

・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、栽培試験実施責任者資格認定試験を実施した。



- 22 -

【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
施、改善等に資するよう、栽培試験 【事業報告】
実施状況等を年４回報告するととも ・四半期ごとに栽培試験実施状況を整理し、農林水産省に報告した。
に、事案発生ごとの随時報告を中心 ・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
に情報・知見の提供を行う。 て事案発生ごとに逐次農林水産省へ報告し、指示等に従い対処するとともに、

年間の取りまとめ表を作成し提出した。

【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
ア 国内外における育成者権の侵害 Ａ：順調に進んでいる
及び活用に関する情報の収集、整理 Ｂ：概ね順調に進んでいる
及び分析を行い、ホームページ等を Ｃ：不十分又は問題あり
活用して育成者権者、公的機関その 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
他育成者権の関係者（以下「育成者
権者等」という ）に提供する。 【事業報告】。
【年度計画】 ・育成者権の侵害及び活用に関するＱ＆Ａについて、平成21年度に受けた相談等
（２）育成者権の侵害対策及び活用 を基に新たに６項目を追加（前年度５項目）し、計26項目をホームページに掲
促進 載した。

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.htmlア 国内外における育成者権の侵害
及び活用に関する情報の収集、整理 （表２－１－１２参照）
及び分析を行い、平成18年度に作成 ・農林水産省の補助事業「農林水産分野知的財産人材育成事業」において、社団
しホームページに掲載した育成者権 法人全国農業改良普及支援協会からの依頼を受けて全国４ヶ所（さいたま市、

、 、 ） 。の侵害及び活用に関するＱ＆Ａを充 青森市 高松市 糸満市 で各県の普及指導員等133名に対して講義を行った
実するとともに、講演活動等により また、３県で開催された育成者権に関する情報提供のためフォローアップ研修
育成者権の啓発・普及を行う。 において、90名に対して講義を行った。

（表２－１－１３参照）
・その他依頼に基づく育成者権に関する講演を全国27ヶ所で行い、参加者数の合
計は1,102名であった。
（表２－１－１４参照）

【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
【年度計画】 【事業報告】
イ 育成者権者、公的機関その他育 ・育成者権の侵害及び活用に関する相談34件（前年度32件）に対して、対抗措置
成者権の関係者からの育成者権の侵 及び活用方法に関する助言等を行った。この他に品種登録制度に関する相談が
害及び活用に関する相談に対して、 69件（前年度47件）あった。
対抗措置及び活用方法に関する助言 （表２－１－１５参照）
等を行うとともに、よりきめ細かな ・新たに八岳農場に品種保護対策役１名及び副品種保護対策役１名を併任発令
対応と機動的な支援を行うため、新 し、全国６ヶ所16名体制から７ヶ所18名体制に増強した。
たに八岳農場に品種保護対策役及び （表１－１－３参照）
副品種保護対策役を各１名配置（併 ・品種保護対策役の資質向上のために品種保護Ｇメン会議を行うとともに、品種
任）し、全国16名体制を18名体制に 保護Ｇメンの資格要件の規程に基づき、品種保護Ｇメン研修及び資格試験を実
増強する。 施した。また、新たな資質向上対策として、育成者権者等からの相談に対する

さらに、新たに任命された者に対 回答のシミュレーションを行う品種保護Ｇメンセミナーをｅメールを活用して
して品種保護Ｇメン研修及び資格試 ５回実施するとともに、試験により到達度を確認した。
験を実施する等により品種保護対策
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 Ｓ

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日以内
（ア）育成者権者等からの依頼に基 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】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 【事業報告】
（ア）育成者権者、公的機関その他 ・品種類似性試験については、前年度を大幅に上回る（17.6倍）88件（前年度５

） 、 「 」育成者権の関係者からの依頼に基づ 件 の依頼があったが 業務横断的に組織されている ＤＮＡ品種識別チーム
き、育成者権を侵害した種苗等を判 により機動的に対応した。
定するための品種の類似性に関する （表２－１－１６参照）
試験を迅速に実施するとともに、Ｄ ・82件（平成20年度の依頼２件を含み、依頼取り下げ８件を除く ）について試。
ＮＡ分析による試験の対象に小豆及 験を完了し、その結果を30日以内（平均24.8日 （ＤＮＡ分析については７日）
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びその加工品を追加する。 以内（平均3.5日 ）に依頼者に報告した。）

【その他特記事項】
・日本で育成されたいぐさ品種（ひのみどり）が中国で無断増殖され日本へ輸入
される懸念があるとの農林水産省の注意喚起を受けて、短期間に多数のＤＮＡ
分析の依頼が集中したが、業務横断的な組織であるＤＮＡ品種識別チームによ
り迅速に対応した。

◇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小豆及び小豆あんを追加した。

（表２－１－１７参照）

【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 ９件 前年度12件 の侵害状況記録を作成し
を支援する。 13件（前年度10件）の寄託を受け保管した。
【年度計画】 （表２－１－１８参照）
（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
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）に Ｓ：90％以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
基づき、農林水産省から育成者権侵 Ａ：90％以上
害物品に係る試料の鑑定の嘱託があ Ｂ：80％以上90％未満
った場合には、迅速かつ的確にＤＮ Ｃ：80％未満
Ａ鑑定を実施し、速やかに鑑定結果 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
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】
（ウ）育成者権を侵害する物品に該 【事業報告】
当するか否かの認定手続に係る農林 ・要請はなかった。
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Ｄ
ＮＡ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】
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 【事業報告】
試験を的確に実施するため、ナシの ・ナシの登録品種等のＤＮＡデータベースを作成し、これによりナシ27品種のＤ
登録品種等のＤＮＡ情報を分析し、 ＮＡ識別が可能となった。また、平成20年度に作成した茶のデータベースに１
データベースを作成する。 品種を追加した。

また、ＤＮＡ分析業務の品質保証 （表２－１－１９参照）
体制の整備を進める。 ・ＤＮＡ分析業務の品質保証体制を整備するため、品種保護対策業務品質保証マ

ニュアル案を作成した。
・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814品種について資料保存依頼書を受け付け
842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
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れている植物の41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として203品
種の凍結乾燥標本を作成し保存した。
（表２－１－２０参照）
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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：１×２＝２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： 13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
ア 的確かつ迅速な検査を実施する 割合
とともに、検査試料の提出が遅れた Ｓ：100％であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
もの等特別の事情があるものを除 Ａ：100％
き、検査依頼のあった日から50日 Ｂ：90％以上100％未満
以内に検査結果の報告を行うものと Ｃ：90％未満
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】
（１）農作物（飼料作物を除く ） 【事業報告】。
の種苗の検査 ・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
ア ＩＳＴＡの行う熟練度テスト、 り技術能力の高位平準化を図った。
品質保証マニュアルに基づく技能検 （表２－２－１参照）
定試験等による検査職員の技術能力 ・269件の依頼検査について、検査依頼のあった日から 長42日以内に報告を行
の高位平準化等により、的確かつ迅 った。
速な検査を実施するとともに、検査 （表２－２－２参照）
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
た場合には速やかに対応するととも 【事業報告】
に、業務の改善を図る。 ・種苗業者主催の技術研究会において、依頼検査項目へのニンジン斑点細菌病の

追加について要望があり、検査方法に関する調査研究に取り組んだ。
（第２－４－（１）－イ参照）

・依頼者から、発行を受けた国際種子検査証書の検査終了日が誤っているとの指
摘があり、確認したところ指摘どおりであったので、誤りのあった証書を回収
し、正しい日付の証書を発行した。日付の誤記入の再発を防止するため、品質
保証マニュアルの様式を改め是正するとともに、この経緯を記録した。

【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 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
おけるリスク管理の必要性の高まり 【事業報告】
等を背景として、種子伝染性病害の ・病害検査について、依頼に基づき74点（前年度63点）の検査を行った。
検査要請に対応するため、前年まで ・カブ黒腐病について、調査研究の成果を踏まえ、依頼検査項目に追加した。
に開始した検査を確実に実施すると （第２－４－（１）－イ参照）
ともに、カブ黒腐病について種子検
査法の実証試験の結果を踏まえ、当
該病害の検査を開始する。

【中期計画】
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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
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。
【年度計画】 【事業報告】
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 ・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。
業者の輸出用てんさい種子の品種の ・年次計画に基づき、10種類のＥＵ向け輸出野菜種子について記録の作成及びサ

。 、 （ ）証明に係る種子の検査依頼があった ンプルの保管状況の検査を行った また ８種類36品種 前年度７種類35品種
場合には的確かつ迅速な検査を実施 の事後検定を実施し、前年度未了であった２品種とともに検定結果を速やかに
し、検査結果の報告を行う。 農林水産省に報告した。

種苗業者がＥＣナショナルカタロ （表２－２－３参照）
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 Ｓ
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、
業務実施上の問題点等の解決のため 【事業報告】
の検討を行うとともに、検査職員の ・種苗検査担当者会議を開催し、指定種苗の検査手順の改善等について検討を行
質の向上を図るために、専門技術研 い、検査計画策定、純潔種子率検査、発芽検査、含水量検査及び病害検査の５
修、レフリーテストを実施する。 つの検査手順マニュアルを作成するとともに、品種純度検査に係る検査手順マ

検査を適切に実施するため、検査 ニュアルを改正した。
手順マニュアル（純潔種子率検査及 ・専門技術研修として、ニンジンの黒斑病の検査法について研修を行った。
び発芽検査）を作成する。 ・発芽検査能力向上のため、引き続きレフリーテストを行い、19名全員が合格し

新たに指定種苗検査職員としよう た。
とする者に対して資格認定試験を実 ・ 指定種苗検査職員の証に関する規程」を改正して新たに資格認定試験制度を「
施する体制を整備する。 設け、試験合格者の中から指定種苗検査職員を指名することとした。

【その他特記事項】
・検査手順マニュアル作成において、計画の純潔種子率検査及び発芽検査の２点
に加えて検査計画策定、含水量検査及び病害検査の３点、計５点を作成すると
ともに、品種純度検査についても改正を行ったことからＳ評価とした。

【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
ア 指定種苗の表示検査（15,000点 指標＝当該年度における表示検査点数
程度／年度）について、流通段階も Ｓ：13,500点以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
含めて農薬使用回数表示の検査を重 Ａ：13,500点以上
点的に行うとともに、集取（3,000 Ｂ：12,000点以上13,500点未満
点程度／年度）を効果的かつ的確に Ｃ：12,000点未満
実施し 検査結果を適切に報告する 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った、 。
【年度計画】
（２）指定種苗の集取、立入検査等 【事業報告】
ア 指定種苗の表示検査（15,000点 ・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し17,319点の表示検査を行った（平
程度／年度）について、流通段階も 成20年度17,776点 。この結果、187点（1.1％）に不完全表示があり、書面に）
含めて農薬使用回数表示の検査を重 よる改善報告を求めた。このうち、苗ものにおいて表示が必要であることを承
点的に行うとともに、集取（3,000 知していなかった業者が１社134点あり、これにより全体の不完全表示点数は
点程度／年度）を効率的かつ的確に 前年度の29点に比べて大きく増加することとなった。また、農薬使用表示につ
実施し 検査結果を適切に報告する いての不完全表示は134点であり、適用外農薬の使用が疑われた２点について、 。

農林水産省に報告した。
（表２－２－４参照）

◇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】
・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し、3,037点の指定種苗の集取を行
った（前年度3,006点 。このうち、表示発芽率に満たないものが 86点（2.8）
％）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日農林水産省告示 指標＝当該年度における純度検査点数
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、特にすぐれた効
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病害検査、純度検査等の実施点数を 果が認められた
増加させる。 Ａ：目標値の90％（153点）以上
【年度計画】 Ｂ：目標値の80％（136点）以上90％（153点）未満
イ 指定種苗の生産等に関する基準 Ｃ：目標値の80％（136点）未満
（平成14年４月１日農林水産省告示 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
第９３３号）による検査において、
品種純度検査は14種類170点、病害 【事業報告】
検査は５種類180点、遺伝子組換え ・11種類173点の品種純度検査に着手した。検査を終了した11種類160点（平成20
種子は２種類30点を行う。 年度着手分）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は３種

類３点であった。
（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％（162点）以上
Ｂ：目標値の80％（144点）以上90％（162点）未満
Ｃ：目標値の80％（144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184点の病害検査を行った（前年度173点)この結果、20点（10.9
％）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％（24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36点（前年度35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
伝子組換え種子の混入について、モ 【事業報告】
ニタリングを行う。 ・農林水産大臣からの立入検査の指示はなかった。
【年度計画】 ・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ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の 子のうち、とうもろこし及び を対象に
規制による生物の多様性の確保に関 6 （前年度とうもろこし35てモニタリング（とうもろこし3 点、えだまめ12点）を行った

。する法律（平成15年法律第97号）第 点 えだまめ12点 この結果 とうもろこし種子には混入は認められなかった、 ） 、
３２条の規定に基づき、同条第２項 （えだまめについては検査中）
の農林水産大臣の指示があった場合 （表２－２－９及び１０参照）
には、立入り、質問、検査及び収去 ・平成22年度のＩＳＴＡ査察時に遺伝子組換え種子検査について認証を受けるた
を的確に実施する。また、遺伝子組 め、品質保証マニュアル及び関連要領の改正並びに作業方法書の作成を行うと
換え種子の混入について、モニタリ ともに、外部機関による技能検定を受験し、品質保証体制の整備を進めた。
ングを行う。

また、遺伝子組換え種子の検査業
務の品質保証体制の整備を進める。

【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
期的な報告を行うとともに、事案発 【事業報告】
生ごとに随時報告する。 ・検査時に集取した種子のうち、発芽率が極端に低いもの及び内容物が指定種苗

ではないことが明らかになったものについて、直ちに農林水産省に報告した。
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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２）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：24×１＝24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： 24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％を確 Ａ：生産計画数量の90％（56,259袋）以上
保できる生産配布計画を作成し、需 Ｂ：生産計画数量の80％（50,008袋）以上90％（56,259袋）未満
要に応じた供給を行う。 Ｃ：生産計画数量の80％（50,008袋）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あ、「
とうきび増産プロジェクト基本方 った
針 （平成17年12月26日さとうきび」
増産プロジェクト会議決定）に即し 【事業報告】
た安定生産に努めるとともに、実需 ・平成22年春植用ばれいしょ原原種については、生産計画数62,510袋に対し71品
者のニーズを踏まえた側枝苗を配布 種67,552袋（108％）を生産し、全ての品種において申請数量を充たした。
する体制の整備を進める。 （表２－３－１参照）
【年度計画】
（１）ばれいしょ及びさとうきびの ◇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
増殖に必要な種苗の生産及び配布 指標＝当該年度における秋植用ばれいしょ原原種供給量
ア 生産配布計画に基づき、以下の 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
とおり需要に応じた供給を行う。 Ａ：生産計画数量の90％（2,304袋）以上
平成22年春植用ばれいしょ原原種 Ｂ：生産計画数量の80％（2,048袋）以上生産計画数量の90％（2,304袋）未満

62,510袋 Ｃ：生産計画数量の80％（2,048袋）未満
平成22年秋植用ばれいしょ原原種 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

2,560袋 った
平成22年春植用さとうきび原原種

1,014千本 【事業報告】
平成22年夏植用さとうきび原原種 ・平成21年秋植用ばれいしょ原原種については、生産計画数量3,160袋に対し８

1,212千本 品種4,185袋（132％）を生産したが、一部の品種（普賢丸）において、申請数
さとうきび原原種については さ 量が県の要望を踏まえて作成した生産計画数量を大幅に上回ったことから３袋、「

とうきび増産プロジェクト基本方 の不足が生じ、申請数量に対する充足率は全体では99.9％となった。
針 （平成17年12月26日さとうきび ・平成22年秋植用ばれいしょ原原種については、生産計画数量13品種2,560袋を」
増産プロジェクト会議決定 に即し 生産中である。） 、
台風被害の軽減等により安定生産に （表２－３－１参照）
努めるとともに、側枝苗による配布
について、原原種配布先との調整を ◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要望に応じた供給 －
行い、必要に応じ配布を行う。 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】
・茶原種の供給については、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％（913千本）以上
Ｂ：生産計画数量の80％（811千本）以上生産計画数量の90％（913千本）未満
Ｃ：生産計画数量の80％（811千本）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】
・平成22年春植用さとうきび原原種については、生産計画数量1,014千本に対し
申請数量が964千本となったことから、15品種964千本を生産・配布し、全ての
品種において申請数量を充たした。
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（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％（1,091千本）以上
Ｂ：生産計画数量の80％（970千本）以上生産計画数量の90％（1,091千本）未満
Ｃ：生産計画数量の80％（970千本）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21年夏植用さとうきび原原種については、生産計画数量1,351千本に対し
申請数量が1,265千本となったことから、15品種1,265千本を生産・配布し、全
ての品種において申請数量を充たした。

・平成22年夏植用さとうきび原原種については、生産計画数量17品種1,212千本
を生産中である。

【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12 Ｂ：４回(２期作で２回)
回以上実施し、収穫直前の検定にお Ｃ：３回(２期作で１回)以下
ける病害罹病率を0.1％未満とする 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。

また 同指針に基づき 土壌改良 った、 、 、
輪作年限の確保等の対策を実施し、
配布する原原種について、ばれいし 【事業報告】
ょ萌芽率90％以上及びさとうきび発 ・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
芽率80％以上を満たすようにする。 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
【年度計画】 について、以下のとおり実施した。
イ 原原種生産配布技術指針等に基 平成21年秋植用ばれいしょ原原種：７～11回
づき、病害虫防除対策を講じるとと 平成22年春植用ばれいしょ原原種：５～９回
もに、生育期間中のほ場での肉眼に （表２－３－２参照）
よる病害検定を ばれいしょ５回 ２、 （
期作で３回）以上及びさとうきび12 ◇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
回以上実施し、収穫直前の検定にお 指標＝１作期当たりの病害検定回数
ける病害罹病率を0.1％未満とする Ｓ：12回以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた。
また、同指針に基づき、土壌改良、 Ａ：12回以上
輪作年限の確保等の対策を実施し、 Ｂ：11回
配布する原原種について、ばれいし Ｃ：10回以下
ょは萌芽率90％以上、さとうきびは 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
発芽率80％以上を満たすようにす
る。 【事業報告】

・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
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
について、以下のとおり実施した。

平成21年夏植用さとうきび原原種 12～13回
平成22年春植用さとうきび原原種 ９～13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】
・ばれいしょ原原種の収穫直前の病害罹病率は、平成21年秋植用及び平成22年春
植用について、全ての農場、品種でそれぞれ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 ４農場 北海道中央 胆振
後志、雲仙）の一部の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。特に、Ｙモザイクウイルス
（PVY）について罹病率が高かったことから系統の分析を依頼したところ、こ
れまでの系統と異なる欧州型系統（Eu-PVY ）であることが判明した。このたNTN

め、原原種生産を行っている68品種について一次病徴の調査を実施し、得られ
た病徴画像データをもとに原原種ほ場での一次感染株の除去を強化するととも
に、発生要因の解明のため研究機関及び大学との共同研究を開始した。

◇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】
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・さとうきび原原種の収穫直前の病害罹病率は、平成21年夏植用及び平成22年春
植用について、全ての農場、品種でそれぞれ0.1％未満であった。

◇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
平成21年秋植用ばれいしょ原原種：99.3％
平成22年春植用ばれいしょ原原種：99.3％

◇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
平成21年夏植用さとうきび原原種：98.4％
平成22年春植用さとうきび原原種：97.6％

【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 Ｂ
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２
か月以内とする。 【事業報告】
【年度計画】 ・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
ウ 原原種の生産見込数量の把握を 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
適時に行い、収穫調製から配布数量 に報告される収穫・選別状況等を基に迅速に配布数量の決定を行った結果、配
決定までの期間の短縮に努めるとと 布開始までの期間は以下のとおりであった。
もに、生産見込数量を関係道県に早 平成21年秋植用ばれいしょ原原種：1.9ヶ月
期に提示し、配布数量決定までに係 （申請期限６月末（県からの申請の 終日７月７日）に対し、８月26日に配
る事務処理の迅速化を図り、配布申 布開始）
請期限から配布開始までの期間をば 平成22年春植用ばれいしょ原原種：1.7ヶ月
れいしょ1.5か月及びさとうきび２ （申請期限９月15日（道県からの申請の 終日９月29日）に対し、11月６日
か月以内とする。 に配布開始）

◇さとうきび原原種の配布の迅速化 Ａ
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。

平成21年夏植用さとうきび原原種：1.9ヶ月
（申請期限７月末（県からの申請の 終日８月18日）に対し、９月25日に配
布開始）
平成22年春植用さとうきび原原種：1.2ヶ月
（申請期限１月15日（県からの申請の 終日１月12日）に対し、２月19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
結果で顧客満足度５段階評価の4.0 【事業報告】
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以上を得るよう努める。 ・平成20年度アンケート結果に基づく平成21年度改善計画に沿って、業務の改善
【年度計画】 を着実に実施した。
エ 原原種の配布先である道県に対 ・農協及び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
し、アンケート調査を実施し、アン 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、平成22年度改善計
ケート成果に基づき次年度以降の原 画を作成した。
原種生産配布に関する改善計画を作 （表２－３－３参照）
成して業務の改善を図るとともに、
クレームがあった場合には適切に対 ◇ばれいしょ原原種配布先の満足度の向上 Ａ
処することにより、アンケート結果 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
で顧客満足度５段階評価の4.0以上 Ｓ：4.0以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
を得るよう努める。 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。

平成21年春植用ばれいしょ原原種：4.1（前年度4.2）
平成21年秋植用ばれいしょ原原種：4.1（前年度4.0）

（表２－３－４参照）

◇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。

平成21年春植用さとうきび原原種：4.4（前年度4.5）
平成21年夏植用さとうぎび原原種：4.4（前年度4.4）

（表２－３－４参照）

◇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11件（平成
20年度７件）あった。
これらについては、本所・農場と配布先との連絡を密にし、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、クレームの相手方の了解を得ることができた。
（表２－３－５参照）

【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
るとともに、種ばれいしょとしての 【事業報告】
備蓄方法等を検討する。 ・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

換できるよう管理を行った。
・平成20年春作産の種ばれいしょを長期冷蔵貯蔵（11月～８月 、凍土低温貯蔵）
（氷室、12月～７月)及び恒温高湿貯蔵（３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、40ｇ～190
ｇまでの原原種規格の収量は、通常の種ばれいしょに比べ、長期冷蔵貯蔵では
デジマ72％、ニシユタカ158％と品種間に大きな差が見られたが、凍土低温貯
蔵及び恒温高湿貯蔵では同等であった。また、貯蔵による減耗率は、長期冷蔵
貯蔵では24.5％と高かったものの、凍土低温貯蔵及び恒温高湿貯蔵では約２％
と低かった。

【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



- 32 -

る。 【事業報告】
【年度計画】 ・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
カ 試験研究機関との情報交換を密 種等の品種特性、病害検定等に係る情報交換を行った。
接に行うとともに、育種、栽培技術 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
開発等に必要な調査用種苗の提供を た。
行う また 試験研究機関と連携し 平成21年秋植用ばれいしょ：３機関、10品種1,370㎏。 、 、
有望系統等の段階から母本の無病 平成22年春植用ばれいしょ：24機関、71品種13,001㎏
化、増殖特性の確認等を行うととも 平成21年夏植用さとうきび：１機関、１品種900本
に、必要に応じて急速増殖を行う。

◇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15系統
さとうきび：無病化12系統、増殖特性確認18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 Ａ
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把握し、
小粒種いもについて、実需者の要望 【事業報告】
に基づく選別による配布を検討する ・小粒種いもの生産・配布については、アンケート調査、配布先調査等によって
とともに、安定的な生産技術につい 実需者のニーズの把握に努めた。要望を踏まえ、１団体に対し選別における規
て試験研究機関との共同研究を引き 格分けによりコナフブキの小粒（40ｇ～60ｇ）250袋を配布した。
続き行う。また、実需者の要望に基 ・全粒植に適した小粒種いもの安定的生産方法については、北海道農業研究セン
づき、大型コンテナ等による原原種 ターとの共同研究において、浴光催芽処理、貯蔵種いもの加温処理、強制芽欠
の配布を行う。 き、ジベレリン処理による小粒種いも（30ｇ～90ｇ）の増収効果の検証を行っ

た。この結果、塊茎へのジベレリン処理（５ppmと10ppm）により、男爵薯、ト
ヨシロ、十勝こがねで小粒種いもの生産割合が約20％増加した。

・フレコンバックでの配布要望のあった一部の品種について、十勝農場において
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
ク 原原種生産担当者会議を開催
し、原原種生産改善計画、生産コス 【事業報告】
ト低減等に関する検討を行うととも ・種苗生産部長等会議及びミニチューバー生産現地検討会（重点課題「種苗生産
に、研修計画に基づいて専門技術研 （ばれいしょ）のコスト低減に係る技術の開発」検討会との合同会議）を開催
修を行う。 し、生産コストの低減方策について検討するとともに、品質マニュアル（案）

の検討を行った。
・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
ウ発生模擬訓練を実施し、その評価結果に基づきジャガイモシストセンチュウ
危機管理マニュアルを改正した。

【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
産の振興及び適正な流通に資するた 【事業報告】
め、農林水産省に原原種の配布実績 ・原原種配布終了後、各農場からの配布実績報告書を取りまとめ、以下のとおり
等について定期的に報告するととも 農林水産省に報告を行った。
に、当該作物に係る各地域の情報を 平成21年秋植用ばれいしょ原原種：平成22年１月７日
収集し、随時提供する。 平成22年春植用ばれいしょ原原種：平成22年２月16日

平成21年春植用さとうきび原原種：平成21年６月23日
平成21年夏植用さとうきび原原種：平成22年２月４日
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【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／年 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
度、大豆５トン／年度）を実施し、
必要に応じて都道府県に配布する。 【事業報告】
【年度計画】 ・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トンの予備
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 貯蔵を行った。
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／年 Ｂ：4.0トン以上4.5トン未満
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、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 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】
、 。・北海道からの配布申請に基づき 災害対策用そば種子7.9トンの配布を行った

【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。
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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（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：６×１＝６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： ６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

各業務について次の調査研究課題 容の見直し
に重点的に取り組むものとする。ま Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
た、調査研究結果については、適宜 Ａ：順調に進んでいる
評価を行い 調査研究内容の見直し Ｂ：概ね順調に進んでいる、 、
新規課題の設定等に反映させるとと Ｃ：不十分又は問題あり
もに、可能なものから各業務へ調査 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
研究成果を順次導入するものとす
る。 【事業報告】
【年度計画】 ・調査研究実施農場に出向き中間レビューを行うとともに現地検討会を開催し、
（１）調査及び研究の重点的な実施 年次計画に従い調査研究を推進した。

中期計画において、各業務につい ・調査研究運営委員会の評価結果を踏まえ、実用化が期待される成果については
て重点的に取り組むこととした調査 各業務に円滑に導入されるようマニュアルを作成することとした。
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 －
（ア）品種識別のためのＤＮＡマー Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
カーの情報収集・開発 Ａ：順調に進んでいる

栽培試験の省力化及び高精度化を Ｂ：概ね順調に進んでいる
図るため、各種作物・品種のＤＮＡ Ｃ：不十分又は問題あり
マーカーに関する情報収集及び開発 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
を行うとともに、特にＳＳＲマーカ
ー等を用いた科学的な対照品種の選 【事業報告】
定及び区別性の高精度化を可能とす ・ナシの登録品種等のＤＮＡデータベースを作成し、これによりナシ27品種のＤ
る手法の開発を行う。 ＮＡ識別が可能となった。また、平成20年度に作成した茶のデータベースに１
【年度計画】 品種を追加した （再掲）。
ア 栽培試験関係
（ア）品種識別のためのＤＮＡマー
カーの情報収集・開発

ナシのＤＮＡデーターベースを作
成するとともに、イチゴ、イグサ、
おうとう等のＤＮＡデータベースの
品種数を拡大する。

【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

（平成20年度で終了 ） 【事業報告】。
・農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の開発については、平成20年度で
終了。

【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
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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】
イ 種苗検査関係 【事業報告】
○ 種子伝染性病害の簡易な検定手 ウリ類果実汚斑細菌病について、平成20年度作成した検査プロトコルに従い、・
法の開発 種苗会社２社でスイカ種子を用いた実証試験を行った。

ウリ類果実汚斑細菌病の種子検査 ・ニンジン斑点細菌病について、ＩＳＴＡ法に規定された３種類の選択培地につ
法及びカブ黒腐病の検査法について いて検討した結果、ＭＫＭ培地とＭＤ５Ａ培地の組合せが検査に使用する選択
実証試験を行う。また、ニンジン斑 培地として適当であった。
点細菌病の検査法についての調査を ・カブ黒腐病について、病原性試験に用いる品種の選定を検討し、品種「金町小
開始する。 かぶ」を検定植物とする検査法を確立した （依頼検査項目に追加 ）。 。

・ユウガオつる割病について、現行の駒田培地は成分の一つが製造中止により今
後使用できなくなることから、これに代わる選択培地の検討を行った。この結
果、赤紫色に着色したコロニーを安定して示すFo-G2培地を新たな培地として
選定した。

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

ばれいしょ及びさとうきび原原種 Ｂ：概ね順調に進んでいる
の効率的な施設内生産 養液栽培等 Ｃ：不十分又は問題あり（ ）
技術、病害検定技術等を確立する。 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】
ウ 原原種の生産及び配布関係 【事業報告】
（ア）種苗生産のコスト低減に係る ・ばれいしょの施設内生産システムについて 吸水シートを用いた漸次収穫法 嬬、 （
技術の開発 恋農場方式）において早生系の品種では収量が少ない傾向がみられるため、日

ばれいしょについて、器内増殖シ 長処理による栽培期間延長の増収効果を調査した。この結果、蛍光灯による日
ステム及び施設内生産システムの効 長処理区で収量が増加した。また、同法と噴霧耕法の収量比較試験を行った結
率的な技術並びに粉状そうか病の効 果、同等の収量が得られた。
率的防除技術の確立、さとうきびに ・粉状そうか病の効率的防除技術について、これまでに確立したおとり植物（ト
ついて、サトウキビモザイク病検定 マト）を用いて測定する方法に比べより簡便な方法として （独）農業環境技、
技術及び側枝苗の水耕発根技術の確 術研究所が開発した方法により直接土壌からの粉状そうか病菌のＤＮＡ検出を
立に向けた調査を引き続き行う。 試みた。この結果、同手法を改良することにより、おとり植物を用いる手法の

、 。７割の感度で検出が可能となり 実用化のための検査プロトコールを作成した
・さとうきび側枝苗の水耕発根技術について、発根操作開始後２週目以降に起こ
る芯枯による生存率の低下を防止するため、間断給液水耕法の導入により養液
循環システムを改良し、20日後の生存率が70％から98％に向上することを確認
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。
【年度計画】 【事業報告】
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 ・黒あし病菌について、増菌培地の検討を行った。この結果、King B培地で増菌
管理技術体系の確立 することによりELISA及びPCRで安定して検出可能であることが確認された。

細菌病に関し、開発した新検定法 ・培養系母本のウイルス検定業務にマクロアレイによる高精度・一括検出技術を
について、安定的な検出技術を確立 導入するため、5種類のウイルスの混合試料からマクロアレイでウイルス検出
する。ウイルス病に関し、休眠塊茎 を行った。この結果、混合試料から全ウイルスを一括検出することができた。
からのウイルス検出条件調査を行 ・ＰＭＴＶについて、おとり植物(トマト)を用いたＲＴ－ＰＣＲ－ＭＰＨ法によ
う。ジャガイモモップトップウイル り各ばれいしょ生産農場の輪作ほ場から採取した土壌290サンプル及び原原種
ス（ＰＭＴＶ）に関し、各生産農場 3,400サンプルについて検診を行った。
の土壌及び種いもの検診を引き続き ・ウイルスを重複感染させた貯蔵休眠塊茎からの各ウイルスの検出を試みた。こ
行う。 の結果、平成20年度と同様にＰＶＹの検出が貯蔵60日後に困難となったが、そ

れ以前であれば検出可能であった。なお、これ以上の成果が見込めないため本
年度で調査を中止することとした。

【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

調査研究担当者による検討会、先 Ａ：順調に進んでいる
進的な技術の導入に係る専門技術研 Ｂ：概ね順調に進んでいる
修等を実施することにより、調査研 Ｃ：不十分又は問題あり
究担当者の業務運営能力の向上を図 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。
【年度計画】 【事業報告】
（２）調査研究担当者の業務運営能 ・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
力の向上 究成果の発表等を通じて業務運営能力の向上を図った。

調査研究担当者会議の開催（調査 ・ＧＭＯ検知技術に関する業務運営能力の向上を図るため （独）農業・食品産、
研究成果発表会を含む 、遺伝子組 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調査研究担当者２名を。）
換え体の検知技術の習得のための研 派遣した。
修への参加により、調査研究担当者
の業務運営能力の向上を図る。
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【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
を行う等緊密な連携を図る。 【事業報告】
【年度計画】 ・ 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（
（３）試験研究機関等との連携 品種識別技術の開発と利用に関する研究」を実施した。

試験研究機関等の持つ情報を収集 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。
整理するとともに、センターの持つ 「食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解析のための基盤技術の開発」
情報を積極的に提供する。また、セ に参画し 「果樹類および果実加工品のＤＮＡ品種判別技術の開発（種判別、
ンターが実施する調査及び研究につ マーカーの開発 」を分担して実施した （ 独）農業・食品産業技術総合研） 。（
いて、試験研究機関等と協力して実 究機構果樹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、
機関主催の研究会、シンポジウム等 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
へ参画するとともに、共同研究、協 施した （ 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。（
定研究を実施する。 の共同研究）

・沖縄県下の製糖工場10社の協力を得て、沖縄県下の地域ごとのわい化病罹病率
を調査し、その結果を第36回サトウキビ試験成績発表会で発表するとともに、
各製糖工場にデータを提供した。
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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
形態等の栽培試験に係る情報を提供 【事業報告】
する。 ・センターのホームページにおいて、種類別審査基準、主要な植物の特性調査の
【年度計画】 ための栽培方法等の情報を更新した。
（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、種
類別審査基準、植物別の担当農場及
び栽培試験における種苗の送付形態
等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
されるよう指導を行い、適正な種苗 【事業報告】
流通の推進を図る。 ・種苗業者からの要望に応じて実施した研修（７月）において、２社４名の種子
【年度計画】 検査担当者に対して発芽検査方法について講義・実習を行った。
イ 種苗業者に対し 要望に応じて ・野菜茶業研究所課題別研究会（11月）において、種苗業者、研究者等46名に対、 、
発芽検査方法、病害検査方法等に関 し、講演を行い、ウリ科野菜種子果実汚斑細菌病の検査法について情報提供を
する技術講習会を開催するととも 行った。
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
し、要望に応じて職員を技術講習会 【事業報告】
等に派遣し、技術指導を行う。 ・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、内容を更新した。
【年度計画】 新品種紹介パンフレット
ウ センターが新たに生産及び配布 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 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 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 種ばれいしょの検定結果
供する。また 「さとうきび増産プ シストセンチュウ検診結果、
ロジェクト基本方針」に即し、種苗 ・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
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生産者等に対し、病虫害・ほ場管理 努めた。
等栽培管理に係る情報を提供し、要 ・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
望に応じて職員を技術講習会等に派 について指導を行った。また、ばれいしょ及びさとうきびの種子生産に関係す
遣し、技術指導を行う。 る地域の各種協議会等に参加し、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に努めた。

【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
について、関連する専門誌や一般誌 【事業報告】
等への掲載を行うとともに、学会、 ・調査研究成果を ＤＮＡ鑑定学会の基調講演等において発表するとともに 生、 、「
ホームページ等を通じて情報提供を 物物理化学」等の専門誌に投稿した。
行う。 （表２－５－１参照）

・平成21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
ア ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ（国際種 Ａ：順調に進んでいる

子検査協会）等センターの業務に関 Ｂ：概ね順調に進んでいる
連する国際機関が開催する会議につ Ｃ：不十分又は問題あり
いて、農林水産省からの職員の派遣 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
の要請に基づき、職員を派遣する等
積極的な参加を図る。また、ＩＳＴ 【事業報告】
Ａが行う熟練度テスト ＩＳＨＩ 国 ・農林水産省からの要請等に基づき、ＵＰＯＶ及びＩＳＴＡ等が開催する国際会、 （
際健全種子推進機構）が行う比較試 議に職員を派遣した。
験等の検査法の国際標準化に向けた （表２－５－２参照）
活動に参画し、必要に応じ職員を派 ・ＩＳＴＡのイネ病害の熟練度テストにおいて、センターがオルガナイザーとな
遣する。 り、海外の加盟検査所に対してテストを実施した。
【年度計画】 ・農林水産消費安全技術センター及び食品総合研究所と共同して、ＩＳＯの食品
２ 種苗に係る国際会議への参画 専門委員会分子生物指標の分析に係る横断的手法に係る分科委員会（ＴＣ３４（ ） 、

国際協力等 ／ＳＣ１６）を開催した。
ア 農林水産省からの要請に基づ （表２－５－２参照）
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。

、 （ ）さらに ＩＳＯ 国際標準化機構
の関係分科委員会を関係機関と共同
で開催する。

【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】
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の 【事業報告】
一環として、栽培試験の実施方法の ・農林水産省からの要請に基づき 日中農業科学技術交流に基づく訪中考察団 育、 「
国際的な整合性を確保するため、要 成者権付与のための植物新品種の審査に関する協力」に職員２名を派遣すると
請に応じ職員を同盟国に派遣すると ともに、台湾の専門家２名を受け入れたほか、ＵＰＯＶ事務局次長及び首席参
ともに、同盟国の専門家を受け入れ 事官との情報交換を行った。
る。

【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
する。 【事業報告】
【年度計画】 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき 「栽培試験実施方法、、
ウ 東アジア植物品種保護フォーラ 特性調査及び評価等の研修 「審査基準と審査・栽培試験方法の調和に係るワ」、
ム等の要請に基づいて職員を専門家 ークショップ」等に専門家として栽培試験担当職員延べ８名を派遣するととも

、「 」 。として当該国へ派遣するとともに、 に 品種保護に関する意識啓発セミナー に品種保護Ｇメン２名を派遣した
ＪＩＣＡ集団研修「植物品種保護」 （表２－５－３参照）
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コースへの協力を行う。 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき、基礎研修、技術補完研
修、短期専門技術研修及び審査官業務研修を実施し、研修員延べ17名を受け入
れた。

・ＪＩＣＡからの要請に基づき、集団研修「植物品種保護」コース等を実施し、
研修員47名を受け入れたほか、視察22名を受け入れた。
（表２－５－４参照）
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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：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： 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
の調査、遺伝資源の保存に関する調 【事業報告】
査等を行う その実施に当たっては ・平成21年度農業生物資源ジーンバンク事業計画に基づき、16種296点の植物遺。 、
気象災害等による保存植物の滅失を 伝資源の栄養体の受入れを行い、植物遺伝資源の保存10,935点、種子再増殖
防ぐため、重要度の高い植物につい 680点、特性調査20,171点、大麦播性調査2,999点を実施した。また、植物遺伝
ては、ほ場における保存に加え、施 資源を９件23点配布した。
設内においても保存するなど、保存 （表２－６－１参照）
体制の強化を図る。
【年度計画】 ◇重要度の高い植物の保存体制の強化 Ａ
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
及び特性評価等の実施 Ａ：順調に進んでいる

独立行政法人農業生物資源研究所 Ｂ：概ね順調に進んでいる
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、遺伝資源の保存に
関する調査等を行う。再配置計画に 【事業報告】
沿った植物遺伝資源の農場間の移管 ・保存担当農場の選定基準の明確化及び滅失防止のため 「植物遺伝資源の配置、
に当たっては、移管植物が活着する ・保存の基本的な考え方」を策定し、その方針に沿って11種1,134点の二重保
までの間、移管元と移管先で二重保 存を実施した。
存するとともに、各農場の既保存植 （表２－６－２参照）
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
聴取及び栽培・特性調査マニュアル 【事業報告】
の作成により、遺伝資源保存業務担 ・種苗管理センター本所および農業生物資源研究所において「平成21年度遺伝資
当者の業務運営能力の向上を図る。 源担当者会議 （11月）を開催した。」
【年度計画】 ・くるみ、いんげんまめ、うめ及びつつじの４種類の栽培・特性調査マニュアル
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 を作成した。作成に当たり、くるみ、いんげんまめ及びうめについては、現地
務運営能力の向上 検討会を開催し、それぞれアドバイザーを招聘して、栽培及び特性調査方法に

遺伝資源担当者会議を開催し、遺 ついての技術向上を図った。
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 Ａ
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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
病等の除去を行う無毒化事業の実施 【事業報告】
について検討を進める。 ・無毒化事業の実施に向け、生長点培養技術の習得に努めた。
【年度計画】
（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
を行う無毒化事業について、実施体
制を整備する。
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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年度収支計画 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

「（ ） 」（略） ※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
３ 資金計画 の評価結果に十分配慮するものとする。

平成18年度～平成22年度資金計画 【事業報告】
（略） ・支出の節減にあたり次の事項に積極的に取り組んだ。

【年度計画】 契約について、競争入札を原則として競争性を高めるとともに、本所で対応
１ 予算 可能な契約は全て本所で実施することにより効率化を図った。
平成21年度予算 水道光熱費及び通信運搬費について、継続した節減目標を立て、全農場へ情

（略） 報提供し節減意識を高め効率化を図るとともに、宿泊パックの原則利用によ
２ 収支計画 る出張旅費の節減に努めた。
平成21年度収支計画 施設整備費補助金による工事７件について、全て自主施工とした。

（略） 各農場の遊休機械の機能等を調査し、他の農場に管理換することにより有効
３ 資金計画 利用を図った。
平成21年度資金計画 （表３－１～４参照）

、 、（略） ・八岳農場において 不要となった診療所及び合宿舎を解体・撤去するとともに
用地を貸し主に返還（0.85ha）し、土地借料の縮減を図った。
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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年度収支計画 Ｂ：効果的な資金の配分はやや不十分であった

（略） Ｃ：効果的な資金の配分は不十分であった
３ 資金計画 Ｄ：効果的な資金の配分は不十分あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営に

あった
平成18年度～平成22年度資金計画

（略） 【事業報告】
【年度計画】 ・資金の配分について、本所が農場等の要求する個々の経費の必要性を精査し、

１ 予算 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
平成21年度予算 した。

（略）
２ 収支計画
平成21年度収支計画

（略）
３ 資金計画
平成21年度資金計画

（略）



- 44 -

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。
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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及 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
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、26,100 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
㎡ 及び知覧農場 鹿児島県知覧町 Ａ：順調に進んでいる） （ 、
40,100㎡）について、業務の移管状 Ｂ：概ね順調に進んでいる
況等を踏まえ売却する。なお、セン Ｃ：不十分又は問題あり
ター業務を引き続き円滑に実施する 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
ため、売却収入により新たな用地を
取得するとともに、業務に必要な施 【事業報告】
設、機械等を整備する。 ・金谷農場本場跡地（静岡県島田市、12,700㎡）について、公用・公共用優先公
【年度計画】 募に対して応募があった島田市に売却し、売却収入により業務移管先の西日本

農場の施設の整備を引き続き行った。
なお、センター業務を引き続き円 ・金谷農場牧之原分室跡地（静岡県牧之原市、13,471㎡）について、公用・公共

滑に実施するため、売却収入等によ 用優先公募に対して応募者がなかったため、競争契約による売り払いを行うこ
り業務に必要な施設、機械等を整備 ととして不動産鑑定を行い、土壌汚染一次調査を実施した。一次調査の結果、
する。 調査区画の一部の土壌で基準値を超えたため、静岡県及び牧之原市の関係部局

等と対応について協議を進めた。
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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
の施設、ばれいしょ収穫機、選別機 【事業報告】
等の機械の更新等のための経費に充 ・目的積立金の該当なし。
当する。



- 47 -

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 Ｃ：改善の成果は不十分であった
保のため、業務実施上の必要性及び 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
既存の施設・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 【事業報告】

、 、的に行う。 ・上北農場における法面崩落防止工事により 法面崩落による耕地への土砂流入
通行障害の防止が図られた。

（表略） ・北海道中央農場、後志分場、胆振農場及び上北農場における病害虫侵入防止対
【年度計画】 策工事により、それぞれの農場等におけるばれいしょの重要病害虫であるジャ

業務の適切かつ効率的な実施の確 ガイモシストセンチュウの侵入防止対策の強化が図られた。
保のため、業務実施上の必要性及び ・後志分場におけるばれいしょ選別施設改修工事により、機械選別作業の一層の
既存の施設・設備の老朽化等に伴う 効率化が図られた。
施設及び設備の整備・改修等を計画
的に行う。

平成21年度計画
（施設整備費補助金）
①法面崩落防止（上北）

（ 、②病害虫侵入防止対策 北海道中央
胆振、後志、上北）
③ばれいしょ選別施設改修（後志）
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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：２×１＝３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： ２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】
（１）方針 【事業報告】
ア 既存業務の効率化を推進するこ ・管理部門及び業務部門の合理化等により削減した要員27名(管理部門３名、業
とによる人員の適正な配置を進め 務部門24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）
る。 （19名）に振替を行うとともに、総人員７名の削減を行った。
イ 栽培試験等の業務量の増加、種 ・３法人統合に向けた新法人の組織や運営方法などについての制度設計について
苗検査項目の拡大等、新たな課題へ は、３法人統合検討打合せ会議等において検討を進めていたが、整理合理化計
の対応に必要な人員を確保する。 画が凍結されたことから関連する作業を中断した。

また、独立行政法人整理合理化計
画（平成19年12月閣議決定）におい
て、平成23年4月に農業生物資源研
究所、農業環境技術研究所と統合す
ることとなったことを踏まえ、３法
人統合検討打合せ会議や種苗管理セ
ンター組織体制検討委員会におい
て、新法人の組織や運営方法などに
ついて具体的な制度設計を進める。

【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＝平成21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） 、
る増員があった場合には、それに係 【事業報告】
る人件費を除外する。 ・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)並びに人事院勧
（参考） 告を踏まえた給与改定部分を除く。)について、基準年度(平成17年度)比3.5％

期初の常勤職員数 を削減した。
333人 ・人員については、期末の常勤職員数は基準年度期初の333人に対して305人(8.4

期末の常勤職員数の見込み ％減)となった。
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

平成21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
平成22年度において平成17年度比で
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
322人
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年度末の常勤職員数の見込み
319人

人件費総額見込み
2,085百万円

【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
め、行政部局、他の独立行政法人等 【事業報告】
との人事交流を計画的に実施する。 ・国家公務員試験合格者から８名（Ⅱ種農学７名、行政Ⅲ種１名）を採用した。

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、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12人、転出18人の人事
受講、必要な資格の取得等を計画的 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」に基づき平成21年度研修計画を作成し、計「
センター業務の効率化やサービスの 画的に研修を実施した。特に、植物の新品種保護に関する国際関係業務につい
向上、業務の円滑な実施等に多大な ての行政事務研修員として、栽培試験課職員を農林水産省生産局知的財産課へ
貢献を行った職員に対しその功績を ５カ月間派遣した。また、会計課職員を財務省会計センターが実施する研修に
表彰する。 参加させ資質の向上を図った。
【年度計画】
（３）人材の確保・養成
ア 平成21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。
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評価シート付表一覧

表１－１－１ 品種情報データベース入力実績
平成20年度 平成21年度 累計

画像情報(品種数) 382 626 7,731
定型情報データ(品種数) 362 1,139 18,615
種苗の入手先情報(件数) 3,425 4,011 63,855
品種特性情報(件数) 210 － 13,833
栽培試験情報(件数) 78 100 1,657
保存品種情報(品種数) 86 60 12,440
品種情報(品種数) 2,184 2,967 47,005
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。

なお、平成21年度から「知的財産課電子情報処理組織」に特性データを入力しているため、
品種情報データベースへの入力は中止した。

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、品種に関する基本データ（マスター情報）である。

表１－１－２ 公募による栽培試験の委託先及び植物
植物種類 点数 委託先 委託機関名
ストック 6 千葉県 千葉県農業総合研究センター
アスター 6 福岡県 福岡県農業総合試験場
ビンカ 8 民間団体 財団法人農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

表１－１－３ 品種保護Ｇメンの配置 （単位：人）
平成20年度 平成21年度

本所 5（1） 5（1）
北海道中央農場 2（2） 2（2）
上北農場 2（2） 2（2）
八岳農場 － 2（2）
西日本農場 3（1） 3（1）
雲仙農場 2（2） 2（2）
沖縄農場 2（2） 2（2）
合 計 6農場16（10） 7農場18（12）
注：カッコ内の数値は併任で内数である。

表１－３－１ 平成21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

北海道中央農場 養液栽培装置を増設し、養液栽培によるミニチューバー生産を拡大
後志分場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え
胆振農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え
十勝農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え
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
上北農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え

表１－３－２ 各ばれいしょ原原種生産農場のミニチューバーを用いた生産体系
農場名 生産体系の概要

北海道中央農場 新品種導入 → 培養系母本 → ミニチューバー → 基本種 → 原原種

後志分場 （ﾐﾆﾁｭｰﾊﾞｰ受入れ）→ 基本種 → 原原種
胆振農場 （ﾐﾆﾁｭｰﾊﾞｰ受入れ）→ 基本種 → 原原種
十勝農場 （培養系母本受入れ）→ ミニチューバー → 基本種 → 原原種
嬬恋農場 （培養系母本受入れ）→ ミニチューバー → 基本種 → 原原種

雲仙農場 （基本種受入れ）→ 原原種
上北農場 （ﾐﾆﾁｭｰﾊﾞｰ受入れ）→ 基本種 → 原原種

表１－３－３ 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 939,622 677,212 262,410 13,995 3,587 1,650

(97.0) (93.3) (108.1) (99.7) (108.6) (1,670)
さとうきび 160,386 124,503 35,884 72,033 16,079 1,427

(90.2) (90.5) (89.1) (94.2) (93.1) (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

、、 、 、培養系母本 基本ほまでの増殖 ②各段階での無病性を確保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：生産経費及び単位当たり生産コストのカッコ内の数値は、対前年度比（％）である。
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表１－３－４ 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 10 167 原原種品種別価格×1.0
規格外大 0 0 原原種品種別価格×0.7
軽微な打撲等 0 0 原原種品種別価格×0.7
合 計 10 167

表１－３－５ 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 延べ29 5,854
余剰原原種 18 655 原原種品種別価格同額
規格外計 延べ24 5,199

規格外小 19 2,217 原原種品種別価格×1.0
規格外大 4 287 原原種品種別価格×0.7
規格外混 9 2,695 原原種品種別価格×0.6

環境浄化用 18 5,151
余剰原原種 1 98 原原種品種別価格同額
規格外計 延べ18 5,053

規格外小 12 716 原原種品種別価格×0.8×0.9
規格外大 2 58 原原種品種別価格×0.8×0.7
規格外混 8 4,279 原原種品種別価格×0.8×0.8

合 計 延べ34品種 11,005
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である。
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。

表１－４－１ 評価結果の次年度計画への反映状況

重点課題名 主な評価結果 次年度計画への反映

１ 「品種識別のための 小課題「ＤＮＡ品種識別データベースの構築及び拡大」につ データベース開発は行わず、品種識
ＤＮＡマーカーの情報 いては、データベースの開発には予算と労力がかかることに 別技術情報の収集・整理を行う計画
収集・開発」 加え、識別手法は日進月歩なので、当面必要 小限にとどめ に変更。

るべき。

２ 「種苗生産のコスト （１）小課題「エアロポニックス（噴霧耕栽培）と養液栽培 嬬恋農場の当該重点課題へ統合。
低減に係る技術の開発 （嬬恋方式）との比較試験 （嬬恋農場）については、一」 」

般課題「Ａｅｒｏｐｏｎｉｃｓを用いたＭｎｔ生産法の
確立 （十勝農場）と統合して効率化すべき。」

（２）小課題「バレイショにおけるより効率的な施設内生産 コストを算出する計画に変更。
技術の開発」については、どの程度コストが低減した分
かるようコストを算出する計画とすべき。

。（３）小課題「バレイショにおけるより効率的な器内増殖技 マニュアル化することを計画に明記
術の開発 「バレイショの土壌病害（粉状そうか病等）」、
の効率的防除技術の確立」及び「側枝苗水耕発根技術の
確立」については、マニュアルとして成果を取りまとめ
業務に反映させる計画とすべき。

３ 「高品質ばれいしょ （１）小課題「貯蔵休眠塊茎からの遺伝子診断によるウイル 平成21年度で終了。
原原種生産管理技術体 ス病高精度検定法の確立」については、これ以上の成果
系の確立」 が期待できないため本年度で終了すべき。

（２）小課題「新増殖体系におけるウイルス病精密検定に関
」 。する調査 （中央農場）については、マニュアルとして成 マニュアル化することを計画に明記

果を取りまとめ業務に反映させる計画とすべき。
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表１－７－２ 者応札 者応募の主な要因一 一
契 約 件 名 要因主な

嬬恋農場肥料購入 参加業者が少ない地域 あるで
競争入札 ネットワーク管理運用支援 熟知している納入業者が有利
等 会計システム用サーバ等保守及びサポート業務 熟知している納入業者が有利

上北農場法面崩落防止工事監理業務 土木管理業者が少ない
後志分場病害虫侵入防止柵設置工事 豪雪地域における施工のため応札を避けた

企画競争 きのこ種菌保存検査棟の使用及び維持管理委託業務 種菌保管業務には専門知識と技術が必要
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表１－７－３ 経費削減及び効率化目標との関係 （単位：百万円）
基準年度 当中期目標期間

区 分 (平成17年度) 平成18年度 19 20 21
金 額 金額 対前年度比 金額 対前年度比 金額 対前年度比 金額 対前年度比

予算額 390 368 94.2％ 356 96.9％ 346 97.2％ 337 97.4％
一般管理費 （95.5％） （96.1％） （96.4％）

決算額 198 158 80.0％ 139 87.5％ 139 100.0％ 120 86.4％
（83.7％） （88.8％） （88.2％）

予算額 302 298 98.9％ 295 98.9％ 293 99.2％ 291 99.4％
業務経費 （98.9％） （99.0％） （99.1％）

決算額 364 361 99.1％ 353 97.8％ 353 99.9％ 344 97.4％
（98.5％） （98.9％） （98.6％）

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： 欄のカッコ内の数値は、基準年度からの年平均削減率である。対前年度比

一般管理費 業務経費

表１－７－４ コンプライアンス委員会開催実績
開 催 日 議 題

第１回 平成21年10月23日 ・コンプライアンス推進規程の一部改正について
・行動規範（案）について

第２回 平成22年２月８日 ・行動規範（案）の職員アンケートの結果について
・アンケート結果を踏まえた行動規範の策定
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表２－１－１ 栽培試験実施計画作成点数 （単位：点数）
平成20年度 平成21年度

農林水産省からの通知点数（Ａ） 923 898
栽培試験実施計画作成点数（Ｂ） 923 898
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）
平成20年度 平成21年度

出願点数 1,246 1,112
栽培試験実施計画作成点数 923 898

栽培試験実施点数 Ａ 311 238
取り下げ・遅延申請点数 95 66
次年度以降実施予定点数 612 654

栽培試験実施点数（前年度計画分）Ｂ 454 449
当該年度栽培試験実施点数 （Ａ＋Ｂ） 765 687
委託試験 37 42

（ 、 ）(7県9機関、1民間団体） 8県10機関 1民間団体
注１：栽培試験実施計画作成点数には、次年度以降実施分も含んでいる。
注２：当該年度栽培試験実施点数は、年度中に栽培に着手した点数である。

表２－１－３栽培試験実施種類数（単位：種類数）
平成20年度 平成21年度

種類数 83 95

表２－１－４ 栽培試験終了後の平均報告期間
平成20年度 平成21年度

平均報告期間 86日（2.9ヶ月） 87日（2.9ヶ月）
注:平均報告期間は、当該年度に試験が終了したものについての、

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。

表２－１－５ 栽培試験対象植物の種類の拡大
平成20年度 平成21年度

おうごんかずら らっかせい
ホイヘラ アンスリウム
バジル べにばなとけいそう
サンヴィターリア チリそけい
なつしろぎく アルテルナンテラ・フィコイデア

オーニソガラム
植 ケンタウリウム
物 コレオプシス
種 ティアレラ
類 はまかんざし
名 ユーホルビア・ヒペリシフォリア

アカリファ・ウィルクシアナ
じゅずさんご
においむらさき
しろクローバー
にら×ぎょうじゃにんにく
ガザニア
おおぼうしばな

計 ５種類 18種類
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表２－１－６ 栽培・特性調査マニュアルの作成
平成20年度 平成21年度

経過 植物の種類 計 植物の種類 計
作成完了 ロベリア 2 コリウス 3

ペチュニア（改正） ばれいしょ
オステオスペルマム（改正）

作成継続 きく（改正） 7 きく（改正） 9
スターチス（改正） リモニウム（改正）
ほうせんか（改正） ニューギニアインパチェンス
コリウス アフリカほうせんか
ばれいしょ カリブラコア
カリブラコア ディアスキア
オステオスペルマム（改正） エラチオールベゴニア

バーベナ
ばら（改正）

中止 大豆（えだまめ （改正） 5）
るりとうわた（改正）
プリムラ（改正）
マーガレット（改正）

作成着手 ディアスキア 4 アンゲロニア 3
ベゴニア（エラチオール） カランコエ
バーベナ しおん（改正）
ばら（改正）

合計 18 15
注１：平成21年度の「リモニウム」は、農林水産植物の種類名の変更に伴い、旧名「スターチス」から修正した。
注２：平成21年度の「ニューギニアインパチェンス 「アフリカほうせんか」は、審査基準が「ほうせんか」から」、

独立したため、それぞれの基準に対応したマニュアルを作成することとした。

表２－１－７ 対照品種保管点数の実施状況
新規収集 新規保存 累計種類数 累計点数 廃 棄
種類数 点数 種類数 点数

合 計 75 809 191 5,650 27 556
(73) (598) (181) (5,388) (26) (57)

種 子 41 204 129 3,386 9 15
(47) (289) (124) (3,197) (5) (6)

種 菌 0 0 5 115 0 0
(0) (0) (5) (115) (0) (0)

栄養体種苗 34 605 57 2,149 18 532
(26) (309) (52) (2,076) (21) (51)

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、前年度累計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：カッコ内の数値は、平成20年度実績である。

表２－１－８ 出願品種の種子及び種菌の保存実績
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 47 173 192 4,214 0 0
(47) (208) (186) (4,041) (0) (0)

種菌 5 24 16 296 0 0
(6) (17) (16) (272) (3) (6)

注１：種菌は（独）森林総合研究所に保存を委託。
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はならない。
注４：カッコ内の数値は、平成20年度実績である。
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表２－１－９ 栽培試験の継続が不可能となった品種の主な原因
植物種類 品種数 主な原因 対応

ゆり 1 強風被害 再試験
1 球根の充実度及び栽培環境の要因による未開花株の発生 現地調査

レタス 2 結球始期の高温による結球異常 再試験
ペチュニア 2 生育不良株の発生（環境条件や管理方法、種苗の健全性 再試験

について検証を行ったが特段の問題はなく、品種固有の
問題と考えられる ）。

カリブラコア 1 生育不良株の発生（環境条件や管理方法、種苗の健全性 再試験
について検証を行ったが特段の問題はなく、品種固有の
問題と考えられる ）。

オランダかいう 1 未開花株の発生（湿地性の本品種は特別な栽培条件を要 現地調査
するものと考えられる ）。

バーベナ属 18 梅雨期の集中豪雨による生育量の不足 再試験
カンパニュラ 1 未開花株の発生（本品種は特別な栽培条件を要するもの 再試験

と考えられる ）。
きく 2 きくわい化ウイロイド(CSVd)の発生 取り下げ
カーネーション 1 親株の生育が十分でなく、わき芽の発生が少なかったこ 再試験

とによる増殖株数不足
カランコエ 1 茎腐れ症状の発生（栽培条件の検証や病理検査により原 現地調査

因究明を行ったが特定はできず、品種固有の問題と考え
られる ）。

はぼたん 1 結球株の発生（高性品種のみ結球株が観察されたことか 再試験
ら、特別の栽培条件を要するものと考えられる ）。

計 32

表２－１－１０ 栽培試験関係会議の実績
会議名 目的 開催時期 参集範囲 出席者数

栽培試験担当者会議 確実な栽培試験の実施につい 9月8～10日 ・各場栽培試験担当者 28
て、栽培試験担当者の認識を （チーム長等）
深めるとともに、具体的な対 ・本所栽培試験関係者
応について検討を行う。

栽培試験担当部長等会議 今後の栽培試験業務の進め方 12月15～17日 ・農林水産省生産局知的 27
及び品質マネジメントシステ 財産課担当官
ム導入を前提として、顧客満 ・各場栽培試験担当部長等
足度を重視した栽培試験の確 （栽培試験実施責任者等）
実な実施を進めるための方策 ・本所栽培試験関係者
を検討する。

表２－１－１１ 栽培試験担当者研修の実績
研修名 目的 期間 対象者 人数

初級専門技術研修 品種保護制度についての専門 3日間 栽培試験の業務経験が 6
的知識を付与し、栽培試験に （9月2～4日） 1年以上3年未満の職員
係る技術の向上を図る。

審査基準作成専門技術研修 審査基準作成に係る専門的知 10ヶ月 中堅職員 3
識を付与し、ＤＵＳテストに （6月～3月）
係る総合的能力の向上を図 うち集合研修は5日間
る。 （10月5～9日）

中級者専門技術研修 栽培試験実施責任者としての 10ヶ月 中堅職員 2
ＤＵＳテストに係る総合的能 （6月～3月）
力を付与する。 うち集合研修は1日間

（3月17日）

表２－１－１２ 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18年度 9項目 記録書2、育種利用1、類似性3、先育成3
19 6項目 自家増殖3、業として2、仮保護1
20 5項目 自家増殖2、従属品種1、先願1、権利範囲1
21 6項目 品種登録2、従属品種1、育成者権3

合 計 26項目

表２－１－１３ 知的財産権に関する専門研修の実績
専門研修 フォローアップ研修

場所 研修生数 実施回数 参加者数
平成20年度 4ヶ所 76名 9回 458名

21 4ヶ所 133名 3回 90名
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表２－１－１４ 依頼に基づく講演の実績
平成20年度 平成21年度

講演場所数 24ヶ所 27ヶ所
参加者数 1,348名 1,102名

表２－１－１５ 相談件数
平成20年度 平成21年度

食用作物 1 0
工芸作物 1 4
野菜 6 5

育成者権侵害 果樹 4 5
に関する相談 草花類 14 16

鑑賞樹 2 2
林木 0 1
きのこ類 4 1
合計 32 34

情報提供実績 0 0
品種登録一般に関する相談 47 69

表２－１－１６ 品種類似性試験依頼件数
平成20年度 平成21年度

特性比較 4 2
比較栽培 1 2
ＤＮＡ分析 0 84
合計 5 88

表２－１－１７ ＤＮＡ分析が可能な種類
導入した年度 種 類

平成15～16年度 いぐさ
17 いちご
18 おうとう
19 茶、白いんげんまめ
20 ナシ
21 小豆、小豆あん

表２－１－１８ 侵害状況記録及び寄託の実績
草花 平成20年度 平成21年度

草花類 4 7
侵害状況記録 野菜 1 0

果樹 1 1
きのこ類 6 1

計 12 9
寄 託 草花類 4 3 7（3）（ ）

きのこ類 6 6（2）
計 10 3 13（5）（ ）

注：カッコ内の数値は、寄託期間が更新されたもので内数である。

表２－１－１９ 登録品種ＤＮＡデータベースの作成実績
植物の種類 平成18年度 19 20 21 合 計
ナシ － － － 27品種 27品種
茶 － － 48品種 1品種 49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２－１－２０ 登録品種等の標本・ＤＮＡの保存数
平成20年度 平成21年度 合計

委託事業分 凍結乾燥標本 354 842 1196
ＤＮＡ 91 41 132

独自収集分 凍結乾燥標本 52 203 255
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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

０８－３ Ｂ Ｃ Ａ
ニンジン

０９－１ Ａ Ａ Ａ Ｂ
オオムギ

０９－２ ＢＭＰ Ａ Ａ
アマ

０９－３ Ａ Ａ Ａ
イネ

注：評価はＡ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、ＢＭＰ（below minimum performance）＝０点の
４段階である。

表２－２－２ 依頼検査件数及び点数
平成20年度 平成21年度

検査件数 検査点数 検査件数 検査点数
国内種子検査 130 781 116 708
国際種子検査 130 295 153 324

合 計 260 1,076 269 1,032

表２－２－３ ＥＣナショナルカタログ登録品種に係る検査
平成20年度 平成21年度

記録の作成及びサンプルの保管検査 6種類7業者 10種類5業者
事後検定 7種類35品種 8種類36品種

表２－２－４ 指定種苗の表示検査点数
平成20年度 平成21年度

検査点数 不完全表示点数 検査点数 不完全表示点数
食用作物種子 16,395 23（0.1％） 15,520 31（0.2％)
花き種子 1,125 0（0.0％） 1,369 2（0.2％）
苗もの：食用作物 246 6（2.4％） 416 154（37.0％）
苗もの：花き 10 0（0.0％） 14 0（0.0％）
合計 17,776 29（0.2％） 17,319 187（1.1％）

表２－２－５ 指定種苗の集取点数及び発芽検査点数
平成20年度 平成21年度

集取点数 検査点数 集取点数 検査点数
前 期 1,494 1,494（50） 1,478 1,477（52）
後 期 1,512 1,512（28） 1,559 1,559（34）
合 計 3,006 3,006（78） 3,037 3,036（86）
注１：集取した種苗のうち、前期の１点は内容物が指定種苗ではなかったため、発芽検査を実施しなかった。
注２：カッコ内の数値は、表示発芽率に満たなかった点数である。
注３：前期は秋蒔き用種子の検査、後期は春蒔き用種子の検査である。
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表２－２－６ 品種純度検査点数
平成20年度集取分 平成21年度集取分

アスパラガス 10（0） えんどう 20
えだまめ 20（0） おくら 10
かぶ 11（0） かぼちゃ 15
からしな 20（0） カリフラワー 16
キャベツ 25（1） しゅんぎく 15
たまねぎ 20（0） だいこん 25
とうがらし 15（1） とうもろこし 15
トマト 15（0） にら 10
にんじん 16（0） はくさい 25
めキャベツ 3（1） メロン 10
ゆうがお 5（0） レタス(非結球) 12

合計 160（3） 合計 173
注１：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であり、

平成21年度に結果が判明したものである。
２：平成20年度のキャベツ及びめキャベツ以外の基準に満たなかった点数は

平成21年度に判明した数値である。

表２－２－７ 病害検査点数
平成20年度 平成21年度

前期 後期 合計
いんげんまめ炭そ病 47（0） 23（0） 29（0） 52（0）
えんどう褐斑病・褐紋病 40（9） 40（6） － 40（6）
にんじん黒斑病 74（5） 41（3） 38（11） 79（14）
ゆうがおつる割病 12（0） － 13（0） 13（0）

合計 173（14） 104（9） 80（11） 184（20）
注：カッコ内の数値は、罹病種子が認められた点数である。

表２－２－８ 遺伝子組換え種子検査（とうもろこし）
平成20年度 平成21年度

遺伝子の種類 Ｂｔ９、Ｂｔ１０ Ｂｔ９、Ｂｔ１０
検査点数 35（0） 36（0）
注：カッコ内の数値は、遺伝子組換え種子の混入が認められた点数である。

表２－２－９ 遺伝子組換え種子モニタリング（とうもろこし）
平成20年度 平成21年度

遺伝子の種類 Ｂｔ１１、Ｅｖｅｎｔ１７６、ＧＡ２１、 Ｂｔ１１、Ｅｖｅｎｔ１７６、ＧＡ２１、
Ｍｏｎ８１０、Ｔ２５ Ｍｏｎ８１０、Ｔ２５

検査点数 35（0） 36（0）
注：カッコ内の数値は、遺伝子組換え種子の混入が認められた点数である。

表２－２－１０ 遺伝子組換え種子モニタリング（えだまめ）
平成20年度 平成21年度

遺伝子の種類 ＲＲＳ ＲＲＳ
検査点数 12（0） 12(検査中)
注：カッコ内の数値は、遺伝子組換え種子の混入が認められた点数である。
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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 充足率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

平成21年秋植用ばれいしょ原原種 3,057 3,160 4,185 132.4 2,750 2,747 99.9
（袋） (3,140) (3,330) (3,851) (115.6) (2,912) (2,912) (100.0)

平成22年春植用ばれいしょ原原種 61,258 62,510 67,552 108.1 62,986 62,986 100.0
（袋） (62,331) (64,480) (69,798) (108.2) (64,552) (64,098) (99.3)

平成22年秋植用ばれいしょ原原種 2,504 2,560 － － － － －
（袋） (3,057) (3,160) (4,185) (132.4) (2,750) (2,747) (99.9)

平成21年夏植用さとうきび原原種 1,351 1,351 1,265 93.6 1,265 1,265 100.0
（千本） (1,433) (1,433) (1,399) (97.6) (1,396) (1,396) (100.0)

平成22年春植用さとうきび原原種 1,014 1,014 964 95.3 964 964 100.0
（千本） (974) (974) (1,053) (108.1) (997) (997) (100.0)

平成22年夏植用さとうきび原原種 1,212 1,212 － － － － －
（千本） (1,351) (1,351) (1,265) (93.6) (1,265) (1,265) (100.0)

注１：平成22年春植用ばれいしょ原原種には平成22年度の追加申請配布分462袋を含む。
注２：平成22年秋植用ばれいしょ原原種は生産中である。
注３：カッコ内の数値は、前年度実績である。

表２－３－２ 病害虫防除、病害検定及び病害罹病率
病害虫防除 肉眼による病害 収穫直前の検定にお
実施回数 検定実施回数 ける病害罹病率(%)

平成21年秋植用ばれいしょ原原種 9～12 7～11 0.000
平成22年春植用ばれいしょ原原種 8～12 5～9 0.002
平成21年夏植用さとうきび原原種 7～11 12～13 0.000
平成22年春植用さとうきび原原種 12～23 9～13 0.007

表２－３－３ 平成22年度改善計画における改善事項の例
改 善 事 項 （例）

ばれいしょ ・ばれいしょのジャガイモＹウイルスＮＴＮ系統当代感染株及び異形株の徹底した抜取り
・選別ローラーの改善や選別流量の調整等による選別精度の向上
・明渠・暗渠の敷設や心土破砕による透水性の改善、土壌改良材の継続的投入

さとうきび ・より効果の高い薬剤（プリンスベイト）の使用や側方からの散布によるメイチュウ類防除
の徹底

・適期培土及び台風接近前の剪葉による倒伏防止

表２－３－４ アンケート結果（カッコ内は平成20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 69 79 87.3％ 4.1

(78) (83) (94.0％) (4.2)
秋植用ばれいしょ 18 20 90.0％ 4.1

(20) (20) (100.0％) (4.0)
春植用さとうきび 33 33 100.0％ 4.4

(40) (42) (95.2％) (4.5)
夏植用さとうきび 32 32 100.0％ 4.4

(39) (47) (92.9％) (4.4)
全 体 152 164 92.7％

(177) (187) (94.7％)

表２－３－５ クレームの内容と対応
内 容 対 応

乾腐病等類似症状による腐敗及び陥没 配布先との協議の結果、代替品を配布した。
症状（7件）
皮目肥大及び変形塊茎の混入（1件） 病害では無く、種イモとしての能力は問題ないので、種として

使用していただくようお願いした。
黒あざ病塊茎の混入（2件） 現地調査及び配布先との協議の結果、病害塊茎除去後の不足分

について代替品を配布した。
黒目症状塊茎の混入(1件） 配布先との協議の結果、代替品を配布した。
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表２－５－１ 調査研究成果の発表

区 分 論文・講演等のタイトル 著者名 雑誌・学会等の名称及び掲載ページ

原著 ： （ ）Estimation of Ploidy Levels Masafumi Yagi* , Tetsuya J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78(3) p335-343 2009

and Breeding Backgrounds in Kimura, Toshiya Yamamoto* and論文

Pot Carnation Cultivars Using Takashi Onozaki*

Flow Cytometry and SSR

Markers

： （ ）Genetic Linkage Map of the Shingo Terakami*, Tetsuya J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78(4) p417-424 2009

Japane s e Pea r 'Housu i ' Kimura, Chikako Nishitani*,

Identifying Three Homozygous Yutaka Sawamura*, Toshihiro

Genomic Regions Saito*, Toshio Hirabayashi* and

Toshiya Yamamoto*

D N A - b a s e d V a r i e t y Tetsuya Kimura International Symposium on Molecular Techniques for国際

Identification Techniques for Ohchid Varieties Verification at National Universityof会議

（2009年11月）Plant Variety Protection in Kaohsiung in Taiwan

Japan

p521国内 濃縮法によるカーネーション 八木雅史*，山本俊哉*，木村鉄 園芸学会研究 2009, 第8巻 別(2)：

学会 のＳＳＲマーカーの開発 也，田畑哲之*，磯部祥子*，小

野崎 隆*

p453ＳＳＲマーカーを用いた在来 野口健，木村鉄也，山本俊哉*， 園芸学会研究 2009, 第8巻 別(2)：

バレイショ品種・系統の識別 杉澤武，天野克紀，朝野尚樹

登録品種の標本・ＤＮＡ保存 木村鉄也 果樹バイテク研究会講演（2009年6月）

事業等について

登録品種等の標本・ＤＮＡ保 木村鉄也 池田雄介 山本 憲 ＤＮＡ鑑定学会基調講演（2009年12月）， ， ，

， ， ，存事業について 杉澤 武 米田 勉 青野桂之

田平雅人

p70解説 断片化したＰＣＲ産物を質量 梶原英之＊，佐藤仁敏 生物物理化学 2009，第53巻:

分析することによる特定遺伝

子の多検体分析

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
組織名 国際会議名 派遣人数 開催時期
ＵＰＯＶ ＴＷＯ（観賞植物及び林木技術作業部会） 2 フランス 9月14～18日

ＴＷＶ（野菜技術作業部会） 1 中国 4月20～24日
ＴＷＡ（農作物技術作業部会） 2 韓国 8月31日～9月4日
ＴＷＣ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及び自動化に関する技術作業部会 1 アメリカ 6月16～19日（ ）
ＵＰＯＶセミナー、技術委員会 2 スイス 3月18～25日

ＩＳＴＡ 年次総会、理事会 1 スイス 6月13～19日
理事会 1 ドイツ 2月22～27日

ＩＳＨＩ 野菜部会 1 オランダ 11月18～20日
ＩＳＯ ＴＣ３４（食品専門委員会）／ＳＣ１６ １ 日本 東京 2月9日～11日（ ）

計 12

表２－５－３ 東アジア植物品種保護フォーラム専門家派遣実績
派遣国 研修内容 対象植物 派遣人数 開催時期

インドネシア 栽培試験実施方法、特性調査及 ホヤ、エスキナンサス、 ２ 5月11～16日
び評価、審査基準の調和等 とうがらし

タイ 第２回審査基準、審査・栽培試 稲、とうがらし、 ２ 8月18～20日
験技術ワークショップ アグラオネマ

ベトナム 国内研修 さとうきび、カーネーシ ２ 11月18～25日
ョン、グラジオラス、
ガーベラ

国内研修 ポメロ、オレンジ ２ 12月7～10日
マレーシア 意識啓発セミナー 植物品種保護 １ 11月2～6日
シンガポール 意識啓発セミナー 植物品種保護 １ 2月25～26日

計 10
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表２－５－４ 受入れ実績
案 件 派遣元 人数 開催期間

東アジア植物品種 基礎研修 インドネシア・タイ 2 8月24～10月30日
保護フォーラム

技術補完研修 インドネシア・タイ 2 11月2～13日0日

短期専門研修 マレーシア・ベトナ 8 10月26～11月6日
ム・タイ他

審査官業務研修 インドネシア・タイ 2 2月28～3月11日

視察 インドネシア 3 8月4日

計 17
ＪＩＣＡ 集団研修「植物品種保護」コース カンボジア・中国・ 10 8月24～10月30日

インドネシア他
ブルキナファソ国別研修「種子品質 ブルキナファソ 2 5月18～22日
管理（実験室検査 」）
集団研修「植物遺伝資源の保存と持 チリ・ミャンマー・ 4 5月22日・27日
続的利用」コース スリランカ
マダガスカル国別研修「稲種子増殖 マダガスカル 6 8月10日
および検査システムの設計」
地域別研修「園芸作物・普及」コー ケニア・タンザニア 7 8月20日
ス ・エチオピア他
集団研修「農業政策企画」コース モンゴル・ミャンマ 10 8月31日

ー・インドネシア他
ラオス国別研修 増殖システム設計 ラオス 5 9月10日「 」

アフガニスタン国別研修 野菜育種 アフガニスタン 1 11月11日「 」
コース
ブルキナファソ国別研修「種子行政 ブルキナファソ 2 11月25日
・制度」コース

計 47
その他 韓国農業大学校学生見学 韓国 20 8月16日

国立種子院視察 韓国 2 9月15日

計 22
合計 86

表２－６－１ 遺伝資源業務実施状況
計 画 実 績 達成率

栄養体保存点数 11,013点 10,935点 99.3%
(10,893点) (10,808点) (99.2%)

種子再増殖点数 779点 680点 87.3%
(900点) (885点) (98.3%)

合 計 20,957点 20,171点 96.2%
特 (23,928点) (23,456点) (98.0%)
性 一次特性 17,047点 16,280点 95.5%
調 調査項目 (20,290点) (20,092点) (99.0%)
査 二次特性 2,200点 2,183点 99.2%

調査項目 (2,488点) (2,212点) (88.9%)
三次特性 1,710点 1,708点 99.9%
調査項目 (1,150点) (1,152点) (100.2%)

大麦播性調査 3,000点 2,999点 99.9%
種子発芽率調査 (6,000点) (6,561点) (109.4%)
注：カッコ内の数値は、前年度実績である。

表２－６－２ 二重保存の実施状況
平成20年度 平成21年度

植物種類 11種類 11種類
品種数 996点 1,134点
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表３－１ 一括調達の実績
件数 契約金額(千円) 機器名

平成20年度 6 54,748 損害保険、農薬肥料等
平成21年度 9 56,326 農薬肥料、コンテナ等

表３－２ 中古機械等使用導入実績
件数 契約金額(千円) 機器名

平成20年度 1 1,386 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（中央）
平成21年度 1 168 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

表３－３ レンタル実績
件数 契約金額(千円) 機器名

平成20年度 33 3,732 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等
平成21年度 16 4,247 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等

表３－４ 管理換実績
機械名 渡し 受け 取得予想金額（千円)

ダンプ自動車 八岳農場 上北農場 1,800
乗用自動車 八岳農場 嬬恋農場 4,300
馬鈴しょ収納装置 八岳農場 嬬恋農場 2,394
ベルトコンベヤー 八岳農場 嬬恋農場 1,150
台秤 八岳農場 嬬恋農場 767
小型貨物自動車 金谷農場 西日本農場 2,000

計6件 12,491


