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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（北海道中央農場）によった。

（２）評価実施の過程
評価の決定に当たっては、中期計画の 小項目を単位とした５段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）の評価を行い、これら評価

結果を積み上げて中項目さらには大項目を評価した。
その結果、中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、次のとおりとなった。
①小項目（120項目）Ｓ評価 3項目、Ａ評価 92項目、Ｂ評価 5項目、評価対象外 20項目
②中項目（ 17項目）Ａ評価 16項目、評価対象外 1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22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22年度業務実績評価の具体的取組について（平成23年４月26日 政独委 」並びに「平成21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22年12月22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 理事長は、組織内の業務情報、懸案事項等について適時の把握に努めており、このことより、的確な采配と組織の
機動力の発揮が可能となっている。

② ばれいしょ原原種生産において、気象の変動による需要量の変化に対応し、規格外種子を活用して、その売り上げ
を１千万円増加させたことは評価できる。

③ 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については、気象変動とそれに伴う生産等予測だけ
では対応できない部分もあり、難易度が高い業務であるが、的確に対応して増収につなげている。

④ 平成21年度に策定した役職員行動規範の遵守を徹底し、コンプライアンス委員会において点検、評価を行っている
ほか、第３期のリスク管理委員会の設置に向けた検討を実施するなど、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20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1.5倍以上の459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 農作物の種苗の検査について、検査能力の維持は予算との関連性が高いが、効率化を進める中で迅速化にもよく対
応している（Ａ評価 。）

③ カルタヘナ法に基づく立入検査について、遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパイヤ種子を検査した結果、我が
国初の未承認の栽培用種子が流通したケースとなったが、種苗管理センターは行政機関との緊密な連携のもと、検査
法の妥当性の確認、集取、検査・報告に迅速かつ的確に対応したことは高く評価できる（Ｓ評価 。）

④ ばれいしょ原原種無病性の維持・向上として、ウイルス病の確認情報を配布先に提供しているが、農場個別に情報
提供するなど、更なる報告の迅速化を図られたい。

〔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。予算配分の考え方を作成し、業務量とその実施状況を勘案して予算実行計画を

作成している。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
整した上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22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22年度は、剰余金の使途の実績がなかったため、評価を行わなかった。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕について
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
ア 実物資産について、毎年度、土地・建物等資産利用度、将来の使用見込みについて調査し、その保有の必要性に

ついて分析を行うとともに、監事による監査、評価委員会による事後評価を受けており、過大なものとはなってい
ない。

イ 知的財産等については 「種苗管理センター知的財産基本方針」を策定し、特許の移転推進のために農林水産大、
臣認定ＴＬＯである(社)農林水産技術情報協会と再実施許諾権付与に向けた協議を行っている。

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97.8であり、適正

な水準となっている。
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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、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見直しを行うとともに、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8.5％の削減となっている。

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

「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、契約の点検・見」
直しを行い、その結果を公表している。

イ 契約事務手続に係る審査体制
種苗管理センター契約監視委員会において、競争性のない随意契約の見直しを行うとともに、一般競争入札の競

争性の確保についても点検・見直しがなされている。
ウ 随意契約見直し計画

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っている。
なお、平成20年度に締結された競争性のない随意契約15件、56百万円のうち、引き続き競争性のない随意契約と

なっているものは7件、19百万円となり、随意契約見直し計画を達成している。
また、一者応札等の改善に向け、業者に入札情報を提供するＲＳＳ方式を導入する等の改善を図っている。

④ 内部統制の充実・強化について
上記２－〔１〕－①及び④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 －
○種苗生産の効率化 Ａ
○調査研究業務の効率化 Ａ
○付帯業務の重点的な実施 Ａ
○植物遺伝資源の保存及び増殖の効率化 Ａ
○業務運営一般の効率化 Ａ

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

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

第３ 予算（人件費の見積もりを含む 、収支計画及び資金計画 Ａ。）

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

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 重要な財産の処分等に関する計画 Ａ

第６ 剰余金の使途 －

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 Ａ

○施設及び設備に関する計画（中期計画に定められている施設及び設備についての当該事業年度における改修 Ａ
・整備前後の業務運営の改善の成果）
○職員の人事に関する計画 Ａ
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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２）
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）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 －

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 【事業報告】
拠点化を進め、職員等の重点的な配 ・栽培試験実施場所の再編・統合については、21年度までに措置済み。
置を行う。さらに、西日本農場にお
ける栽培適性等の検討を行い、金谷 ◇栽培試験対象植物の集約化 －
農場及び知覧農場の栽培試験業務に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ついて、可能なものから早期に西日 Ａ：順調に進んでいる
本農場に移管するとともに、栽培試 Ｂ：概ね順調に進んでいる
験対象植物の集約化を推進する。 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

（１）農林水産植物の品種登録に 【事業報告】
係る栽培試験 ・栽培試験対象植物の集約化については、20年度までに措置済み。
該当なし

【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
ア 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 【事業報告】
迅速に行うため、品種情報データベ ・品種情報データベースに新品種等の情報を追加入力し、内容の充実を図るとと

、 「 」ースの充実を図る。 もに 同データベース及び農林水産省の 品種登録迅速化総合電子化システム
（ＶＩＰＳ）のデータを活用することにより、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を的確かつ迅速に行った。
（表１－１－１参照）

【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
イ 出願品種栽培試験事業委託先募 【事業報告】
集実施要領に基づき、前年度の２月 ・出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領に基づき、22年２月に22年度に栽培
末日までに栽培試験の委託先の公募 試験を実施する４種類23品種について、植物の種類毎に委託先を公募し、選考
を行うとともに、中立公正性、秘密 の結果、２事業者において２種類17品種の委託を実施した。
保持の確保等に留意しつつ、応募者 （表１－１－２参照）
の適格性等について十分に審査し、
委託を実施する。

【中期計画】
エ 電子化された栽培試験情報の活 ◇栽培試験結果報告の迅速化 Ａ
用・共有を進め、報告書作成の迅速 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
化を図るとともに、栽培試験作業計 Ａ：順調に進んでいる
画の策定から報告書作成までを総合 Ｂ：概ね順調に進んでいる
的に行うことのできるシステム等の Ｃ：不十分又は問題あり
検討を行う。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
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【年度計画】 【事業報告】
ウ 報告書作成支援システム等と ・全ての栽培試験について、報告書作成支援システム等と農林水産省の「品種登
「知的財産課電子情報処理組織」を 録迅速化総合電子化システム （ＶＩＰＳ）を連携して活用し、特性調査デー」
連携して活用し、特性調査データの 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。 【事業報告】
【年度計画】 ・育成者権侵害の相談等に対して効率的な運営とするため、併任発令により品種
(２）育成者権の侵害対策及び活用 保護Ｇメン（副品種保護対策役）を本所に２名増員配置した。
促進 （表１－１－３参照）

効率的な運営とするため、併任発
令により副品種保護対策役を本所に
２名増員配置する。
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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 －。

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：－（評価対象外）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：０×１＝０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：－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】 【事業報告】
該当なし ・種苗検査業務の集約化については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 －

種苗法第53条の２に基づく指定種 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
苗の集取について、平成18年度中に Ａ：順調に進んでいる
久留米分室における業務を西日本農 Ｂ：概ね順調に進んでいる
場に移管するとともに、検査実施農 Ｃ：不十分又は問題あり
場以外の農場における職員の活用に 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
より、集取の分担地域の見直しを行 【事業報告】
う。また、集取した指定種苗の発芽 ・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については21年
検査、遺伝子組換え種子検査等につ 度までに措置済み。
いて、役割分担を進める。
【年度計画】
該当なし
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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５）
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）ばれいしょ及びさとうきびの ◇ばれいしょ原原種生産における農場の役割分担の推進 Ａ
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ａ：順調に進んでいる
業務については、イの急速増殖技術 Ｂ：概ね順調に進んでいる
の導入等によりニーズに的確に対応 Ｃ：不十分又は問題あり
した増殖方法の迅速化・効率化を図 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
りつつ、農場ごとの品種構成を見直 【事業報告】
し、大規模・少品種生産農場と小規 ・前年度に確立した農場の新しい役割分担の下に、ミニチューバー生産の拡大、
模・多品種生産や新品種急速増殖等 品種構成の一部見直し等による生産計画を作成し、当該計画に即した生産を行
を行う農場への役割分担を進めると った。
ともに、八岳農場で実施している業 （表１－３－１及び２参照）
務を早期に他農場に移管する。
【年度計画】 ◇八岳農場で実施しているばれいしょ原原種生産・配布業務の他農場への移管 －
（１）ばれいしょ及びさとうきびの Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ａ：順調に進んでいる
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ｂ：概ね順調に進んでいる
業務については 生産農場の地理的 Ｃ：不十分又は問題あり、 、
気象的条件及び実需者の要望、保有 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
施設等を考慮し、増殖方法の変更、 【事業報告】
品種構成及び役割分担を含めた生産 ・八岳農場のばれいしょ原原種生産・配布業務の他農場への移管については、20
計画の作成を行い、当該計画に即し 年度までに措置済み。
生産業務を行う。

【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 －
は、需要の変化に即応した、より迅 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
速かつ効率的な原原種生産を行うた Ａ：順調に進んでいる
め、小規模品種を中心として原原種 Ｂ：概ね順調に進んでいる
増殖体系の見直しを行い、培養系母 Ｃ：不十分又は問題あり
本をもとにした水耕栽培等の急速増 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
殖技術を活用した体系の検討・導入 【事業報告】
を進めるとともに、原原種生産配布 ・急速増殖技術を活用した生産体系の実用化・導入については、21年度までに措
技術指針についても、新技術体系に 置済み。
対応して必要な見直しを行う。 なお、ミニチューバーを用いた生産体系への切り替えに伴い、原原種生産配布
【年度計画】 技術指針について、前年度までの見直し結果を踏まえるとともに品質マネジメ
該当なし ントシステムの考え方を取り入れ、品質マニュアルとして取りまとめた。

【中期計画】
ウ 民間におけるマイクロチューバ ◇民間への部分的な移行についての検討 Ａ
ー等の器内増殖技術を用いた原原種 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
生産の状況を的確に把握するため、 Ａ：順調に進んでいる
関係者による協議会を開催し、民間 Ｂ：概ね順調に進んでいる
等への部分的な移行について検討す Ｃ：不十分又は問題あり
る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 【事業報告】
イ 関係者による協議会の結果等を ・独立行政法人整理合理化計画（19年12月閣議決定。以下「整理合理化計画」と
踏まえ、民間企業が作出した早期普 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）の種いも。
及品種の種いも ハウスチューバー （ハウスチューバー）を受け入れ、原原種110袋を生産・配布した。また、マ（ ）
を受け入れ、原原種生産及び配布を 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・団体及び原原種

、 、行う。また、関係者による協議会を 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て
開催し、原原種の安定供給の確保に 意見の交換、情報の共有を行うとともに、独立行政法人の事務・事業の見直し

。 「 」 。 、ついて、関係者間で意見の交換、情 の基本方針(22年12月閣議決定 以下 見直しの基本方針 という )を踏まえ
報の共有を行う。 原原種配布価格の引上げについて意見交換等を行った。

【中期計画】
エ 茶樹の原種生産及び配布業務に ◇茶原種の生産及び配布の終了及び移行措置の実施 －
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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】 【事業報告】
該当なし ・茶原種の生産及び配布の終了及び移行措置の実施については、18年度に措置済

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 【事業報告】
間及びコストを把握し、その低減を ・増殖段階別・科目別経費を把握し、増減理由の分析結果や優良事例を農場間で
図るとともに、以下の対策を講じ、 共有した。
効率的な原原種の生産を図る。 ・業務経費は、生産計画数が増加したものの、高騰した肥料価格が沈静化したこ
【年度計画】 とや業務の効率化により人件費の削減に努めたことから、917百万円と対前年
ウ 「食料・農業・農村基本計画」 度比97.6％となった。また、１袋当たりの業務コストは、13,404円と対前年度
（平成17年３月25日閣議決定）に即 比95.8％となった。
し、道県の需要に対応した原原種の （表１－３－３参照）
生産及び配布を行う。原原種生産に
当たっては、生産品種数の増加、無 ◇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 Ａ
病性及び品質の維持向上等の要望に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
対応しつつ、生産量当たりの労働時 Ａ：順調に進んでいる
間及びコストを把握し、その低減を Ｂ：概ね順調に進んでいる
図るとともに、以下の対策を講じ、 Ｃ：不十分又は問題あり
効率的な原原種の生産を図る。 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

【事業報告】
・増殖段階別・科目別経費を把握し、増減理由の分析結果や優良事例を農場間で
共有した。

・業務経費は、台風被害による修繕費の増嵩により物件費が増加したものの、業
務の効率化により人件費の削減に努めたことから、148百万円と対前年度比92.5
％となった。また、千本当たりの業務コストは、63,402円と対前年度比88.0％
となった。
（表１－３－３参照）

【中期計画】
（ア）病害虫の侵入及び発生の防止 ◇土壌改良の推進 Ａ
に留意しつつ、排水改良、有機質の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
施用等により土壌改良を図る。 Ａ：順調に進んでいる
【年度計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（ア）土壌改良方針に基づき、病害 Ｃ：不十分又は問題あり
虫の侵入及び発生の防止に留意しつ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
つ、土壌改良を行うとともに、土壌 【事業報告】
改良の効果について検証を行い、必 ・各農場の土壌分析を、胆振農場において５農場分148点（前年度134点 、嬬恋）
要に応じて土壌改良方針を見直す。 農場において西日本農場を含めた５農場分206点（前年度289点）を集中的に実

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

【中期計画】
（イ）施設・機械等の更新・導入に ◇施設・機械等の業務実施体制に合わせた重点的配置及び保守管理の徹底による Ａ
当たっては、性能向上を図るととも 機械器具費の低減
に、業務実施体制に合わせ重点的配 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
置を推進する。また、保守管理の徹 Ａ：順調に進んでいる
底による機械器具費の低減を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（イ）施設・機械等の更新・導入に Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
当たっては、性能向上を図るととも 【事業報告】
に、業務実施体制に合わせ重点的配 ・機械・器具等の導入にあたっては、固定資産物品(購入予定価格50万円以上の
置を推進するため、機械等機種選定 物品(９件))について、各農場において機種選定委員会を開催し、 適な機械
委員会等により 適な機械・機種を 機種を選定し導入した。
選定し、配置を行う。また、保守管 また、保守管理能力等の向上を図るため、各農場において農機具等の修理に必
理の徹底による機械器具費の低減を 要な技能（床上操作式クレーン運転技能講習、振動工具取扱作業講習等）の習
図るため、機械整備等に関する講習 得を計画的に進め、２人が受講した。
に参加し、保守管理に関する能力を
向上させる。

【中期計画】
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい ◇ばれいしょ原原種生産における需給変動への規格外種子の活用 Ａ
ては、気象の影響による供給量の変 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
動及び需要量の変化に対し、規格外 Ａ：順調に進んでいる
種子の活用を図ることにより効率化 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を図る。また、ＰＣＲ法を用いた効 Ｃ：不十分又は問題あり
率的な病害検定技術の生産現場への Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
導入を検討する。 【事業報告】
【年度計画】 ・原原種の気象の影響による供給量の変動及び需要量の変化に対応し、原原種配
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい 布先との調整を行い、供給量の不足した品種について規格外種子を配布した。
ては、気象の影響による供給量の変 （表１－３－４参照）
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動及び需要量の変化に対し、必要に ・また、整理合理化計画及び見直しの基本方針に即し、余剰となったばれいしょ
応じて規格外種子を配布する。 原原種及び規格外品の41％に当たる17,109袋について一般用種いもとして販売

した。
（表１－３－４参照）

◇ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定技術の導入 －
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法を用いた効率的な病害検定技術の導入については21年度までに措置済
み。

【中期計画】
（エ）さとうきび原原種生産におい ◇さとうきび原原種生産における台風被害の軽減対策の実施 Ａ
ては、台風被害を軽減するため、防 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
風網、防風林等を整備して安定生産 Ａ：順調に進んでいる
に努める。また、増殖体系の効率化 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を図るため、側枝苗による増殖体制 Ｃ：不十分又は問題あり
の整備を進める。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 【事業報告】
（エ）さとうきび原原種生産におい ・台風被害を軽減するため、農場内の防風林整備を計画的に進めるとともに、剪
ては、台風被害を軽減するため、防 葉等により台風被害軽減に努めた。
風林を整備するとともに、剪葉等の
台風被害軽減のための手法により安 ◇さとうきび原原種生産における側枝苗による増殖体制の整備 －
定生産に努める。 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】
・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については21年度
までに措置済み。

【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 【事業報告】
産 ・予備貯蔵用のそば（キタワセソバ）について長期貯蔵試験を行った結果、発芽
ア 災害対策用種子の効率的な備蓄 率は22ヶ月後に90％であった。
のため、予備貯蔵用そば及び大豆に ・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
ついて引き続き貯蔵試験を行う。 は22ヶ月後に70％であった。

・長期貯蔵試験の結果を踏まえ、予備貯蔵の全量更新に代え原則として1/2を更
新することとした。

【中期計画】
イ 施設、設備及び労力を有効に活 ◇公的機関等の要請に対応した効率的な畑作物の調査用種苗等の生産及び配布 Ａ
用し、公的機関等の要請に対応した Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた
効率的な畑作物の調査用種苗等の生 Ａ：的確に対応した
産及び配布を実施する。 Ｂ：概ね的確に対応した
【年度計画】 Ｃ：問題あり
イ 施設、設備及び労力を有効に活 Ｄ：問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
用し、公的機関等の要請に対応した (要請、必要性がない場合は本項目の評価は行わない。)
効率的な畑作物の調査用種苗等の生 【事業報告】
産及び配布を実施する。 ・ 独）農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターからの要請（

に応じ、輪作ほ場を活用して、畑作物の調査用種苗としてそばを配布した。
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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（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：３×１＝３点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計： ３点

【中期計画】
（１）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 【事業報告】
の開発・実用化について、課題ごと ・ 調査研究基本計画」に基づき重点的に取り組んだ。「
の具体的な達成目標を定め、重点的 ・外部有識者の参画した調査研究評価委員会において重点課題の実績を評価し、
に取り組む。 その結果を踏まえ、次期の「調査研究基本計画」の検討を行った （23年４月。
【年度計画】 策定）
（１）調査研究課題の重点化

「調査研究基本計画」に基づき調
査研究を重点的に実施する。

また、外部有識者の参画した調査
研究評価委員会において、重点課題
の実績を評価するとともに、次期の
「調査研究基本計画」を策定する。

【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 －

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。 【事業報告】
【年度計画】 ・調査研究業務実施体制の効率化については、21年度までに措置済み。
該当なし

【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
（２）競争的調査研究資金の導入 Ｃ：不十分又は問題あり

国、民間等から種苗関連技術開発 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
について、受託研究等による外部資 【事業報告】
金の導入を図る。 ・以下の２件の委託研究を受託した。

「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）

「目指せ発病ゼロ！ウイロイドによって引き起こされるキクわい化病の防除体系
の確立」
（委託元:愛知県農業総合試験場）

【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
（３）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

特許出願中の「植物種子の病原菌 【事業報告】
検査方法」の普及に努める。 ・国内出願「植物種子の病原菌検査方法」及び国際出願（アメリカ合衆国への出

）「 」願 Detecting method for the seeds contaminated with plant pathogens
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について、それぞれ国内特許及び国際特許を取得した。
・特許を取得した発明の企業への技術移転を図るため、農林水産大臣認定ＴＬＯ
である社団法人農林水産技術情報協会と覚書の締結に向けた協議を行った。

・センターにおける知的財産権の取得・管理・活用についての基本的な考え方を
整理した「種苗管理センター知的財産基本方針」を制定した。
（表１－４－１参照）
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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１－５
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 【事業報告】
び提供並びに技術指導 ・年度計画の各業務項目について重点的に実施した。

種苗に係る情報の収集、整理及び提供並びに技術指導イ 種苗に係る国際会議への参画、 （１）
・センターのホームページによる各種情報の提供国際協力等
・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【年度計画】
・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○ 附帯業務の重点化
・研修の実施、配布先調査や講習会等での技術指導中期計画における次の業務を重
（２）種苗に係る国際会議への参画及び国際協力点的に実施する。
・ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ等の国際会議への職員の派遣ア 種苗に係る情報の収集、整理及
・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び提供並びに技術指導
受け入れイ 種苗に係る国際会議への参画、

・ＪＩＣＡからの要請に基づく研修員の受け入れ国際協力等
（付帯業務の取組内容については、第２－５－（１）及び（２）を参照）
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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 【事業報告】
まえ、植物の種類ごとに気象・土壌 ・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、前年度に見直し
条件からみて効率的な保存及び増殖 た再配置計画に沿って、ばれいしょ851点について中央農場から嬬恋農場に配
を行うことのできる体制を整備す 置換えを行った。
る。
【年度計画】

植物遺伝資源の保存、再増殖、特
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、
再配置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 【事業報告】

、 、及び施設の有効活用について検討を ・管理部門について 本所と農場の事務分担の見直しを含め効率化を一層推進し
行い、管理部門及び種苗生産部門の 雲仙農場及び沖縄農場の管理課並びに八岳農場の会計係を廃止する一方、東ア
要員の合理化に努める。また、技術 ジア植物品種保護フォーラム等増加する国際業務に対応するため、管理部直属
専門職員が担当する業務について の国際協力役を企画管理課に配置するとともに、同課に国際係を新設した。
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一方、雲仙農場の栽
務並びに原原種生産及び配布業務に 培試験等の実施体制を強化するため調査役を新設した。なお、整理合理化計画
係る検定等の専門的技術を要する業 が当面凍結されたことに伴い、その実施のため本所に設置した調査役を廃止し
務にシフトし、ほ場管理作業等にお た。
ける単純作業についてはアウトソー
シングを進める。
【年度計画】 ◇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
（１）人員及び施設の有効活用 ソーシング

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
を活用し、一層の人員及び施設の有 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
効活用について検討を行い、管理部 【事業報告】
門及び種苗生産部門の要員の合理化 ・技術専門職員の職務の高度化計画に基づき、一般職員が担当していた栽培試験
に努める。また、技術専門職員が担 や病害検定等の専門技術を要する業務についてＯＪＴを行う一方、非常勤オペ
当する業務については、研修を行い レータや派遣職員の活用により技術専門職員の業務の一部をアウトソーシング
ながら、栽培試験業務並びに原原種 した。

・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生産及び配布業務に係る検定等の専
等により温室効果ガス排出量の削減に努めた（対前年度比101％、18年度比88門的技術を要する業務にシフトし、
％ 。ほ場管理作業等における単純作業に ）

ついては作業の内容を精査しアウト
ソーシングを進める。

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

【中期計画】
（２）久留米分室の廃止並びに金谷 ◇久留米分室の廃止 －
農場及び知覧農場の再編・統合 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 久留米分室（福岡県久留米市、 Ａ：順調に進んでいる
2,570㎡）は、平成18年度中に廃止 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、26,1 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
00㎡）及び知覧農場（鹿児島県知覧 【事業報告】
町 40,100㎡ は 業務の移管状況 ・久留米分室については18年度に廃止した。、 ） 、 、
用地売却の進捗等を踏まえ、西日本
農場に再編・統合する。なお、セン ◇金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合 Ａ
ター業務を引き続き円滑に実施する Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ため、売却収入等により業務に必要 Ａ：順調に進んでいる
な施設、機械等を整備する。 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
（２）金谷農場の再編・統合 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

旧金谷農場牧之原分室用地（静岡 【事業報告】
県牧之原市、13,471㎡）を売却し、 ・金谷農場本場跡地の売却収入等により､西日本農場の用土調整施設、育苗温室
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当該売却収入等により、西日本農場 等を整備するとともに、本館耐震化工事を実施した。
に業務に必要な施設・機械等を整備
する。

【中期計画】
（３）事務運営の合理化 ◇会計処理システムの高度化 －

会計処理システムの高度化、給与 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
事務等の定型的業務の外注化の検 Ａ：順調に進んでいる
討、一括契約が可能な物品の本所又 Ｂ：概ね順調に進んでいる
はブロック単位での一括調達、施設 Ｃ：不十分又は問題あり
整備における自主施工等を進めるこ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
とにより 事務運営の合理化を図る 【事業報告】、 。
なお、物品の調達等に当たっては、 ・整理合理化計画の凍結を踏まえ、引き続き関連する作業を中断した。
一般競争入札を原則とし、手続の公
正性を確保する。また、情報化総括 ◇定型的業務の外注化の検討 －
責任者（ＣＩＯ）の下、業務・シス Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
テムに係る監査 適化計画の策定 Ａ：順調に進んでいる、 、
適正な情報システムの調達等を進め Ｂ：概ね順調に進んでいる
る。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
（３）事務運営の合理化 【事業報告】

事務運営の合理化を図るため、以 ・整理合理化計画の凍結を踏まえ、引き続き関連する作業を中断した。
下の取組を行う。また、契約につい
ては、真にやむを得ないものを除き ◇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
原則として一般競争入札等によるこ る自主施工等の推進
ととし、新たな随意契約等見直し計 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
画の達成に向け、契約監視委員会等 Ａ：順調に進んでいる
による定期的な契約の点検を行うと Ｂ：概ね順調に進んでいる
ともに、随意契約の規定を国と同様 Ｃ：不十分又は問題あり
とするほか、一者応札・応募の改善 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
に向け国と同様の取組を行うなど、 【事業報告】
随意契約及び一者応札・一者応募の ・事務用消耗品について、一括購買システムにより、前年度に引き続いて本所で
改善に努める。 一括契約を行った。

、 、ア 定型的業務について引き続き外 ・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とりまとめ
注化の検討を行う。 前年度に引き続いて計画的に契約を行った。
イ 事務用品等単一な消耗品の本部 ・施設整備費補助金による十勝農場ばれいしょ選別出荷施設新築等工事について
における一括契約を実施する。 自主施工し、計画通り年度内に完成させた。
ウ 農業資材等の一括調達を引き続
き実施する。 ◇物品の調達等における手続きの公正性の確保 Ａ
エ 施設整備を行うこととしている Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
全ての事案（第７－１の事案）につ Ａ：順調に進んでいる
いて自主施工等を実施する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
オ 監査計画に沿って業務監査を行 Ｃ：不十分又は問題あり
うとともに、情報化総括責任者（Ｃ 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
ＩＯ）の下、情報システム 適化実 【事業報告】
施計画に沿って適正な情報システム ・ 独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （21年11月閣議決定）に基「 」
の調達等を進める。 づき、20年度に締結した契約の点検・見直し結果を踏まえ、22年５月に新たな

随意契約等見直し計画を策定し、公表した。また、種苗管理センター契約監視
委員会において競争性のない随意契約の見直しを引き続き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、定期的に点検
・見直しを行い、一定条件を満たす電力契約の競争契約への移行、肥料購入等
についての入札参加要件の緩和、ＩＴ保守についての複数年契約方式への変更
等を行った。

・国と同様の一般競争基準（工事250万円超、物品160万円超等）の適用により対
象となる55件、486百万円の契約のうち､一般競争入札は46件、463百万円（前
年度54件、413百万円 、企画競争は０件 （前年度１件、８百万円 、随意契約） 、 ）
は９件、24百万円（前年度14件、45百万円）であった。
なお、20年度に締結した競争性のない随意契約15件、56百万円のうち、引き続
き競争性のない随意契約は７件、19百万円となり、随意契約見直し計画を達成
した。
（表１－７－１参照）

・一般競争契約の46件のうち、一者応札は９件（19.6％）であった。一者応札の
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）

・適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するととも
に請負業者の適切な選定を図るため、総合評価落札方式により１件の工事契約
を行った。

・無駄削減プロジェクトチームにおいて22年度無駄削減取組目標を策定（７月）
し、経費の節減に取り組んだ。また、当該目標をホームページで公開した。

◇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
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を策
定し、同規程に基づき、センター内で利用するコンピューターウイルス対策ソ
フトについて見直しを行い、新たなウイルス対策ソフトに更新を行った。

・同計画に基づき、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
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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 【事業報告】
部分を除く ）については 「行政改 ・一般管理費は、施設の修繕を集中的に実施したことにより対前年度比12.7％増。 、
革の重要方針 （平成17年12月24日 となったものの、基準年度（17年度）からの平均では年6.7％減となった。ま」
閣議決定）を踏まえ、今後５年間に た、業務経費は、対前年度比0.3％増、基準年度からの平均では年1.1％減とな
おいて、５％以上の削減を行う。 った。
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 （表１－７－３参照）
まえて、役職員の給与について必要
な見直しを進める。 【その他特記事項】
【年度計画】 ・前年度は肥料高騰による業務費の不足見込みに対応して支出全般にわたり優先
（４）効率化による経費の削減 度の高いものに限定し留保していたところであるが、22年度は高騰した肥料価
ア 運営費交付金で行う業務におけ 格が沈静化したことからこの留保分を解除し予定していた施設の修繕を集中的

、 。る一般管理費（人件費を除く）を、 に実施したことにより 一般管理費の対前年度比がプラスとなったものである
前年度比で３％縮減する。また、業 なお、前年度の評価においては 「前年度及び基準年度に対し大幅な縮減とな、
務経費を 前年度比で１％縮減する っているが、翌年には使用を予定しているためＳ評価としなかった」旨特記し、 。
イ 22年度は、人件費（退職金及び ている。
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 ＜参考＞国民一人当たりの行政サービス実施コスト：26.25円
た給与改定部分を除く について （平成17年度国勢調査の確定人口127,767,994人より算出した ）。） 、 。
17年度比で５％以上削減する。
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 ◇人件費の削減 Ａ
まえて、役職員の給与について国家 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
公務員と同様の見直しを行う。 Ｓ：１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：１％以上
Ｂ：0.7％以上１％未満
Ｃ：0.7％未満
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17年度予算額2,190百万円に
対し22年度予算額1,970百万円と10.1％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8.4％減)、決算額比では基準年度比8.5％(同5.3％)を削減し
た。

◇国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与の見直し Ａ
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
Ａ：順調に進んでいる
Ｂ：概ね順調に進んでいる
Ｃ：不十分又は問題あり
Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・役職員の給与について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた改定（地域手当
の引き上げ）を行うとともに、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97.8となった。

【中期計画】
（５）内部統制機能の強化 ◇内部統制機能の強化 Ａ

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

21年度に策定した役職員行動規範 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】の遵守を徹底し、コンプライアンス

委員会において点検、評価を行う。 策定した行動規範について、会議・研修等の機会をとらえて、遵守を・ 21年度に
徹底するとともに、センターホームページやセンターニュースへに掲載し周知

。 、 、 、を図った また 同委員会において これまでの取組みについて点検・評価し
行動規範の一層の理解度を深めるためのアンケート調査の検討、第３期のリス
ク管理委員会の設置に向けて検討を実施した。
（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３）
評価Ｓの小項目数：３×２＝６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： 18点

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

Ａ：順調に進んでいる
ア 栽培試験を実施する農林水産植 Ｂ：概ね順調に進んでいる
物の種類については、原則として、 Ｃ：不十分又は問題あり
全出願品種について栽培試験を行う Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
こととし、実施に当たっては、農林 【事業報告】
水産省との緊密な連絡調整を図りつ ・農林水産省との緊密な連絡調整を図りつつ、通知のあった全ての出願品種727
つ、計画的かつ的確に実施する。 点（前年度898点）について、対照品種の選定、実施方法の検討を行い、栽培
【年度計画】 試験実施計画を作成し的確に栽培試験を実施した。
（１）農林水産植物の品種登録に係 （表２－１－１参照）
る栽培試験
ア 栽培試験については、農林水産
省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100％以上
築、電子化された栽培試験情報の活 Ｂ：目標値の90％以上100％未満
用・共有等により、栽培試験終了後 Ｃ：目標値の90％未満
平均して３か月以内に農林水産省に Ｄ：目標値の90％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。 【事業報告】
【年度計画】 ・栽培試験実施計画に基づき、731点（目標値の73.1％）について栽培試験を実
イ 栽培試験業務の効率的な運営体 施した。この他、31点について栽培試験を９県９機関、１民間団体に委託して
制について検討した結果を基に実施 実施した。
体制を構築するとともに、1,000点 （表２－１－２参照）
以上の栽培試験を実施し「知的財産

【その他特記事項】課電子情報処理組織」の活用等によ
り、栽培試験終了後平均して３か月 ・本評価における栽培試験の実施点数は、年度内に着手した栽培試験の点数を評
以内に農林水産省に結果を報告す 価することとしているが、この実施点数が中期目標 終年度における目標を下
る。 回った理由については、中期目標が出願点数の増加を前提として1,000点(対17

年度比163.1％)としていたところ、出願点数が世界的な経済危機等を背景に草
花類を中心に減少し、17年度の1,385点から19年度の1,533点をピークに22年度
は1,013点（対17年度比73.1％）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
物の種類を前年度の95から123に増やし、実施点数の拡大に努めた結果、中期
目標 終年度の目標の73.1％まで達したものである。

・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
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】
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・栽培試験結果報告の迅速化のため、進行管理の徹底、実施農場における確実な
報告書の検定の実施、報告書作成支援システムとＶＩＰＳの連携した活用、実
施点数の多い植物種類の効率的な報告書の作成等を行い、栽培試験終了後平均
して3.0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 【事業報告】
年度２種類程度の栽培・特性調査マ ・センターにおいて栽培試験を実施したことがない種類について、栽培試験方法
ニュアルを作成するとともに、病害 等の検討を行い、20種類の栽培試験対象植物の拡大を図った。
抵抗性、機能性成分等の新たな項目 （表２－１－５参照）
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、プロジェクトチームの設置や農林水産省との連携に
【年度計画】 よる出願情報の早期収集により栽培試験方法の検討等を精力的に進めた結果、
ウ センターにおいて栽培試験を実 対象植物を20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た
施したことがない種類について、農 ためＳ評価とした。
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ディアスキ Ｂ：１種類
ア及びニューギニアインパチェンス Ｃ：対象植物の種類の作成なし
について栽培・特性調査マニュアル 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
を作成するとともに、審査基準の改 【事業報告】
正にともなう既存マニュアルの改正 ・栽培・特性調査マニュアルの検討を行い、３種類（ディアスキア、カリブラコ
を行う。 ア、ニューギニアインパチェンスグループ類）のマニュアルを作成した。

（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 【事業報告】
る。その際、栽培による保存が必要 ・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、85
な栄養繁殖性植物の保存について 種類459品種を新たに収集するとともに、今後の入手の可否、品種の特性等を
は、当該植物の栽培試験実施状況等 考慮し整理を行い、累計5,322品種（前年度5,650品種）を保存した。
を考慮して保存農場の専門化を図 （表２－１－７参照）
り、遺伝資源保存業務と一体的に実 ・また （独）農業生物資源研究所に栽培試験担当者１名を派遣し、組織培養技、
施する。 術を活用した器内保存技術を研修（８ヶ月間）させた。
【年度計画】
エ 近年、品種の変遷等により入手 【その他特記事項】
困難となっている対照品種につい ・目標の300品種程度／年度を1.5倍以上上回る対照品種を新たに収集したことか
て、栽培試験を実施した対照品種を らＳ評価とした。
中心に300品種程度を収集し、保存
するとともに、すでに収集・保存し
ている品種について、育種の方向や
出願品種の動向等を踏まえつつ整理
を行い、対照品種として迅速に供試
できる保存体制を整備する。また、
効率的な保存のための器内保存技術
の導入について検討する。

【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、 【事業報告】）
学識経験者等との連携を図り、１種 ・やぶこうじ、バドレア ダヴィディー（フサフジウツギ種）等14種類について
類当たりの作成期間を平均1.5年以 審査基準案の作成に着手し、13種類（21年度からの継続分３種類、22年度着手
内とする。 分10種類）について審査基準案を作成し、農林水産省に報告した。
【年度計画】
オ 農林水産省における新規植物の
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
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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、新たにやぶこうじ、バ Ｂ：1.5年を越え２年以内
ドレア ダヴィディー等15種類程度 Ｃ：２年を越える
の種類別審査基準案の作成に着手す 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
るとともに、ＵＰＯＶ（植物新品種 【事業報告】
保護国際同盟 、農林水産省、学識 ・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）
経験者等との連携を図り、１種類当 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、 （
たりの作成期間を平均1.5年以内と 年度８ヶ月）で作成した。
する。

【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 Ｂ：１種類
て栽培試験実施方法の国際的な基準 Ｃ：対象植物の種類の作成なし
の作成に取り組む。 Ｄ：対象植物の作成がなく、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 （要請、必要性がない場合は、本項目の評価は行わない）
カ 栽培試験結果のＵＰＯＶ同盟国 【事業報告】
間での相互使用を可能にするため、 ・農林水産省からの要請により、欧州品種庁（ＣＰＶＯ）との審査協力を進める
要請に応じてこれまでに作成した技 ためのきくの現地検討会（開催場所：西日本農場）において、栽培方法、調査
術的事項の国際的基準に係る標準品 形質、標準品種の選定等に係る技術的事項の検討に参画した。
種の選定等に取り組む。

【中期計画】
キ 出願時に申請者から提出される ◇出願者から送付された出願品種の種子及び種菌の確実な保存 Ａ
種子及び種菌について、種菌の保存 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
方法も検討しつつ、適切な保管管理 Ａ：順調に進んでいる
を実施する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
キ 出願時に申請者から提出される Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
種子及び種菌について 確実な保管 【事業報告】、 、
適切な管理を行うとともに、種菌の ・新たに種子146品種、種菌27品種について受入れ、適切な保管管理を行った。
凍結保存方法について調査を進め （表２－１－８参照）
る。 ・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27品種

（前年度28品種）の試験保存に着手し、合計249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】 【事業報告】
ク 栽培試験実施責任者会議等を開 ・栽培試験担当者会議及び栽培試験実施責任者会議を開催し、栽培試験の確実な
催し、試験実施上の問題点等の解決 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
のため検討を行うとともに、ＯＪＴ 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
（オンザジョブトレーニング 、研 の継続が不可能となった品種は13種類33品種であった。）
修計画に基づく専門技術研修、栽培 （表２－１－９参照）
地の調査、専門家等からの意見の聴 ・栽培試験の新任者を対象に 「栽培試験に関するＯＪＴの手引き」に従ってＯ、
取等を行う。また、栽培試験実施責 ＪＴを実施した。
任者の力量を担保するため、資格認 ・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
定試験を実施する。 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２－１－10参照）

・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16件（前年度18件 、専）
門家への意見聴取を18件（前年度25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。

【中期計画】
ケ 品種登録審査業務の適切な実 ◇栽培試験により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
施、改善等に資するよう、栽培試験 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた
及び栽培試験に関する業務を実施す Ａ：十分行われている
る中で知り得た情報及び知見につい Ｂ：概ね行われている
て 農林水産省に積極的に提供する Ｃ：不十分又は問題あり、 。
【年度計画】 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
ケ 品種登録審査業務の適切な実 【事業報告】
施、改善等に資するよう、栽培試験 ・四半期ごとに栽培試験実施状況を整理し、農林水産省に報告した。
実施状況等を年４回報告するととも ・栽培試験の成否に係る事項、区別性・均一性の問題に影響のある事項等につい
に、事案発生ごとの随時報告を中心 て事案発生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、
に情報・知見の提供を行う。 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
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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 【事業報告】
権者等」という ）に提供する。 ・育成者権の侵害及び活用に関するＱ＆Ａについて、22年度に受けた相談等を基。
【年度計画】 に新たに３項目（前年度６項目）を追加し、計29項目をホームページに掲載し
（２）育成者権の侵害対策及び活用 た。http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
促進 （表２－1－11参照）
ア 国内外における育成者権の侵害 ・依頼に基づく育成者権に関する講演を全国18ヶ所で行い、参加者数の合計は615
及び活用に関する情報の収集、整理 名であった。
及び分析を行い、18年度に作成しホ （表２－１－12参照）
ームページに掲載した育成者権の侵 ・見直しの基本方針に即し、税関等における水際対策について、定期的な意見交
害及び活用に関するＱ＆Ａを充実す 換会を設置するため23年１月から東京税関と協議を開始した。
るとともに、講演活動等により育成
者権の啓発・普及を行う。

【中期計画】
イ 育成者権者等からの育成者権の ◇品種保護対策役の増員 Ａ
侵害及び活用に関する相談に対し Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
て、対抗措置及び活用方法に関する Ａ：順調に進んでいる
助言等を行うとともに、よりきめ細 Ｂ：概ね順調に進んでいる
かな対応と機動的な支援を行うた Ｃ：不十分又は問題あり
め、効率的な運営体制の整備に留意 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
しつつ 品種保護対策役を増員する 【事業報告】、 。
【年度計画】 ・育成者権の侵害及び活用に関する相談26件（前年度34件）に対して、対抗措置
イ 育成者権者、公的機関その他育 及び活用方法に関する助言等を行った。その他、品種登録制度に関する相談が
成者権の関係者からの育成者権の侵 76件（前年度69件）あった。
害及び活用に関する相談に対して、 （表２－１－13参照）
対抗措置及び活用方法に関する助言 ・本所に品種保護Ｇメンを２名増員配置（併任）し、全国18名体制から20名体制
等を行うとともに、よりきめ細かな に増強した。
対応と機動的な支援を行うため、新 ・品種保護Ｇメンの資質向上のため、品種保護Ｇメン会議を行うとともに、品種
たに本所に副品種保護対策役を２名 保護Ｇメンの資格要件の規程に基づき、新たに任命した者に対して研修及び資
増員配置（併任）し、全国18名体制 格試験を実施した。また、全員に対して育成者権者等からの相談への回答演習
を20名体制に増強する。 をｅメールを活用し６回実施するとともに、熟練度試験により到達度を確認し

さらに、新たに任命された者に対 た。
して品種保護Ｇメン研修及び資格試
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 －

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】 【事業報告】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 ・依頼はなかった。
（ア）育成者権者、公的機関その他
育成者権の関係者からの依頼に基づ
き、育成者権を侵害した種苗等を判 ◇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 －
定するための品種の類似性に関する Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
試験を迅速に実施する。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
Ｃ：不十分又は問題あり
Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・拡大すべき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はなかっ
た。

【中期計画】
（イ）育成者権者等からの依頼に基 ◇侵害状況の記録及び寄託による種苗、物品等の保管 Ａ
づき、依頼者とともに現地に赴き、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
育成者権の侵害が疑われる種苗、生 Ａ：順調に進んでいる
産物及び加工品の栽培、保管、販売 Ｂ：概ね順調に進んでいる
等の状況を記録することにより、侵 Ｃ：不十分又は問題あり
害行為の日時、数量、金額等を証明 Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
するとともに、育成者権に係わる種 【事業報告】

、 （ ） 、苗、物品等の証拠品を保管する寄託 ・育成者権者からの依頼に基づき １件 前年度９件 の侵害状況記録を作成し
制度を創設し、育成者権侵害の立証 ７件（前年度13件）の寄託を受け保管した。
を支援する。 （表２－１－14参照）
【年度計画】
（イ）育成者権者等からの依頼に基
づき、依頼者とともに現地に赴き、
育成者権の侵害が疑われる種苗、生
産物及び加工品の栽培、保管、販売
等の状況を記録することにより、侵
害行為の日時、数量、金額等を証明
するとともに、育成者権に係わる種
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苗、物品等の証拠品の寄託を行い育
成者権侵害の立証を支援する。

【中期計画】
（ウ）育成者権を侵害する物品に該 ◇育成者権侵害物品に係る試料の鑑定の嘱託に対する迅速かつ的確な鑑定の実施 －
当するか否かの認定手続に係る農林 及び報告
水産大臣の意見聴取に関する省令 指標＝当該年度における７日以内に報告した件数の全件数に対する割合
（平成18年農林水産省令第４号）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】 【事業報告】
（ウ）育成者権を侵害する物品に該 ・要請はなかった。
当するか否かの認定手続に係る農林
水産大臣の意見聴取に関する省令
（平成18年農林水産省令第４号）に
基づき、農林水産大臣から育成者権
侵害物品に係る試料の鑑定の嘱託が
あった場合には、迅速かつ的確に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】 【事業報告】
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 ・小豆の登録品種等のＤＮＡデータベースを作成し、これにより28品種のＤＮＡ
試験を的確に実施するため、小豆の 識別が可能となった。
登録品種等のＤＮＡ情報を分析し、 （表２－１－15参照）
データベースを作成する。 ・ＤＮＡ分析業務の品質保証体制を整備するため、前年度に作成した品質マニュ

また、引き続きＤＮＡ分析業務の アル案を見直すとともに、作業手順書等の作成を進めた。
品質保証体制の整備を進める。 ・農林水産省の委託事業「登録品種の標本・ＤＮＡ保存事業」を受託し、新たに

、出願された栄養繁殖性品種のうち666品種について資料保存依頼書を受け付け
497品種の凍結乾燥標本を作製し保存した。このうちＤＮＡ分析技術の確立さ
れている植物の11品種についてＤＮＡを抽出し、凍結保存を行った。一方、育
成者権者等からの申し出により465品種の凍結乾燥標本及び21品種のＤＮＡ品
種について廃棄した。

・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98品種
の凍結乾燥標本を作製し保存した。
（表２－１－16参照）
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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：10×１＝10点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計： 12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日以 Ｂ：90％以上100％未満
内に検査結果の報告を行うものとす Ｃ：90％未満
る。 Ｄ：80％未満であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 【事業報告】
（１）農作物（飼料作物を除く ） ・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。
の種苗の検査 り技術能力の高位平準化を図った。
ア ＩＳＴＡの行う熟練度テスト、 （表２－２－１参照）
品質保証マニュアルに基づく技能検 ・ＩＳＴＡによる３年に１度の査察を受け、重要指摘事項に対しては是正処置を
定試験等による検査職員の技術能力 取り、承認検査所として再認証を受けるとともに、新たに遺伝子組換え種子の
の高位平準化等により、的確かつ迅 定性検査について認証を取得した。
速な検査を実施するとともに、検査 ・257件の依頼検査のうち、芽生評価が不適切であったため再検査を行い報告が

（ ） 、 。試料の提出が遅れたもの等特別の事 遅れたもの１件 52日 を除き 依頼のあった日から44日以内に報告を行った
情があるものを除き、検査依頼のあ （表２－２－２参照）
った日から50日以内に検査結果の報
告を行う。

【中期計画】
イ 講習会等を通じ、依頼業者の意 ◇依頼業者の意向把握及びクレームへの適切な対処 Ａ
向を把握し、クレームがあった場合 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
には速やかに対応するとともに、業 Ａ：順調に進んでいる
務の改善を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる
【年度計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 技術講習会等の際に依頼業者等 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
から意向を把握し、クレームがあっ 【事業報告】
た場合には速やかに対応するととも ・種苗業者から依頼検査項目へのエンドウモザイク病追加について要望があり、
に、業務の改善を図る。 予備調査を開始した。

・依頼者から、発行を受けた国際種子検査証書の品種名が誤っているとの指摘が
２件あり、誤りのあった証書を回収し、正しい品種名の証書を発行した。品種
名の誤記入の再発を防止するため、チェック体制を強化するとともに、これら
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 【事業報告】
おけるリスク管理の必要性の高まり ・ニンジン斑点細菌病について、調査研究の成果を踏まえ、国内依頼検査項目に
等を背景として、種子伝染性病害の 追加した。
検査要請に対応するため、前年まで ・病害検査について、依頼に基づき88点（前年度74点）の検査を行った。
に開始した検査を確実に実施すると
ともに、ニンジン斑点細菌病につい
て検出手法の検討結果を踏まえ検査
を開始する。

【中期計画】
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 ◇種苗の品質証明等に係る検査の着実な実施 Ａ
業者の輸出用てんさい種子の品種の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
証明に係る種子の検査及び種苗業者 Ａ：順調に進んでいる
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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。 【事業報告】
【年度計画】 ・輸出用てんさい種子の品種の証明に係る種子の検査依頼はなかった。
エ ＯＥＣＤ種子制度に基づく種苗 ・年次計画に基づき、13種類のＥＵ向け輸出野菜種子について記録の作成及びサ

。 、 （ ）業者の輸出用てんさい種子の品種の ンプルの保管状況の検査を行った また ７種類25品種 前年度５種類39品種
証明に係る種子の検査依頼があった 及び前年度再検査分１種類１品種の事後検定を実施し、検定結果を速やかに農
場合には的確かつ迅速な検査を実施 林水産省に報告した。
し、検査結果の報告を行う。 （表２－２－３参照）

種苗業者がＥＣナショナルカタロ
グへ品種登録した種子の品種維持が
適切に行われているか否かについて
年次計画に基づき事後検定等を実施
し、農林水産省に報告する。

【中期計画】
オ 種苗検査担当者による業務実施 ◇種苗検査担当者の業務運営能力の向上 Ａ
上の問題点等の解決のための検討を Ｓ：計画を大きく上回り、かつ、特に優れた成果が得られた
行うとともに、専門技術研修、レフ Ａ：計画どおり順調に実施した
リーテスト等の技能チェックの実 Ｂ：概ね計画どおり順調に実施した
施 検査マニュアルの作成等を行う Ｃ：計画どおり実施されなかった、 。
【年度計画】 Ｄ：計画どおり実施されず、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった
オ 種苗検査担当者会議を開催し、 【事業報告】
業務実施上の問題点等の解決のため ・種苗検査担当者会議を開催し指定種苗の検査手順の改善等について検討を行
の検討を行うとともに、検査職員の い、遺伝子組換え技術によって得られた作物の種子に関する検査実施要領を作
質の向上を図るために、専門技術研 成するとともに、品種純度検査実施要領及び同作業方法書の改正を行った。
修、レフリーテストを実施する。 ・専門技術研修として、純潔種子及び異種種子の検査法について研修を行った。

検査を適切に実施するため、検査 ・発芽検査能力向上のため、引き続きレフリーテストを実施し、成績不良者に対
手順マニュアル（遺伝子組換え種子 して技術指導を行った。
検査）を作成する。 ・資格認定試験を実施し、試験合格者を指定種苗検査職員に指名するとともに、

指定種苗検査職員の資格認定試験 不合格者に対して指導を行った。
を実施する。

【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】 【事業報告】
（２）指定種苗の集取、立入検査等 ・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し 15,821点の表示検査を行った 前、 （
ア 指定種苗の表示検査（15,000点 年度17,319点 。この結果、不完全表示が23点（0.2％ 、うち、農薬使用表示） ）
程度／年度）について、流通段階も についての不完全表示が７点、適用外農薬の使用が疑われたものが２点あり、
含めて農薬使用回数表示の検査を重 書面による改善報告を求め、検査結果を農林水産省に報告した。
点的に行うとともに、集取（3,000 （表２－２－４参照）
点程度／年度）を効果的かつ的確に
実施し 検査結果を適切に報告する ◇指定種苗の集取の計画的かつ的確な実施 Ａ、 。

指標＝当該年度における集取点数
Ｓ：2,700点以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：2,700点以上
Ｂ：2,400点以上2,700点未満
Ｃ：2,400点未満
Ｄ：2,400点未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった
【事業報告】
・過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し、3,027点の指定種苗の集取を行

（ ）。 、 （ ）った 前年度3,037点 この結果 表示発芽率に満たないものが77点 2.5％
あり、書面による改善報告を求め、検査結果を農林水産省に報告した。
（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、病 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
害検査、純度検査等の実施点数を増 果が認められた
加させる。 Ａ：目標値の90％以上
【年度計画】 Ｂ：目標値の80％以上90％未満
イ 指定種苗の生産等に関する基準 Ｃ：目標値の80％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 【事業報告】
種純度検査は14種類170点、病害検 ・年度計画に沿って14種類182点（前年度173点）の品種純度検査を行った。検査
査は５種類190点、遺伝子組換え種 を終了した７種類110点のうち、指定種苗の生産等に関する基準を満たさない

、 、 。子は２種類30点を行う。 ものは１種類１点であり 書面による改善報告を求め 農林水産省に報告した
（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％以上
Ｂ：目標値の80％以上90％未満
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Ｃ：目標値の80％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】
・年度計画に沿って４種類５病害190点（前年度184点）の病害検査を行った。こ
の結果、３種類20点に罹病種子が認められ、書面による改善報告を求め、農林
水産省に報告した。
（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％以上
Ｂ：目標値の80％以上90％未満
Ｃ：目標値の80％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】
・年度計画に沿ってとうもろこし36点（前年度36点）について遺伝子組換え種子
の混入検査を行った。
（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 Ｓ
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）第 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
32条の規定に基づき、同条第２項の Ａ：順調に進んでいる
農林水産大臣の指示に従い 立入り Ｂ：概ね順調に進んでいる、 、
質問、検査及び収去を的確に実施す Ｃ：不十分又は問題あり
るとともに、その結果を農林水産省 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
に適切に報告する。また、遺伝子組 【事業報告】
換え種子の混入について、モニタリ ・消費・安全局長の指示により、未承認の遺伝子組換えパパイヤの種子が流通し
ングを行う。 ていないか知るため、パパイヤ種子29点及び苗１点の採取並びに種子の検査を
【年度計画】 行い、結果を速やかに報告した。
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検査の指示があった際に検査を実施する国内流通種
規制による生物の多様性の確保に関 子のうち、とうもろこし 6 （前年度36点）及び （前年度12点）3 点 えだまめ12点

遺伝子組換え種子の混入についてモニタリング 。する法律（平成15年法律第97号）第 を対象に を行った
32条の規定に基づき、同条第２項の （表２－２－９参照 （※検査中））
農林水産大臣の指示があった場合に ・遺伝子組換え種子の検査業務の品質保証体制を整備し、定性検査についてＩＳ
は、立入り、質問、検査及び収去を ＴＡの認証を取得した。
的確に実施する。また、遺伝子組換
え種子の混入について、モニタリン 【特記事項】
グを行う。 ・未承認の遺伝子組換えパパイヤ種子については、我が国で未承認の栽培用種子

また、遺伝子組換え種子の検査業 が流通した初めてのケースであり、消費・安全局との緊密な連携のもと、検査
務の品質保証体制の整備を進める。 法の妥当性の確認から採取、検査結果の報告まで迅速かつ的確に対応したため

Ｓ評価とした。

【中期計画】
エ 種苗流通の適正化に資するよ ◇種苗検査により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
う、種苗検査業務を実施する中で知 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた
り得た情報及び知見について、農林 Ａ：十分行われている
水産省に積極的に提供する。 Ｂ：概ね行われている
【年度計画】 Ｃ：不十分または問題あり
エ 種苗流通の適正化に資するよ Ｄ：不十分または問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な業務運営にあった
う、農林水産省に集取時期ごとの定 【事業報告】
期的な報告を行うとともに、事案発 ・指定種苗の検査の際に得られた情報を前期及び後期検査終了後に農林水産省に
生ごとに随時報告する。 報告するとともに、検査時に集取した種子のうち、発芽率が極端に低いものに

ついて直ちに報告した。
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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１）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：22×１＝22点
評価Ｂの小項目数：４×０＝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： 22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％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％以上90％未満
要に応じた供給を行う。 Ｃ：生産計画数量の80％未満

さとうきび原原種については さ Ｄ：生産計画数量の80％未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営であ、「
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 【事業報告】」
増産プロジェクト会議決定）に即し ・23年春植用ばれいしょ原原種については、生産計画数63,130袋に対し74品種

、 （ 、 、 、た安定生産に努めるとともに、実需 69,933袋(110.6％)を生産したが ４品種 さやか スタールビー シンシア
者のニーズを踏まえた側枝苗を配布 こがね丸）の申請数量が生産計画数量を上回ったこと等から申請数量に対する
する体制の整備を進める。 充足率は全体では99.8％となった。
【年度計画】 （表２－３－１参照）
（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
ア 生産配布計画に基づき、以下の ◇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 Ｂ
とおり需要に応じた供給を行う。 指標＝当該年度における秋植用ばれいしょ原原種供給量
平成23年春植用ばれいしょ原原種 Ｓ：生産計画数量の90％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた

63,130袋 Ａ：生産計画数量の90％以上
平成23年秋植用ばれいしょ原原種 Ｂ：生産計画数量の80％以上生産計画数量の90％未満

2,815袋 Ｃ：生産計画数量の80％未満
平成23年春植用さとうきび原原種 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

1,012千本 った
平成23年夏植用さとうきび原原種 【事業報告】

1,243千本 ・22年秋植用ばれいしょ原原種については、雲仙農場における近年にない大霜害
さとうきび原原種については さ の発生により生産計画数量2,560袋に対し17品種2,092袋(81.7％)と大幅な減産、「

とうきび増産プロジェクト基本方 となったが、配布先の意向を踏まえ規格外種子等の活用を図り、申請数量に対
針 （平成17年12月26日さとうきび する充足率は全体では88.1％となった。」
増産プロジェクト会議決定 に即し ・23年秋植用ばれいしょ原原種については、生産計画数量15品種2,815袋を生産） 、
台風被害の軽減等により安定生産に 中である。
努めるとともに、側枝苗による配布 （表２－３－１参照）
について、原原種配布先との調整を
行い、必要に応じ配布を行う。

◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要望に応じた供給 －
指標＝当該年度における茶原種供給量
Ｓ：90％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上90％未満
Ｃ：80％未満
Ｄ：80％未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営であった
【事業報告】

（ ） 、 。・茶原種 挿し穂及び母樹 の要望に応じた供給については 18年度に廃止済み

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

った
【事業報告】
・23年春植用さとうきび原原種については、沖縄農場における２度の台風直撃の
影響により大幅な減収となったが、23年夏植用の前倒し収穫により、生産計画
数量1,012千本に対し17品種993千本（98.1％）の生産数量を確保し、全ての品
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種で申請数量を充たすことができた。
（表２－３－１参照）

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

切な運営であった
【事業報告】
・22年夏植用さとうきび原原種については、沖縄農場における二度の台風直撃の
影響により大幅な減収となったが、鹿児島農場における増産により生産計画数
量1,212千本に対し18品種1,217千本(100.4％)を生産した。しかしながら、沖
縄県の申請数量が生産計画数量を大幅に上回ったことから、申請数量に対する
充足率は91.8％となった。

・23年夏植用さとうきび原原種については、生産計画数量18品種1,243千本を生
産中である。
（表２－３－１参照）

【中期計画】
イ 原原種生産配布技術指針等に基 ◇ばれいしょ原原種生育期間中のほ場での肉眼による病害検定の実施 Ａ
づき、病害虫防除対策を講じるとと 指標＝１作期当たりの病害検定回数
もに生育期間中のほ場での肉眼によ Ｓ：５回(２期作で３回)以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
る病害検定を、ばれいしょ５回（２ Ａ：５回(２期作で３回)以上
期作で３回）以上及びさとうきび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、 【事業報告】
配布する原原種について、ばれいし ・原原種生産配布技術指針及び病害虫発生状況調査に基づき、適時適切な病害虫
ょ萌芽率90％以上及びさとうきび発 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
芽率80％以上を満たすようにする。 について、以下のとおり実施した。
【年度計画】 22年秋植用ばれいしょ原原種：４～10回
イ 原原種生産配布技術指針等に基 23年春植用ばれいしょ原原種：５～10回
づき、病害虫防除対策を講じるとと （表２－３－２参照）
もに、生育期間中のほ場での肉眼に
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 【事業報告】
る。 ・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。

22年夏植用さとうきび原原種 13～14回
23年春植用さとうきび原原種 12～13回

（表２－３－２参照）

◇ばれいしょ原原種無病性の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度におけるばれいしょ原原種収穫直前の検定による病害罹病率
Ｓ：0.1％未満であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：0.1％未満
Ｂ：0.1％以上0.3％未満
Ｃ：0.3％以上
Ｄ：0.3％以上であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・ばれいしょ原原種の収穫直前の検定における病害罹病率は、22年秋植用及び23
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。

、 、 （ 、 、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。
（表２－３－２参照）

◇さとうきび原原種無病性の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度におけるさとうきび原原種収穫直前の検定による病害罹病率
Ｓ：0.1％未満であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：0.1％未満
Ｂ：0.1％以上0.3％未満
Ｃ：0.3％以上
Ｄ：0.3％以上であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・さとうきび原原種の収穫直前の検定における病害罹病率は、22年夏植用及び23
年春植用について、全ての農場、品種で0.1％未満であった。
（表２－３－２参照）
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◇ばれいしょ原原種の品質の維持・向上 Ａ
指標＝当該年度に配布したばれいしょ原原種の萌芽率
Ｓ：90％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上90％未満
Ｃ：80％以下
Ｄ：80％以下であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・原原種生産配布技術指針等に基づき、適正なほ場管理、栽培管理を行い品質の

、 。維持・向上に努めた結果 ばれいしょ原原種の萌芽率は以下のとおりであった
22年秋植用ばれいしょ原原種：94.6％
23年春植用ばれいしょ原原種：98.6％

◇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
22年夏植用さとうきび原原種：89.0％
23年春植用さとうきび原原種：97.3％（沖縄農場を除く）

【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 【事業報告】
か月以内とする。 ・各道県で行われる種苗の需給協議会等に参加し、需要動向の的確な把握に努め
【年度計画】 るとともに、原原種生産農場から定期的に報告される収穫・選別状況等を基に
ウ 原原種の生産見込数量の把握を 迅速に配布数量の決定を行った結果、配布開始までの期間は以下のとおりであ
適時に行い、収穫調製から配布数量 った。
決定までの期間の短縮に努めるとと 22年秋植用ばれいしょ原原種：1.7ヶ月
もに、生産見込数量を関係道県に早 （申請期限６月末（県からの申請の 終日７月20日）に対し、８月19日に配
期に提示し、配布数量決定までに係 布開始）
る事務処理の迅速化を図り、配布申 23年春植用ばれいしょ原原種：1.7ヶ月
請期限から配布開始までの期間をば （申請期限９月15日（道県からの申請の 終日10月22日）に対し、11月５日
れいしょ1.5か月及びさとうきび２ に配布開始）
か月以内とする。

◇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。

22年夏植用さとうきび原原種：1.4ヶ月
（申請期限７月末に対し、９月10日に配布開始）
23年春植用さとうきび原原種：1.2ヶ月
（申請期限１月15日に対し、２月21日に配布開始）

【中期計画】
エ 原原種の配布先である道県に対 ◇アンケート結果に基づく原原種生産配布に関する改善計画の作成と業務の改善 Ａ
し、アンケート調査を毎年実施し、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
アンケート成果に基づき次年度以降 Ａ：順調に進んでいる
の原原種生産配布に関する改善計画 Ｂ：概ね順調に進んでいる
を作成して業務の改善を図るととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、クレームがあった場合には適切 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
に対処することにより、アンケート 【事業報告】
結果で顧客満足度５段階評価の4.0 ・21年度アンケート結果に基づく22年度改善計画に沿って、業務の改善を着実に
以上を得るよう努める。 実施した。
【年度計画】 ・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
エ 原原種の配布先である道県に対 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、23年度改善計画を
し、アンケート調査を実施し、アン 作成した。
ケート成果に基づき次年度以降の原 ・21年度業務実績評価における評価委員からの指摘を踏まえ、アンケートの記入
原種生産配布に関する改善計画を作 様式等について見直しを行った。
成して業務の改善を図るとともに、 （表２－３－３参照）
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クレームがあった場合には適切に対
処することにより、アンケート結果 ◇ばれいしょ原原種配布先の満足度の向上 Ｂ
で顧客満足度５段階評価の4.0以上 指標＝当該年度におけるばれいしょ原原種配布先アンケート結果での顧客満足度
を得るよう努める。 Ｓ：4.0以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：4.0以上
Ｂ：3.0以上4.0未満
Ｃ：3.0未満
Ｄ：3.0未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・アンケート結果の顧客満足度は以下のとおりであった。

22年春植用ばれいしょ原原種：4.1（前年度4.1）
22年秋植用ばれいしょ原原種：2.9（前年度4.1）

（表２－３－４参照）

【その他特記事項】
・22年秋植用ばれいしょ原原種について評価が低かった理由は、秋植用を生産す
る雲仙農場において、近年にない大霜害が発生し大幅な減産となり、配布先の
意向を踏まえ規格外等を活用したが、配布後に高温による腐敗や未熟等による
発芽不良があったためである。

◇さとうきび原原種配布先の満足度の向上 Ｂ
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。

22年春植用さとうきび原原種：4.4（前年度4.4）
22年夏植用さとうぎび原原種：3.7（前年度4.4）

（表２－３－４参照）

【その他特記事項】
・22年夏植用さとうきび原原種について評価が低かった理由は、沖縄農場におけ
る二度の台風直撃の影響により芽の伸長による荷痛みや不発芽を招き、一部品
質不良の原原種があったためである。

◇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】
・原原種の配布先からのクレーム及び問い合わせに対しては、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。なお、雲仙農場産の秋植用品種の一部に発生した腐敗のクレーム
については、同農場で貯蔵していた原原種の品質調査においても同様の症状が
みられたことから、原原種代金の一部を返金した。
（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 【事業報告】
るとともに、前年度に引き続き種ば ・輪作体系に組み入れられていない草地について、不測時にばれいしょほ場へ転
れいしょとしての備蓄方法等を検討 換できるよう管理を行った。
する。 ・21年秋に収穫した種ばれいしょを冷蔵貯蔵（11月～８月 、凍土低温貯蔵（氷）

室、12月～８月)及び恒温高湿貯蔵（11月～８月)し、翌年の萌芽率は冷蔵貯蔵
が も高く、通常の種ばれいしょと同等であった。また、萌芽したものの収量
は、冷蔵貯蔵及び凍土低温貯蔵では通常の種いもと同等又はやや上回り、冷蔵
による長期貯蔵が も有効であることが明らかとなった。

（表２－３－６参照）

【中期計画】
カ 試験研究機関との情報交換を密 ◇試験研究機関等との情報交換及び育種、栽培技術開発等に必要な調査用種苗の Ａ
接に行うとともに、育種、栽培技術 提供
開発等に必要な調査用種苗の提供を Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
行う また 試験研究機関と連携し Ａ：順調に進んでいる。 、 、
有望系統等の段階から母本の無病 Ｂ：概ね順調に進んでいる
化、増殖特性の確認等を行うととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、必要に応じて急速増殖を行うこ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
とにより、新品種の早期普及に資す 【事業報告】
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る。 ・(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、同機構九州沖
【年度計画】 縄農業研究センター等の試験研究機関と新品種等の品種特性、病害検定等に係
カ 試験研究機関との情報交換を密 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 22年秋植用ばれいしょ：２機関、 ７品種 300kg。 、 、
有望系統等の段階から母本の無病 23年春植用ばれいしょ：21機関、 79品種 16,155kg
化、増殖特性の確認等を行うととも 23年春植用さとうきび：３機関、 ８品種 10,600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】
・(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、同機構九州沖
縄農業研究センター等の試験研究機関からばれいしょ及びさとうきびの有望育
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18系統、増殖特性確認14系統
さとうきび：無病化15系統、増殖特性確認22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 実需者のニーズに応じて、小粒 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
種いもについて選別による配布を行 【事業報告】
うとともに、大型コンテナ等による ・小粒種いもの生産・配布について、アンケート調査や配布先調査によって実需
原原種の配布を行う。 者のニーズを把握し、要望のあった１団体に対し選別における規格分けにより

コナフブキの小粒（40ｇ～60ｇ）120袋を配布した。
・全粒植えに適した小粒種いもの安定的生産方法について、(独)農業・食品産業
技術総合研究機構北海道農業研究センターとの共同研究により、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、10ppm、20ppm）により、小粒種いもの生産割
合が男爵薯21％（20ppm）、ホッカイコガネで19％（５ppm）、トヨシロで17％
（20ppm 、十勝こがねで13％（10ppm）増加した。）

・効率的かつ省力的な原原種の配布について、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、要望どおり十勝農場において配布した。

【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 【事業報告】
し、原原種生産改善計画、生産コス ・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を開催し、ばれいしょ
ト低減等に関する検討を行うととも 生産コストの低減方策及び変異確認システムの導入について検討を行った。
に、研修計画に基づいて専門技術研 ・研修計画に基づき、種苗生産専門技術研修（ばれいしょ）を実施し、研修の成
修を行う。 果検証として遺伝子診断技術に関する技量の確認を行った。

・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た。

【中期計画】
ケ ばれいしょ及びさとうきびの生 ◇原原種の生産及び配布により得られた情報及び知見の農林水産省への提供 Ａ
産の振興及び適正な流通に資するた Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
め、原原種生産配布業務を実施する Ａ：順調に進んでいる
中で知り得た情報及び知見につい Ｂ：概ね順調に進んでいる
て 農林水産省に積極的に提供する Ｃ：不十分又は問題あり、 。
【年度計画】 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
ケ ばれいしょ及びさとうきびの生 【事業報告】
産の振興及び適正な流通に資するた ・原原種配布終了後、作期毎に各農場からの配布実績報告書を取りまとめ、以下
め、農林水産省に原原種の配布実績 のとおり定期的に農林水産省に報告を行うとともに、原原種の生産及び配布に
等について定期的に報告するととも より得られた情報及び知見について随時農林水産省に報告した。
に、当該作物に係る各地域の情報を 22年秋植用ばれいしょ原原種：22年11月18日
収集し、随時提供する。 23年春植用ばれいしょ原原種：23年 2月 7日

22年春植用さとうきび原原種：22年 7月22日
22年夏植用さとうきび原原種：22年12月13日

【中期計画】
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 ◇災害対策用そば種子の生産及び予備貯蔵 Ａ
産 指標＝当該年度におけるそばの予備貯蔵量
ア 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等 Ｓ：25トン以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
を活用して、災害時の代作用種子と Ａ：25トン以上
して、そば及び大豆の生産及び予備 Ｂ：22トン以上25トン未満
貯蔵（予備貯蔵量、そば28トン／年 Ｃ：22トン以下
度、大豆５トン／年度）を実施し、 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
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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、29.8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
を活用して、災害時の代作用種子と ◇災害対策大豆用種子の生産及び予備貯蔵 Ａ
して、そば及び大豆の生産及び予備 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
貯蔵（予備貯蔵量、そば28トン／年 Ａ：4.5トン以上
度、大豆５トン／年度）を実施し、 Ｂ：4.0トン以上4.5トン未満
必要に応じて都道府県に配布する。 Ｃ：4.0トン以下

Ｄ：4.0トン以下であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【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、5.4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14.9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 Ａ
て、早期普及が必要な畑作物等の調 Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた
査研究用種苗等を生産し 配布する Ａ：的確に対応した、 。
【年度計画】 Ｂ：概ね的確に対応した
イ 公的機関等の要請に応じて、畑 Ｃ：問題あり
作物等の調査用種苗等を生産し、配 Ｄ：問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
布する。 （要請、必要性がない場合は規定の整備に関してのみ評価を行う ）。

【事業報告】
・ 独）農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターからの要請（
に応じ、畑作物の調査用種苗としてソバを30kg配布した。
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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２－４
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１）
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×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計： ７点

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

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

に重点的に取り組むものとする。ま Ａ：順調に進んでいる
た、調査研究結果については、適宜 Ｂ：概ね順調に進んでいる
評価を行い 調査研究内容の見直し Ｃ：不十分又は問題あり、 、
新規課題の設定等に反映させるとと Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
もに、可能なものから各業務へ調査 【事業報告】
研究成果を順次導入するものとす ・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、
る。 その結果を次期の「調査研究基本計画」の検討に反映させた。また、実用化が
【年度計画】 期待される成果についてはマニュアルを作成し、可能なものは各業務に順次導
（１）調査及び研究の重点的な実施 入した。

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

【中期計画】
ア 栽培試験関係 ◇品種識別のためのＤＮＡマーカーの情報収集・開発 Ａ
（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 【事業報告】
ー等を用いた科学的な対照品種の選 ・試験研究機関等で開発されたＤＮＡ品種識別技術に関する情報を収集し、ホー
定及び区別性の高精度化を可能とす ムページに「植物のＤＮＡ分析による品種識別情報 （品種識別の窓）を開設」
る手法の開発を行う。 し、37作物のＤＮＡ品種識別技術等について掲載した。
【年度計画】
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

各種作物・品種のＤＮＡマーカー
に関する情報収集を行う。

【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
該当なし 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】
・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、20年度で終了
した。

【中期計画】
イ 種苗検査関係 ◇種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発 Ａ

種子伝染性病害の病原体による種 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
子汚染について、正確かつ再現性の Ａ：順調に進んでいる
ある簡易検定手法を開発す Ｂ：概ね順調に進んでいる
る。 Ｃ：不十分又は問題あり
【年度計画】 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
イ 種苗検査関係 【事業報告】
○ 種苗伝染性病害の簡易な検定手 ・ニンジン斑点細菌病について、ＩＳＴＡ法に記載されているＰＣＲ用プライマ
法の開発 ーを用いて本病原菌の判別を行ったところ、期待されるサイズのバンドが確認

種子依頼検査対象の病害を追加す できた。また、前年度に選定したＭＫＭ培地とＭＤ５Ａ培地を用いてＩＳＴＡ
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るためニンジン斑点細菌病の検出手 法により種苗会社から提供された11ロットについて検査を行ったところ、２ロ
法を検討する。 ットからコロニーが検出され、ＰＣＲにより本病原菌と確認されたことから、

また、ウリ類果実汚斑細菌病の種 検出方法として利用可能であることが実証された （依頼検査項目に追加）。
子検査法について引き続き実証試験 ウリ科果実汚斑細菌病について、これまでに作成した検査プロトコルに従い、・
を行う。 種苗会社２社を含む３カ所でメロン種子を用いた実証試験を行い、報告があっ

た２カ所において妥当な結果を得た。
・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として、前年度に選定し
たＦｏ－Ｇ２培地により本病原菌を含む３種類のフザリウム属菌の人工汚染種
子(ユウガオ)の検査を行ったところ、菌の判別が容易であり、本培地を駒田培
地に代わる培地として使用可能であることが認められた。

【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】 【事業報告】
ウ 原原種の生産及び配布関係 ・現行の施設内生産システムである漸次収穫方式（養液栽培により肥大したミニ
（ア）種苗生産のコスト低減に係る チューバー（ＭｎＴ:10ｇ程度の塊茎）を漸次収穫する方法）について、Ｍｎ
技術の開発 Ｔの収穫時の根の傷みの軽減及び収穫作業の効率化のため、現在培地(バーミ

ばれいしょについて、効率的な施 キュライト）内で混在している根とストロンをネットで分離して栽培したとこ
設内生産システムの開発を引き続き ろ、１個あたりの収穫時間が現行に比べ１～３割減少した。
行うとともに、器内増殖技術及び粉 ・効率的な施設内生産システムの開発に向け、漸次収穫方式と噴霧耕方式（培地
状そうか病の効率的防除技術につい を使用せず、養液を直接根に噴霧する栽培方法）についてＭｎＴの収量につい
てマニュアルを作成する。 て調査したところ、噴霧耕方式は漸次収穫方式に比べ、苗の定植から収穫開始

さとうきびについて、サトウキビ までの時期が43～47日遅く、ＭｎＴの収量は重量及び個数ともに、50％～60％
モザイク病の検定技術確立のための であった。また、生産されたＭｎＴのほ場での生産力を前年収穫したＭｎＴを
調査を引き続き行う。 用いて調査したところ、噴霧耕方式産は漸次収穫方式産に比べ、株当たりの茎

数で同等～0.8本/株下回り、株当たり個数及び重量ではデジマの80％を除き大
きな差は見られなかった。

・マイクロチューバー生産に関するこれまでの調査結果を踏まえ 「大型培養槽、
を用いた通気培養法によるマイクロチューバー生産マニュアル」を作成した。

・粉状そうか病の検出技術である土壌直接抽出法について、手法の簡素化と検出
感度を向上させるため、土壌の腐植成分によるＰＣＲ阻害を防ぐ効果が報告さ
れているＢＳＡを添加しＰＣＲを行ったところ、ＤＮＡ抽出後に行っていた２
回のＤＮＡ精製を省くことができ、おとり植物法と同程度以上に検出感度が改
善された。これまでの調査結果を踏まえ、おとり植物法とともに「競合ＰＣＲ
法によるバレイショ粉状そうか病の検定マニュアル」を作成した。

・サトウキビモザイク病ＳｒＭＶとＳｃＭＶのＰＣＲによる同時検出のため、
ＳｃＭＶ感染試料を用いてプライマーの検証を行ったところ、両ウイルスの検
出が可能であった。また、ＲＴ－ＰＣＲ法とＥＬＩＳＡ法の労力比較を行った
ところ、ＲＴ－ＰＣＲ法ではＥＬＩＳＡ法に比べて約３分の１の労力で行える
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。 【事業報告】
【年度計画】 ・黒あし病の検定システムについて、前年度に精度の高い増菌培地であることが
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 確認されたKing'B培地について集団サイズを検討し、10塊茎１集団までは100
管理技術体系の確立 ％の検出が可能であった。これまでの結果を踏まえ、King'B培地による増菌と

細菌病に関し、黒あし病の簡易で ＥＬＩＳＡ法・ＰＣＲ法を組み合わせた簡易で高精度な検定法を確立し、従来
高精度な新検定システムを確立す の培養検定法に代え本法により検定業務を行うこととした。
る。ウイルス病に関し、複数ウイル ・ウイルス病の遺伝子診断による一括検出技術について、ＲＴ－ＰＣＲ－ＭＰＨ
スの遺伝子診断による一括検出技術 法で新たに５ウイルスのプローブを作成し検出を試みたところ、４種類のウイ

。 、を確立する。また、ジャガイモモッ ルスの検出が可能であった 昨年度検出が確認された５種類のウイルスを加え
プトップウイルス（ＰＭＴＶ）に関 計９種類のウイルスの遺伝子診断による一括検出技術を確立し、新品種等の導
し、各生産農場の土壌及び種いもの 入塊茎の検定業務に組み入れた。
検診を引き続き行う。 ・ジャガイモモップトップウイルス（ＰＭＴＶ）について、おとり植物(トマト)

を用いたＲＴ－ＰＣＲ－ＭＰＨ法により、ばれいしょ生産農場の植付け予定ほ
場の土壌601点及び原原種2,271集団について検診を行った。この結果、全ての
土壌及び原原種について陰性であった。

・黒目症状の原因解明のため、ミネラル（鉄、アルミニウム、マンガン）及び植
物生長物質（ジベレリン、オーキシン）の影響について調査したところ、黒目
塊茎の頂芽及び側芽部分のアルミニウムの濃度に有意差が認められた。なお、
ジベレリン及びオーキシンによる黒目発生の助長は認められなかった。

【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。 【事業報告】
【年度計画】 ・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
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（２）調査研究担当者の業務運営能 究成果の発表等を通じて業務運営能力の向上を図った。
力の向上

調査研究担当者会議（調査研究成
果発表会を含む ）等を通じ調査研。
究担当者の業務運営能力の向上を図
る。

【中期計画】
（３）試験研究機関等との連携 ◇試験研究機関等との連携 Ａ

試験研究機関等の持つ情報を収集 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
整理するとともに、センターの持つ Ａ：順調に進んでいる
情報を積極的に提供する。また、セ Ｂ：概ね順調に進んでいる
ンターが実施する調査及び研究につ Ｃ：不十分又は問題あり
いて、試験研究機関等と協力して実 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
施できる場合にあっては、共同研究 【事業報告】
を行う等緊密な連携を図る。 ・試験研究機関等で開発されたＤＮＡ品種識別技術に関する情報を収集し、ホー

「 」 、【年度計画】 ムページに 植物のＤＮＡ分析による品種識別情報 (品種識別の窓)を開設し
（３）試験研究機関等との連携 37作物のＤＮＡ品種識別技術等について掲載した （再掲）。

試験研究機関等の持つ情報を収集 ・以下の共同研究及び協定研究を実施し、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 （共同研究）
情報を積極的に提供する。また、セ 「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」に参
ンターが実施する調査及び研究につ 画し 「果樹類および果実加工品のＤＮＡ品種判別技術の開発（種判別マーカ、
いて、試験研究機関等と協力して実 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究機構果） 。（
施できる場合にあっては、試験研究 樹研究所との共同研究）
機関主催の研究会、シンポジウム等 「目指せ発病ゼロ！ウイロイドによって引き起こされるキクわい化病の防除体系
へ参画するとともに、共同研究、協 の確立」に参画し 「発病抑制技術の開発」を分担して実施した （愛知県農業、 。
定研究を実施する。 総合試験場との共同研究）

「ジャガイモ黒目症原因ミネラル種の解明」を共同して実施した （国立大学法。
人帯広畜産大学との共同研究）

「重要な種子伝染性細菌の検出技術に関する研究」を共同して実施した （台湾。
国立中興大学との国際共同研究）

（協定研究）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所と研究協定を結び「ＤＮＡ品
種識別技術の開発と利用に関する研究」を実施した。

（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及び国立大学法
人宇都宮大学と研究協定を結び「ジャガイモウイルスの分離同定・発生生態に
関する研究」を実施した。
一般社団法人安代リンドウ開発と研究協定を結び「リンドウのＤＮＡ品種識別
技術のマニュアル改善に関する研究」を実施した。
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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×ー１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×ー２＝０点
合計： ７点

【中期計画】
（１）種苗に係る情報の収集、整理 ◇品種登録出願者等に対する情報提供 Ａ
及び提供並びに技術指導 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 品種登録出願者等にパンフレッ Ａ：順調に進んでいる
ト、ホームページ等を通じて、種類 Ｂ：概ね順調に進んでいる
別審査基準、主要な植物の特性調査 Ｃ：不十分又は問題あり
のための栽培方法、植物別の担当農 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
場及び栽培試験における種苗の送付 【事業報告】
形態等の栽培試験に係る情報を提供 ・センターのホームページにおいて、栽培試験における種苗の送付形態等の情報
する。 を更新するとともに、農林水産省品種登録ホームページへのリンクを設け、種
【年度計画】 類別審査基準等の情報を提供した。
（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 【事業報告】

、 、されるよう指導を行い、適正な種苗 ・種苗業者からの研修要望に応じ 発芽検査方法等についての講義・実習を２回
流通の推進を図る。 延べ18社18名種子検査担当者に対し行った。また、種子伝染性病害の検査方法
【年度計画】 について講義・実習を２回、延べ２社６名に対し行った。

、 、イ 種苗業者に対し 要望に応じて
発芽検査方法、病害検査方法等に関
する技術講習会を開催するととも
に、種苗業者が行う研修会等に職員
を派遣し、指導を行う。

【中期計画】
ウ センターが生産及び配布する原 ◇ばれいしょ、さとうきび種苗生産者等に対する技術情報の提供及び栽培技術の Ａ
原種の増殖特性等の情報をパンフレ 普及等
ット、ホームページ、配布先調査等 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
により種苗生産農協等に提供する。 Ａ：順調に進んでいる
また 「さとうきび増産プロジェク Ｂ：概ね順調に進んでいる、
ト基本方針」に即し、さとうきびの Ｃ：不十分又は問題あり
種苗生産者等に対し、病虫害・ほ場 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
管理等栽培管理に係る情報を提供 【事業報告】
し、要望に応じて職員を技術講習会 ・センターのホームページにＰＭＴＶ土壌調査結果を追加するとともに、以下の
等に派遣し、技術指導を行う。 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 種ばれいしょの検定結果
先調査等により種苗生産農協等に提 シストセンチュウ検診結果
供する。また 「さとうきび増産プ ・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、
ロジェクト基本方針」に即し、種苗 努めた。
生産者等に対し、病虫害・ほ場管理 ・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
等栽培管理に係る情報を提供し、要 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
望に応じて職員を技術講習会等に派 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
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遣し、技術指導を行う。 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 【事業報告】
について、関連する専門誌や一般誌 ・調査研究成果について、ＤＮＡ多型学会等で発表するとともに、植物防疫等の
等への掲載を行うとともに、学会、 専門誌に投稿した。
ホームページ等を通じて情報提供を ・22年度調査研究実績報告及び第２期中期計画期間（５カ年）における重点課題
行う。 の成果の概要を作成するとともに、ホームページに掲載した。

（表２－５－１）

【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 【事業報告】
積極的な参加を図る。また、ＩＳＴ ・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
Ａが行う熟練度テスト ＩＳＨＩ 国 議に延べ12名の職員を派遣した。、 （
際健全種子推進機構）が行う比較試 （表２－５－２参照）
験等の検査法の国際標準化に向けた ・23年６月に日本国内で開催予定であったＩＳＴＡ年次総会に向けて国内準備委
活動に参画し、必要に応じ職員を派 員会を設置し準備を進めたが、23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震によ
遣する。 る福島第一原子力発電所の事故の影響により開催地の変更となった。
【年度計画】
（ ） 、２ 種苗に係る国際会議への参画
国際協力等
ア 農林水産省からの要請に基づ
き、ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ等が開催す
る会議に職員派遣を行う。また、Ｉ
ＳＴＡが行う熟練度テスト、ＩＳＨ
Ｉ（国際健全種子推進機構）が行う
比較試験等の検査法の国際標準化に
向けた活動に参画し、必要に応じ職
員を派遣する。

【中期計画】
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の ◇ＵＰＯＶ同盟国への職員の派遣と専門家の受け入れ Ａ
一環として、栽培試験の実施方法の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
国際的な整合性を確保するため、要 Ａ：順調に進んでいる
請に応じ職員を同盟国に派遣すると Ｂ：概ね順調に進んでいる
ともに、同盟国の専門家を受け入れ Ｃ：不十分又は問題あり
る。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 【事業報告】
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の ・欧州品種庁との栽培試験の実施方法の調和を図るため、農林水産省からの要請
一環として、栽培試験の実施方法の に基づき職員を派遣した。
国際的な整合性を確保するため、要 ・審査協力協定に基づく活動の一環として、欧州品種庁及びＮＩＡＢ（英国国立

） 。請に応じ職員を同盟国に派遣すると 農業植物研究所 の専門家による我が国の栽培試験実施状況調査を受け入れた
ともに、同盟国の専門家を受け入れ （表２－５－３参照）
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 【事業報告】
する。 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき、審査・栽培試験方法等
【年度計画】 に関するワークショップ及び研修に専門家として延べ７名の栽培試験担当職員
ウ 東アジア植物品種保護フォーラ を派遣した。また、基礎研修、短期専門技術研修、審査官業務研修、要人研修
ム等の要請に基づいて職員を専門家 等を実施し、延べ25名の研修員を受け入れた。
として当該国へ派遣するとともに、 （表２－５－４及び５参照）
ＪＩＣＡ集団研修「植物品種保護」 ・ＪＩＣＡからの要請に基づき、ベトナム国での国内研修に専門家として１名の
コースへの協力を行う。 栽培試験担当職員を派遣した。また、集団研修「国際的に調和された植物品種

保護制度」コース等を実施し、研修員21名を受け入れた。
（表２－５－６参照）

・そのほか依頼に基づき、職員２名の派遣を行うとともに、研修及び視察10名を
受け入れた。
（表２－５－７及び８参照）

・見直し基本方針に即し、23年１月から品種保護Ｇメンの海外派遣については十
分に効果が見込まれるものに限定しつつ、国や権利者等の求めに応じて効果的
に実施することとした。
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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２－６
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（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：３×１＝３点
評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：３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

独立行政法人農業生物資源研究所 Ａ：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 Ｂ：概ね適正に行われている
に沿って、植物遺伝資源の保存・再 Ｃ：不十分又は問題あり
増殖、特性評価、保存種子の発芽率 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22年度農業生物資源ジーンバンク事業計画に基づき、植物遺伝資源の栄養。 、

、 、 、気象災害等による保存植物の滅失を 体９種217点の受入れを行い 植物遺伝資源の保存11,144点 種子再増殖901点
防ぐため、重要度の高い植物につい 特性調査21,754点、大麦播性調査3,000点を実施した。また、植物遺伝資源を
ては、ほ場における保存に加え、施 ８件39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】
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 ◇重要度の高い植物の保存体制の強化 Ａ
及び特性評価等の実施 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

独立行政法人農業生物資源研究所 Ａ：順調に進んでいる
が実施するジーンバンク事業の計画 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に沿って、植物遺伝資源の保存、再 Ｃ：不十分又は問題あり
増殖、特性評価、遺伝資源の保存に 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
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 ・前年度に策定した「植物遺伝資源の配置・保存の基本的な考え方」に沿って11
に当たっては、移管植物が活着する 種1,202点（前年度11種1,134点）の二重保存を実施した。
までの間、移管元と移管先で二重保
存するとともに、各農場の既保存植
物においても各農場の保存状況を把
握し、滅失等の恐れのあるものにつ
いては二重保存を行う。

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

遺伝資源保存業務担当者による遺 Ａ：順調に進んでいる
伝資源保存業務実施上の問題点の早 Ｂ：概ね順調に進んでいる
期解決のための検討を行うととも Ｃ：不十分又は問題あり
に、専門技術研修等の実施、センタ Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
ーバンク等の専門家等からの意見の 【事業報告】
聴取及び栽培・特性調査マニュアル ・遺伝資源担当者会議を開催し、植物の滅失、異品種の混入、データベース管理
の作成により、遺伝資源保存業務担 上の問題への対応策等の検討を行った。
当者の業務運営能力の向上を図る。 ・こんにゃく及びやまのいもの２種類の栽培・特性調査マニュアルを作成した。
【年度計画】 作成に当たり、こんにゃくについてはアドバイザーを招聘して現地検討会を開
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 催し、栽培及び特性調査方法について技術向上を図った。
務運営能力の向上

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

【中期計画】
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ ◇海外から導入するばれいしょの無毒化事業の実施についての検討 －
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

独立行政法人農業生物資源研究所 Ａ：順調に進んでいる
からの委託に基づき、海外から導入 Ｂ：概ね順調に進んでいる
するばれいしょについて、ウイルス Ｃ：不十分又は問題あり
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病等の除去を行う無毒化事業の実施 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
について検討を進める。 【事業報告】
【年度計画】 ・要請はなかった。 －
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ
いしょの無毒化事業の実施

独立行政法人農業生物資源研究所
からの委託に基づく海外から導入す
るばれいしょのウイルス病等の除去
を行う無毒化事業について、要望に
応じて実施する。
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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、本所で対応可
１ 予算 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22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、全農場へ情報
（略） 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る出

２ 収支計画 張旅費の節減に努めた。
平成22年度収支計画 ・施設整備費補助金による工事１件及び農場等集約整備のために西日本農場で施

（略） 工した工事３件について、全て自主施工とした。
３ 資金計画 ・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利
平成22年度資金計画 用を図った。

（略） （表３－１～４参照）
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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
平成18年度～平成22年度資金計画 あった

（略）
【年度計画】 【事業報告】
１ 予算 ・事業費の配分については、合理性、効率性の観点から予算配分の考え方を作成

平成22年度予算 し、これに基づき各業務の事業量をベースに各農場等の業務の実施状況等も勘
（略） 案した上で、実行予算の計画を作成した。また、機械・器具の整備に必要な経

２ 収支計画 費については、本所において各農場の業務の実施状況等を点検・精査し配分し
平成22年度収支計画 た。

（略）
３ 資金計画
平成22年度資金計画

（略）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４ 短期借入金の限度額
◎短期借入金の借入に至った理由等 －

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

（想定される理由） Ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であった
運営費交付金の受入れが遅延。 Ｃ：借入に至った理由等は不適切であった

Ｄ：借入に至った理由等は不適切であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営
にあった

（借入がなかった場合は本項目の評価は行わない）

【事業報告】
・短期借入金を借り入れる事態は生じなかった。
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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 について、業務の移管状況等を踏まえた売却並びに業務に必要な施設、機械等の
及び構築物等を譲渡又は処分する。 整備

金谷農場（静岡県島田市、26,100 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 【事業報告】
取得するとともに、業務に必要な施 ・旧金谷農場牧之原分室用地（静岡県牧之原市、13,471㎡）について、前年度の
設、機械等を整備する。 土壌汚染確認調査（概況調査）において調査区画の一部の土壌で基準値（鉛と
【年度計画】 砒素及びその化合物）を超えたため、土壌汚染詳細調査を実施し、詳細調査の

旧金谷農場牧之原分室用地（静岡 結果、調査区画の全てが基準に適合することが確認された。これを受け、22年
県牧之原市、13,471㎡）について売 12月に第１回、23年１月に第２回の一般競争入札を実施したが、当方の予定価
却する。 格に達する落札者がなかったため、売却にいたらなかった。このため、23年度

なお、センター業務を引き続き円 に売却方法を再検討したうえで、売却することとした。
滑に実施するため、売却収入等によ ・金谷農場本場跡地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
り業務に必要な施設、機械等を整備 続き行った。
する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第６ 剰余金の使途
【中期計画】 ◎剰余金の使途 －

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

業務の高度化・効率化に必要な栽 （中期計画に定めた剰余金の使途に当てた年度のみ評価を行う）
培試験用温室、原原種用保護網室等 【事業報告】
の施設、ばれいしょ収穫機、選別機 ・目的積立金の該当なし。
等の機械の更新等のための経費に充
当する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

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

の当該事業年度における改修・整備前後の業務運営の改善の成果）
第７－１ Ｓ：改善の成果は十分であり、かつ、特に優れた成果が得られた
施設及び整備に関する計画 Ａ：改善の成果は十分であった
【中期計画】 Ｂ：改善の成果はやや不十分であった
業務の適切かつ効率的な実施の確保 Ｃ：改善の成果は不十分であった
のため、業務実施上の必要性及び既 Ｄ：改善の成果は不十分であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
存の施設・設備の老朽化等に伴う施 【事業報告】
設及び設備の整備・改修等を計画的 ・十勝農場におけるばれいしょ選別出荷施設新築その他工事により、機械選別作
に行う。 業の一層の効率化と出荷施設能力の向上が図られた。
（表略）
【年度計画】

業務の適切かつ効率的な実施の確
保のため、業務実施上の必要性及び
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
的に行う。
22年度計画
（施設整備費補助金）
・ばれいしょ選別出荷施設新築その
他工事(十勝)
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－２
職員の人事に関する計画 ○職員の人事に関する計画 Ａ

指標＝各中項目の評価点数の合計

各中項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ評価:－２点

Ａ：２点以上
Ｂ：０～１点
Ｃ：０点未満

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

【中期計画】
（１）方針 ◇職員の人事に関する方針 Ａ

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

イ 栽培試験等の業務量の増加、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
種苗検査項目の拡大等、新たな課題 Ｃ：不十分又は問題あり
への対応に必要な人員を確保する。 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【年度計画】 【事業報告】

、（１）方針 ・管理部門及び種苗生産部門等の合理化により削減した要員11名(管理部門３名
ア 既存業務の効率化を推進するこ 業務部門８名)について 強化が必要な本所管理部門(２名) 栽培試験業務等(５、 、
とによる人員の適正な配置を進め 名)に振替を行った。
る。
イ 栽培試験等の業務量の増加、種
苗検査項目の拡大等、新たな課題へ
の対応に必要な人員を確保する。

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

中期計画期間中に、人件費（退職 指標＝22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
今後の給与改定部分を除く ）につ Ｂ：概ね順調に進んでいる。
いては今後５年間において５％以上 Ｃ：不十分又は問題あり
削減する（再掲 。ただし （１）の Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった） 、
イに係る増員があった場合には、そ 【事業報告】
れに係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(17年度)比5.3％を削減

期初の常勤職員数 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302人(9.3

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

22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、１。
７年度比で５％以上削減する（再
掲 。）
（参考）
期初の常勤職員数

319人
年度末の常勤職員数の見込み

316人
人件費総額見込み

1,970百万円

【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
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の高度化及び専門化に対応するた 【事業報告】
め、行政部局、他の独立行政法人等 ・国家公務員試験合格者からⅡ種農学８名を採用した。
との人事交流を計画的に実施する。 ・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、農林水産省

ウ 職員の技術水準及び事務処理 及びその出先機関、試験研究機関等他の独立行政法人との間で転入18人、転出
能力の向上等を図るための研修等の 20人の人事交流を行った。
受講、必要な資格の取得等を計画的 ・ 種苗管理センター職員研修規程」に基づき22年度研修計画を作成し、センタ「
に進め、人材の育成を図る。 エ ー内部の研修のほか、人事院地方事務局等の外部機関の研修を活用し計画的に
センター業務の効率化やサービスの 研修を実施した。
向上、業務の円滑な実施等に多大な 特に会計職員を財務省会計センターが実施する研修に参加させ資質の向上を図
貢献を行った職員に対しその功績を った。
表彰する。 ・整理合理化計画に即し、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うととも
【年度計画】 に、業務遂行へのインセンティブを向上させるため、前年度までの試行の結果
（３）人材の確保・養成 を踏まえ、全職員を対象とした新たな人事評価制度を導入した。
ア 22年度の職員の採用について ・ 業務改善努力に対する賞状の授与の実施について」に基づき、社会的評価を「
は、センター業務を遂行する上で必 高めた事例１件及び業務の推進に有益な考案を行った事例１件について表彰を
要となる技術等に対応した試験区分 行った。
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。
オ 一般職員等について、組織の活
性化と実績の向上を図る等の観点か
ら新たな評価制度を導入する。
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付表

表１－１－１ 品種情報データベース入力実績

21年度 22年度 累計

画像情報(品種数) 626 610 8,341

定型情報データ(品種数) 1,139 762 19,377

種苗の入手先情報(件数) 4,011 4,141 67,996

栽培試験情報(件数) 100 158 1,815

保存品種情報(品種数) 60 1,408 13,848

品種情報(品種数) 2,967 1,882 48,887

注１：画像情報とは、種苗の写真を入力した品種のデータである。

注２：定型情報データとは、栽培試験を行った品種の特性データである。

注３：種苗の入手先情報とは、種苗提供元の住所、氏名、連絡先である。

注４：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５：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６：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 公募点数 委託点数 委託先

21年度 ストック種 ６ ６ 千葉県農業総合研究センター

ビンカ属 ８ ８ (財)農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

えぞぎく種 ６ ６ 福岡県農業総合研究センター

計 20 20

22年度 ストック種 ８ ８ 福岡県農業総合研究センター

ビンカ属 ９ ９ (財)農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

えぞぎく種 ５ ０ 応募なし

ひゃくにちそう属 １ ０ 応募なし

計 23 17

表１－１－３ 品種保護Ｇメンの配置

21年度 22年度

本所 ５（１） ７（３）

北海道中央 ２（２） ２（２）

上北 ２（２） ２（２）

八岳 ２（２） ２（２）

西日本 ３（１） ３（２）

雲仙 ２（２） ２（２）

沖縄 ２（２） ２（２）

合計 ７農場18（12）名 ７農場20（15）名

注：カッコ内の数値は併任で内数である。

表１－３－１ 生産計画の見直しの概要

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

十勝農場 品種構成を見直し、北海道中央農場よりインカのめざめ、インカのひとみ、北海98号を受け入れ
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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 種苗生産業務に要した経費及び単位あたり業務コスト

業務経費（千円） 単位あたり業務コスト（円）

作物名 人件費 物件費 人件費 物件費

ばれいしょ 916,972 670,439 246,534 13,404 10,166 3,238

(97.6) (99.0) (93.9) (95.8) (97.7) (90.3)

さとうきび 148,375 108,419 39,956 63,402 48,079 15,323

(92.5) (97.1) (111.3) (88.0) (85.9) (95.3)

注１：業務経費には、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維持などの種苗生産業務に要した全て

の経費を含む。

注２：単位あたり業務コストは、業務経費から副産物収入及び保険料収入を差し引いて生産計

画数量で除したものである。

注３：業務経費及び単位当たり業務コストのカッコ内の数値は、対前年度比（％）である。

表１－３－４

余剰原原種及び規格外種子の販売実績等 （単位：袋(20kg)，千円）

区分 平成21年度 平成22年度

数量 ％ 売上額 数量 ％ 売上額

発 余剰 3,994 8.9 － 4,556 11.0 －

生 規格外 40,758 91.1 － 36,949 89.0 －

量 合計 44,752 100 － 41,505 100 －

原原種 418 0.9 624 1,875 4.5 2,569

販 (規格外のみ)

売 一般種苗 5,845 13.1 5,864 17,109 41.2 18,960

量 環境浄化用 5,077 11.3 5,631 2,393 5.8 2,554

でん粉 27,271 60.9 4,231 12,472 30.3 2,682

減耗・廃棄 6,141 13.7 － 7,656 18.5 －

合 計 44,752 100 16,350 41,505 100 26,765

注１：一般種苗は整理合理化計画に即し、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：環境浄化用は病害の発生リスクを低減させるため、従来から原原種

生産農場の周辺農家に配布しているものである。

。注３：減耗・廃棄量は発生量から販売量を差し引いて算出したものである
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表１－４－１ 特許の取得

国内出願 国際出願

（アメリカ合衆国への出願）

発明名称 植物種子の病原菌検査方法 Detecting method for the seeds

contaminated with plant pathogens

出願番号 特願2006-34755 11/002, 273

出願日 平成18年２月13日 平成18年11月21日

出願公開 平成19年８月23日 平成19年８月19日

審査請求 平成19年11月19日 －

初の拒絶理由通知 平成22年８月24日 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11月５日 平成22年１月28日

特許許可通知受理 平成22年11月15日 平成22年５月17日

登録 平成22年11月26日 平成22年８月３日

表１－７－１ 随意契約見直し計画と22年度に締結した契約の状況

表１－７－２ 一者応札一者応募の主な要因

契約件名 主な要因

胆振農場ピートモス購入 納品条件が当方の指定時期となり運送手段から応札

を避けた

会計システムサーバー等賃貸借 リ 熟知している納入業者が有利（

ース ・保守契約）

一般競争 胆振農場ピートモス等消毒設備設 工期が短期間で、かつ、厳冬期であったため近隣業

入札 置工事 者以外は応札を避けた

雲仙農場スピードスプレーヤー購 納期が短期間であったため応札を避けた

入契約

北海道中央農場、後志分場、胆振 参加業者が少ない業務

農場電気供給契約

西日本農場電気供給契約 参加業者が少ない業務

雲仙農場電気供給契約 参加業者が少ない業務

ネットワーク管理運用支援業務 熟知している納入業者が有利

※23年度実施分

種苗管理センター本所電気供給契 参加業者が少ない業務

約（果樹研究所が一括契約）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

(60.7%) (69.0%) (64.1%) (79.8%) (74.6%) (87.2%) (78.2%) (88.6%) (83.6%) (95.1%) (△2.1%) (7.9%) (89.3%) (94.4%) (87.3%) (94.5%)

34 2.65 41 3.54 47 4.29 54 4.13 46 4.63 8 1.98 50 3.63 55 4.66

(1.8%) (0.3%) (0%) (0%) (1.6%） （1.6%） （1.4%） （1.7%） （0.0%） （0.0%） （5.4%） （3.0%） （1.6%） （1.6%）

1 0.01 0 0 1 0.08 1 0.08 0 0 △1 △0.08 3 0.11 1 0.08

（62.5%） （69.4%） （64.1%） （79.8%） （76.2%） （88.6%） （79.7%） （90.3%） （83.6%） （83.6%） （△4.2%） （5.9%） （94.6%） （97.4%） （88.9%） （96.1%）

35 2.66 41 3.54 48 4.37 55 4.21 46 4.63 △９ 0.42 53 3.74 56 4.74

（37.5%） （30.6%） （35.9%） （20.2%） （23.8%） （11.3%） （20.3%） （9.７%） （16.4%） （4.9%） （△40.0%） （△57.1%） （5.4%） （2.6%） （11.1%） （3.9%）

21 1.18 23 0.89 15 0.56 14 0.45 9 0.24 △5 △０．２１ 3 0.10 7 0.19

（100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （100%） （△12.7%） （△1.0%） （100%） （100%） （100%） （100%）

56 3.84 64 4.43 63 4.92 69 4.66 55 4.87 △１4 0.21 56 3.84 63 4.93

（注3）        平成18年度及び見直し計画においては、電気料について集計基準が月単位であったが、19年度以降においては年間単位に変更となった。このため、

　　　 19年度11件(0.36億円)、20年度11件(0.34億円)及び21年度11件(0.29億円)の契約が、18年度及び見直し計画に含まれない契約として、競争性のない随

　　　 意契約の対象となっている。

（単位：件、億円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 比較増△減
平成２２年５月

見直し計画 見直し計画

競争入札等

平成１９年１２月

（注1）        計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

（注2）        比較増△減欄の（　）書きは、平成22年度の対見直し計画年度（20年度）増△減及び伸率である。

企画競争・
公募

競争性のある
契約（小計）

競争性のない
随意契約

合　計
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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 22
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 金額 対前年度比

390 368 94.2％ 356 96.9％ 346 97.2.％ 337 97.4％ 327 97.0％予算額

一般管理 （95.5％） （96.1％） （96.4％） （96.5％）
費 198 158 80.0％ 139 87.5％ 139 100.0％. 120 86.4％ 135 112.7％決算額

（83.7％） （88.8％） （88.2％） （93.3％）
302 298 98.9％ 295 98.9％ 293 99.2％ 291 99.4％ 293 99.0％予算額

業務経費 （98.9％） （99.0％） （99.1％） （99.1％）
364 361 99.1％ 353 97.8％ 353 99.9％ 344 97.4％ 345 100.3％決算額

（98.5％） （98.9％） （98.6％） （98.9％）
注１：予算の区分に従い作成した決算報告書によるものであり、人件費は含まない。

また、自己収入に係る経費は除いてある。
注２： 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

22年度 第１回 23年３月１日 ・行動規範の策定から周知の取組について（ ）

・周知の取組を踏まえた行動規範に関するアンケート調査の実施について

・リスク管理委員会について

表２－１－１ 栽培試験実施計画作成点数 単位：点数

21年度 22年度

農林水産省からの通知点数（Ａ） 898 727

栽培試験実施計画作成点数（Ｂ） 898 727

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

21年度 22年度

出願点数 1,112 1,013

栽培試験実施計画作成点数 898 727

栽培試験実施点数 Ａ 238 213

次年度以降実施予定点数 654 514

取り下げ・遅延申請点数 66 89

栽培試験実施点数（前年度計画分）Ｂ 449 529

当該年度栽培試験実施点数 Ａ＋Ｂ 687 731（ ）

委託試験 32 31

（ 、 ）（ 、 ）8県10機関 1民間団体 9県9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む。

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。
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表２－１－３ 栽培試験実施種類数 単位：種類数

21年度 22年度

種類数 95 123

表２－１－４ 栽培試験終了後の平均報告期間

21年度 22年度

平均報告期間 2.9ヶ月（87日） 3.0ヶ月（89日）

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

21年度 22年度

らっかせい種 アカリファ カメドリィフォリア種

アクティノツス ヘリアンシ種アンスリウム属

べにばなとけいそう種 アストランティア属

チリそけい属 アレナリア モンタナ種

あわ種アルテルナンテラ・フィコイデア種

エスキナンツス属オーニソガラム属

植 ケンタウリウム属 種オオバナノノコギリソウ

カマエメルム ノビレ（ローマカミツレ）種物 コレオプシス属

しかくまめ種種 ティアレラ属

しまおおたにわたり種類 はまかんざし属

じゃのひげ種名 ユーホルビア・ヒペリシフォリア種

ソリダゴ属アカリファ・ウィルクシアナ種

のじぎく種×きく種じゅずさんご種

ひえ種においむらさき種

ひめいわだれそう種×いわだれそう種しろクローバー種

ベロニカ属にら種×ぎょうじゃにんにく種

みつば種ガザニア属

ミューレンベッキア コンプレクサ種おおぼうしばな変種

ヤブラン属

るりはこべ（アナガリス モネリ）種

計 18種類 20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21年度 平成22年度

経過 植物の種類 計 植物の種類 計

作成完了 コリウス ３ ディアスキア ３

ばれいしょ カリブラコア

オステオスペルマム（改正） ニューギニアインパチェンスグループ類

作成継続 アフリカほうせんか ９ アフリカほうせんか ９

エラチオールベゴニア エラチオールベゴニア

バーベナ バーベナ

ディアスキア アンゲロニア

カリブラコア カランコエ

ニューギニアインパチェンスグループ類 しおん（改正）

きく（改正） きく（改正）

リモニウム（改正） リモニウム（改正）

ばら（改正） ばら（改正）

作成着手 アンゲロニア ３

カランコエ

しおん（改正）

合計 15 12

注：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。

表２－１－７ 対照品種保管点数の実施状況

新規収集 廃 棄 累 計

種類数 点数 種類数 点数 種類数 点数

合 計 85 459 51 787 164 5,322

(75) (809) (27) (556) (184) (5,650)

種 子 61 343 23 63 128 3,666

(41) (204) (9) (15) (128) (3,386)

種 菌 0 0 0 0 5 115

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

栄養体種苗 26 116 31 724 47 1,541

(34) (605) (18) (532) (51) (2,149)

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

の収集種類数を足した数にはならない。

注２：累計点数（期末の保存点数）は、前年度累計点数から廃棄点数を引いた点数に当該年

度の収集点数を足した数である。

注３：カッコ内の数値は、21年度実績である。
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表２－１－８ 出願品種の種子及び種菌の保存実績

新規保管 返却・廃棄 累 計

種類数 品種数 種類数 品種数 種類数 品種数

種子 52 146 0 0 195 4,360

(47) (173) (0) (0) (192) (4,214)

種菌 8 27 0 0 17 323

(5) (24) (0) (0) (16) (296)

注１：種菌は（財）林業科学技術振興所に保存を委託。

注２：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の収集種類数を足した数にはならない。

注３：累計点数（期末の保存点数）は、前年度累計点数から廃棄点数を

引いた点数に当該年度の収集点数を足した数である。

注４：カッコ内の数値は、21年度実績である。

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

アクティノツス ヘリアンシ種 ４ 作型の不適（出願書に記載の作型では翌春の調査 再試験

時期に生育量の確保が困難。）

1 提出種苗の品質不良 再試験

１ 発芽不良 再試験

アストランティア マヨル種 １ 対照品種の未開花 再試験

オーニソガラム属 １ 球根の休眠 現地調査

かんしょ種 １ 植物防疫所で実施した蒸熱処理（47～48℃）の影 再試験

響による塊根の腐敗

１ 台風7号による折損、冠水被害 未定

きく種 ４ 生育不良株の発生(環境条件や管理方法、種苗の 再試験

健全性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。)

きばなコスモス種 １ 立枯病の発生 再試験

ゼラニウム類 １ 提出種苗の罹病(茎腐病) 再試験

とうがらし属 １ 記録的な猛暑による結実不良 再試験

トマト種（萎凋病レース２） ４ 病原性のある菌株が入手困難 試験中止

トマト種(根腐萎凋病） ３ 病原性のある菌株が入手困難 試験中止

にちにちそう種 １ 連絡の不備(必要な対照品種が未供試となった。) 再試験

ばら属(庭園) ２ ホウ素欠乏症の発生 再試験

１ 出願者の種苗の誤送付 再試験

リモニウム属(シヌアータ) ３ 作型の不適 未定

レタス種 ２ 記録的な猛暑による芯腐れ症 再試験

合計 33
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表２－１－10 栽培試験担当者研修の実績

研修名 目的 期間 対象者 受講者数

初級専門技術研修 品種保護制度についての専門 ４日間 栽培試験の業務経験が ３

的知識を付与し、栽培試験に （９月６～９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 ２

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る うち集合研修４日間。

（９月27～30日）

中級者専門技術研修 栽培試験実施責任者としての ９ヶ月 中堅職員 １

ＤＵＳテストに係る総合的能 （６月～２月）

力を付与する。 うち集合研修１日間

（２月16日）

表２－１－11 Ｑ＆Ａ（よく寄せられる質問）掲載数

年度 追加項目数 追加した内容

18 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

22 ３項目 育成者権３

合 計 29項目

表２－１－12 依頼に基づく講演の実績

21年度 22年度

講演ヶ所 27ヶ所 18ヶ所

参加者数 1,102名 615名

表２－１－13 相談件数 単位：件

21年度 22年度

食用作物 ０ ２

工芸作物 ４ １

野菜 ５ ６

育成者権侵害に 果樹 ５ ２

関する相談 草花類 16 11

鑑賞樹 ２ １

林木 １ ０

きのこ類 １ ３

小計 34 26

品種登録一般に関する相談 69 76

合計 103 102
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表２－１－14 侵害状況記録及び寄託の実績 単位：件

草花 21年度 22年度

草花類 ７ ０

野菜 ０ ０

侵害状況記録 果樹 １ ０

きのこ類 １ １

計 ９ １

草花類 ７(３) ４(４)

寄 託 きのこ類 ６(２) ３(２)

計 13(５) ７(６)

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２－１－15 登録品種のＤＮＡデータベースの作成実績

植物の種類 いちご おうとう 茶 ニホンナシ 小豆 計

18年度 54品種 － － － － 54品種

19年度 21品種 24品種 － － － 45品種

20年度 － － 48品種 － － 48品種

21年度 － － １品種 27品種 － 28品種

22年度 － － － － 28品種 28品種

合計 75品種 24品種 49品種 27品種 28品種 203品種

表２－１－16 登録品種の標本・ＤＮＡの保存数 単位：品種数

20年度 21年度 22年度 合 計 累計

保存 廃棄 保存 廃棄 保存 廃棄 保存 廃棄 点数

委託事業分 凍結乾燥標本 354 ０ 842 ０ 497 465 1,693 465 1,228

ＤＮＡ 94 ０ 29 ０ 11 21 134 21 113

独自収集分 凍結乾燥標本 52 ０ 203 ０ 98 ０ 353 ０ 353

注：累計点数（ 終的な保管点数）は、合計の保存点数から廃棄点数を差し引いた点数
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表２－２－１ ＩＳＴＡ熟練度試験の結果

種子検査

ROUND 検査の種類及び結果

純潔種子 発芽率 含水量 異種種子

１０－１ トールフェスク Ａ Ａ Ａ

１０－２ コメツブウマゴヤシ Ａ Ａ Ａ

１０－３ ソラマメ Ａ Ａ

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。

遺伝子組換え検査

Round 定性 定量

12th1 トウモロコシ Ａ Ｃ

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。

種子健康検査

Round 黒葉枯病 黒斑病

凍結ブロッター法 培養法 凍結ブロッター法 培養法

09-SH ニンジン 高汚染レベルサンプルに対し 特にコメント無し 高汚染レベルサンプルに対し 特にコメント無し、 、

over estimate（過大評価） over estimate（過大評価）

表２－２－２ 依頼検査実績

21年度 22年度

件数 点数 件数 点数

国内種子検査 112 708 110(１) 633(２)

国際種子検査 153 324 147 344

合計 265 1,032 257(１) 977(２)

注：カッコ内は 再検査を行い、50日以内に報告できなかった数であり、

報告が遅れたものである。

表２－２－３ ＥＣナショナルカタログ登録品種に係る検査実績

21年度 22年度

記録の作成及びサンプ ５業者８種類 ７業者13種類

ルの保管検査

事後検定 ５種類39品種 ７種類25品種

表２－２－４ 指定種苗の表示検査実績

21年度 22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 15,520 31 0.2％ 14,571 23（ 0.2％）（ ）

花き種子 1,369 2 0.2％ 1,180 0（ 0.0％）（ ）

苗もの：食用作物 416 154 37.0％ 57 0（ 0.0％）（ ）

苗もの：花き 14 0 0.0％ 13 0（ 0.0％）（ ）

合計 17,319 187 1.1％ 15,821 23（ 0.2％）（ ）
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表２－２－５ 指定種苗の集取点数及び発芽検査実績

21年度 22年度

集取点数 検査点数 集取点数 検査点数

前期 1,478 1,477（52） 1,427 1,427（38）

後期 1,559 1,559（34） 1,600 1,599（39）

合計 3,037 3,036（86） 3,027 3,027（77）

注１：21年度に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：カッコ内は表示発芽率に満たなかった点数

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

表２－２－６ 品種純度検査実績

21年度 22年度

種類 検査点数 種類 検査点数

えんどう 20（０） いんげん 25（０）

おくら 10（０） キャベツ 20（０）

かぼちゃ 15（０） ねぎ（葉ねぎ） 10（０）

カリフラワー 15（０） セロリー ５（０）

しゅんぎく 15（０） ブロッコリー 20（０）

だいこん 25（０） 在来なたね 15（１）

とうもろこし 15（０） ほうれんそう 15（０）

（ ）にら 10（０） にんじん 17 検査中

（ ）はくさい 25（０） すいか 10 検査中

（ ）メロン 10（０） たまねぎ 15 検査中

（ ）レタス(非結球) 12（０） トマト 10 検査中

（ ）合 計 173（０） とうがらし 10 検査中

（ ）そらまめ ５ 検査中

（ ）アスパラガス ５ 検査中

合 計 182（１）

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

表２－２－７ 病害検査実績

21年度 22年度

前期 後期 合計

いんげんまめ炭そ病 52（０） 21（ ０） 35（０） 56（０）

えんどう褐斑病・褐紋病 40（６） 40（ ３） － 40（３）

にんじん黒斑病 79（14） 45（ ６） 37（10） 82（16）

ゆうがおつる割病 13（０） － 12（１） 12（１）

合 計 184（20） 106（ ９） 84（11） 190（20）

注：カッコ内は罹病種子が認められた点数

表２－２－８ 遺伝子組換え種子検査（とうもろこし）実績

21年度 22年度

遺伝子の種類 Ｂｔ９、Ｂｔ10 Ｂｔ９、Ｂｔ10

検査点数 36（０） 36（検査中）

注：カッコ内は遺伝子組換え種子の混入が認められた点数
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表２－２－９ 遺伝子組換え種子モニタリング実績

とうもろこし えだまめ

遺伝子の種類 検査点数 遺伝子の種類 検査点数

21年度 Ｂｔ11,Ｅｖｅｎｔ176,ＧＡ21,Ｍｏｎ810,Ｔ25 36(0) ＲＲＳ 12(0)

22年度 Ｂｔ11,Ｅｖｅｎｔ176,ＧＡ21,Ｍｏｎ810,Ｔ25 36(検査中) ＲＲＳ 12(検査中)

注：カッコ内は遺伝子組換え種子の混入が認められた点数

表２－３－１ 原原種の需要量と供給量

販売価格原原種等 原原種等 原原種等 生産計画 原原種等 原原種等 申請数量

（円）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

22年秋植用ばれいしょ原 2,504 2,560 2,092 81.7 2,407 2,120 88.1 1,770

原種（袋(20ｋｇ)） (3,057) (3,160) (4,185) (132.4) (2,750) (2,747) (99.0)

23年春植用ばれいしょ原 61,506 63,130 69,933 110.6 63,997 63,887 99.8 1,770

原種（袋(20ｋｇ)） (61,258) (62,510) (67,552) (108.1) (62,986) (62,986) (100.0)

23年秋植用ばれいしょ原 2,760 2,815 － － － － － －

原種（袋(20ｋｇ)） (2,504) (2,560) (2,092) (81.7) (2,407) (2,120) (88.1)

22年夏植用 1,212 1,212 1,217 100.4 1,325 1,217 91.8 1,357

さとうきび原原種 千本 (1,351) (1,351) (1,265) (93.6) (1,265) (1,265) (100.0)（ ）

23年春植用 1,012 1,012 993 98.1 993 993 100.0 1,357

さとうきび原原種 千本 (1,014) (1,014) (964) (95.3) (964) (964) (100.0)（ ）

23年夏植用 1,212 1,212 － － － － － －

さとうきび原原種 千本 (1,212) (1,212) (1,217) (100.4) (1,325) (1,217) (91.8)（ ）

注１：ばれいしょ原原種申請数量及び配布数量には23年度の追加申請配布分及び特別種苗を含む。

注２：23年秋植用ばれいしょ原原種及び23年夏植用さとうきび原原種は生産中である。

注３：カッコ内は、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
病害虫防除実 肉眼による病害 収穫直前の検定に 配布した原原種の

施回数 検定実施回数 おける病罹病率(%) 萌芽率及び発芽率(%)

22年秋植用ばれいしょ原原種 7～ 9 4～10 0.000 94.6

23年春植用ばれいしょ原原種 7～15 5～10 0.001 98.6

22年夏植用さとうきび原原種 12～20 13～14 0.037 89.0

23年春植用さとうきび原原種 10～20 12～13 0.008 97.3

注：病害罹病率(％)及び萌芽率・発芽率はセンター全体での平均値である。

表２－３－３ 23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 ・秋作用生産における霜害防止のため、早期培土及び不織布の被覆により初期生育の促進を図り、未熟な塊茎の生

産を回避

・極短休眠品種については収穫後の冷蔵貯蔵ができる農場へ移動

さとうきび ・メイチュウ類の発生源となるほ場周辺の雑草の刈り取りの徹底

・台風通過直後の薬剤散布や抜き取りの徹底
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表２－３－４ アンケート結果（カッコ内は平成21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 71 83 85.5％ 4.1

(69) (79) (87.3％) (4.1)

秋植用ばれいしょ 16 21 76.2％ 2.9

(18) (20) (90.0％) (4.1)

春植用さとうきび 24 33 72.7％ 4.4

(330) (33) (100.0％) (4.4)

夏植用さとうきび 27 36 75.0％ 3.7

(32) (32) (100.0％) (4.4)

全 体 138 173 80.0％

(152) (164) (92.7％)

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 配布先との協議の結果、重症のものについて代替品を配布し

及び陥没症状（３件） た。

中心空洞塊茎の混入（２件） 病気によるものではなく、種いもとしての能力に問題はない

ので、種として使用していただくようお願いした。

開花期の異色花の確認 １件 現地調査及び配布先への対応策の説明を行った。（ ）

平成22年産秋植用ばれいしょ 現地調査及び配布先への対応策の説明を行うとともに、一部

の腐敗等（13件） 返金を行った。

表２－３－６ 長期貯蔵春植用ばれいしょ種いもによる生産力調査結果
貯蔵方法 品種名 萌芽率 （対照） 収量

ニシユタカ 99.1 (95.5) 99

冷蔵貯蔵 デジマ 94.5 (96.2) 119

アンデス赤 92.2 (98.7) 115

ニシユタカ 96.1 (95.5) 101

恒温恒湿貯蔵 デジマ 21.5 (96.2) －

アンデス赤 90.0 (98.7) 99

ニシユタカ 98.0 (95.5) 119

凍土低温貯蔵 デジマ 84.4 (96.2) 108

アンデス赤 84.6 (98.7) 98

注１ 収量は対照区（通常の種ばれいしょ）を１００とした場合の規格内（４０～１９０ｇ）収量比（％）である。
注２ 萌芽率は植付け直前の萌芽率で （ ）内は対照区。また、収量は萌芽したものの収量である。、
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表２－５－１ 調査研究成果の発表等

区 分 講演・論文等の名称 氏 名 学会・書誌等の名称及び掲載ページ

品種保護に関する 近の状況 木村鉄也 農業技術 第65巻9号（2010） 349-353p雑誌への

について－果樹について－投稿

果樹類での種判別マーカー 木村鉄也、寺上伸吾*、 ＤＮＡ多型学会、投稿中

の開発 西谷千佳子*、丹羽優治、

山本俊哉*

ウリ科野菜における果実汚斑 佐藤仁敏 植物防疫 第64巻（2010） 374-377p

細菌病の防除を目的とした種

子検査法
Three-dimensional prediction Tomoki USHIYAMA*, Mingyuan Environ. Biosafety Res. 8(2009) 183-202

of maize pollen dispersal and Du*, Satoshi INOUE*, Hiro

cross-pollination, and the yuki SHIBAIKE*, Seiichiro

effects of windbreaks YONEMURA*, Shigeto KAWASHI

MA* and Katsuki AMANO

果樹類での種判別マーカーの 木村鉄也、寺上伸吾*、西 ＤＮＡ多型学会第19回学術集会、学会

開発 谷千佳子*、山本俊哉* 抄録集57p発表

The project for preserving Tetsuya Kimura, Takeshi May 2010 at Canada, Twelfth Sessionその他

specimen and DNA of the Sugisawa and Masato Ta of working group on biochemical

granted varieties in Japan ira and molecular techniques and DNA

profiling in particular in UPOV
農家ほ場で栽培されるトウモロ 下田聡 遺伝子組替え生物の産業利用における安全性確

コシの交雑予測に関する研究 保総合研究（農林水産技術会議事務局：現在成

果集製本中）

防風ネット、防風垣等によるト 天野克紀 遺伝子組替え生物の産業利用における安全性確

ウモロコシの交雑抑制効果に関 保総合研究（農林水産技術会議事務局：現在成

する研究 果集製本中）

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 国際機関が開催する会議への職員の派遣実績

組織名 国際会議名 派遣人数 開催地 開催時期

ＵＰＯＶ ＢＭＴ（生化学及び分子生物技術作業部会） 2 カナダ 5月9～15日

ＴＷＡ（農作物技術作業部会） 1 クロアチア 5月23～31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 フランス 6月27～7月4日（ ）

ＴＷＶ（野菜技術作業部会） 1 ブルガリア 7月2～11日

ＴＷＯ（観賞植物及び林木技術作業部会） 2 メキシコ 9月18～26日

ＩＳＴＡ 年次総会、理事会 1 ドイツ 6月14～25日

理事会等 1 スイス 11月9～12日

理事会等 1 スイス 2月14～18日

ＩＳＨＩ 野菜部会 1 アメリカ 8月2～5日

ＣＢＤ ＣＯＰ１０ 1 日本（名古屋） 10月17～29日

計 12

表 ２ － ５ － ３ Ｕ Ｐ Ｏ Ｖ 同 盟 国 か ら の 専 門 家 の 受 入 れ 実 績

機 関 名 担 当 専 門 家 実 施 農 場 調 査 対 象 植 物 受 け 入 れ 期 間

Ｃ Ｐ Ｖ Ｏ ブ ラ ウ ン 審 査 官 西 日 本 農 場 き く 10月 25～ 27日

Ｎ Ｉ Ａ Ｂ ポ ッ プ ワ ー ス 審 査 官
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表２－５－４ 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実績

派遣国 研修内容 対象植物 派遣人数 開催時期

マレーシア 第３回審査基準、審査・栽培試験 とうがらし、アグラオネマ、ドリア 2 8月1～7日

技術ワークショップ ン、パパイヤ、モカラ、かんしょ

インドネシア 国内研修 キュウリ、メロン 1 11月18～26日

マレーシア 国内研修 きく 1 11月20～27日

韓国 関連シンポジウム 1 11月14～20日

フィリピン ロードテスト及びワークショップ 1 2月7～10日

中国 関連中国派遣 1 3月3～5日

計 7

表２－５－５ 東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づく受入れ実績

案 件 派遣元 人数 開催期間

基礎研修 ラオス・タイ 2 8月22日～10月30日

短期専門研修 インドネシア・マレーシア・中国他 7 11月1～12日

審査官業務研修 インドネシア・マレーシア・フィリピン 3 3月7～11日

視察 インドネシア 4 12月18日、20日

要人研修 カンボジア・ミャンマー・ラオス他 9 1月28日

合 計 25

表２－５－６ ＪＩＣＡからの要請に基づく研修の受入れ実績

案 件 派遣元 人数 開催期間

集団研修「国際的に調和された植物品種保護制度」コース インドネシア・マレー 6 8月22日～10月30日

シア・中国他

集団研修「植物遺伝資源の保存と持続的利用」コース パキスタン・スリラン 4 6月10日、21日

カ・ミャンマー

集団研修「小農支援のための野菜栽培技術」 ラオス・ミャンマー・ 11 7月21日

ネパール他

合 計 21

表２－５－７ その他依頼に基づく職員の海外派遣実績

案 件 派遣先 派遣者 派遣期間

中興大学との共同研究打合せ 台湾 本所種苗検査役 9月14日～22日

ＵＮＥＣＥ種ばれいしょワークショップ インドネシア 本所種苗検査役 10月11日～23日

表２－５－８ その他依頼に基づく研修等の受入れ実績

案 件 派遣元 人数 開催期間

国立種子院視察 韓国 1 5月31日～6月4日

国立政治大学智慧財産研究所視察 台湾 4 6月10日

ばれいしょVF種苗作製及びMnT生産技術研修 シリア 1 7月26日～8月6日

香港特別行政区Plant Varieties Protection office視察 中国 2 7月26～30日

台湾農業委員会視察 台湾 2 12月8日

合 計 10
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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 11,148点 11,144点 99.9%

(11,013点) (10,935点) (99.3%)

種子再増殖点数 855点 901点 105.4%

(779点) (680点) (87.3%)

一次特性 18,271点 18,523点 101.4%

調査項目 (17,047点) (16,280点) (95.5%)

特 二次特性 1,559点 1,497点 96.0%

性 調査項目 (2,200点) (2,183点) (99.2%)

調 三次特性 1,795点 1,734点 96.6%

査 調査項目 (1,710点) (1,708点) (99.9%)

計 21,625点 21,754点 100.6%

(20,957点) (20,171点) (96.2%)

大麦播性調査 3,000点 3,000点 100.0%

(3,000点) (2,999点) (99.9%)

注：カッコ内の数値は、前年度実績である。

表３－１ 一括調達の実績

年度 件数 契約金額 千円 機器名等（ ）

18 ８ 17,190 損害保険、パソコン等

19 ６ 15,017 損害保険、パソコン等

20 ６ 54,748 損害保険、農薬肥料等

21 ９ 56,326 農薬肥料、コンテナ等

22 ５ 32,406 損害保険、パソコン等

表３－２ 中古農業機械使用導入実績

年度 件数 契約金額 千円 機器名（ ）

18 １ 840 フォークリフト

19 １ 136 ディスクハロー

20 １ 1,386 フォークリフト

21 １ 168 プレハブ

22 １ 1,554 フォークリフト

表３－３ レンタル実績

年度 件数 契約金額 千円 機器名（ ）

18 27 5,191 フォークリフト、バックホー等

19 21 4,701 フォークリフト、バックホー等

20 33 3,732 フォークリフト、バックホー等

21 16 4,247 フォークリフト、バックホー等

22 26 3,985 フォークリフト、バックホー等

表３－４ 管理換実績

機械名 渡 農場 受 農場 取得予想金額（千円）

乾熱滅菌機 西日本 本所 300


