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独立行政法人種苗管理センターの業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という。）は、独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という。）に基づく独立行政

法人種苗管理センター（以下「センター」という。）の業務の実績に関する評価を行うに

当たっての基準を次のように定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度における業務の実績に関

する評価及び法第３４条の規定に基づく中期目標の期間における業務の実績に関す

る評価を受けなければならないとされている。

（２）各事業年度における業務の実績に関する評価については、当該事業年度における

業務の実績の全体について、原則としてセンターの中期計画の小項目（以下「小項

目」という。）を評価単位とし、小項目の評価、小項目の評価を踏まえた中項目（以

下「中項目」という。）の評価、中項目の評価結果を踏まえた大項目（以下「大項

目」という。）の評価、これら各項目の評価結果を踏まえつつ特殊事情等も総合的

に勘案した上での全体の評価（以下「総合評価」という。）の４段階で行うものと

する。なお、各項目は別紙に定めるとおりとする。

（３）中期目標期間における業務の実績に関する評価については、中期目標の期間にお

ける業務の実績の全体について、（２）の例に準じて行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の業務の実績に関する評価及び中期目標の期間におけ

る業務の実績に関する評価の結果、センターの業務運営について改善すべき点が明

らかになった場合には、改善の方向について勧告するものとする。

２ 各事業年度における業務の実績に関する評価の方法

（１）小項目の評価方法

中期目標、中期計画（以下、「中期計画等」という。）に対応した指標により、各

年度の年度計画において定められている具体的目標と業務実績を勘案し、中期計画の

達成度について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価を行うものとして、評価に当たっ

ては特殊事情、業績等の特筆すべき事項にも配慮するものとする。

なお、Ｓ評価及びＤ評価をした場合には、その理由を明記するものとする。

① 定量的に定められている項目の評価

中期計画等で定量的な数値が設定されている場合は、原則としてその数値を中

期目標の期間（５年間）で除して得られた数値（年度ごとの目標値が設定されて

いる場合は、その数値）を目標値として、次の考え方をベースに基準を策定し、

評価を行う。

ア 「～以上」等の記述となっている項目

Ｓ：目標値に対して、１００％以上の達成度合であり、かつ、特に優れた

成果が認められた

Ａ：目標値に対して、１００％以上の達成度合
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Ｂ：目標値に対して、９０％以上～１００％未満の達成度合

Ｃ：目標値に対して、９０％未満の達成度合

Ｄ：目標値に対して、９０％未満の達成度合であり、かつ、その要因は法

人の不適切な運営にあった

イ 「～程度」等の記述となっている項目

Ｓ：目標値に対して、９０％以上の達成度合であり、かつ、特に優れた成

果が認められた

Ａ：目標値に対して、９０％以上の達成度合

Ｂ：目標値に対して、８０％以上～９０％未満の達成度合

Ｃ：目標値に対して、８０％未満の達成度合

Ｄ：目標値に対して、８０％未満の達成度合であり、かつ、その要因は法

人の不適切な運営にあった

※ ただし、「◎業務運営の効率化」のうち、「◇一般管理費及び業務経

費の縮減」については、以下により評価を行う。

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

Ｓ：一般管理費３％以上、業務経費１％以上であり、かつ、特に優

れた成果が認められた

Ａ：一般管理費３％以上、業務経費１％以上

Ｂ：一般管理費２．１％以上３％未満、業務経費０．７％以上１％

未満

Ｃ：一般管理費２．１％未満、業務経費０．７％未満

Ｄ：一般管理費２．１％未満、業務経費０．７％未満であり、かつ、

その要因は法人の不適切な運営にあった。

② 定性的に定められている項目の評価

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業務運営にあった

※ 評価項目によっては、ＳＡＢＣＤの基準の表現が若干異なる。

（２）中項目の評価方法

中項目の評価は、小項目別の評価結果の積み上げにより行うものとする。その際、

各小項目につきＳ：２点、Ａ：１点、Ｂ：０点、Ｃ：－１点、Ｄ：－２点の区分によ

り小項目の評価結果を点数化した上で、中項目については、Ａ、Ｂ、Ｃの下記により

３段階評価を行うものとし、特殊事情、業績等の特筆すべき事項にも配慮するものと

する。

ただし、Ａ評価とした場合には、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析し、

必要に応じＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分析し、
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必要に応じＤ評価とすることができる。

なお、Ｓ評価及びＤ評価とした場合には、その理由を明記するものとする。

Ａ：満点×２／３ ≦ 各小項目の合計点

Ｂ：０点 ≦ 各小項目の合計点 ＜ 満点×２／３

Ｃ：各小項目の合計点 ＜ ０点

※ 「満点」とは、「小項目の数×１点」とし、「合計点」とは、「当該中項目

に属する各小項目の点数の合計値」とする。

注：小項目がない場合は、その中項目の評価指標により、（１）に準じ、５段階評

価を行うものとする。

（３）大項目の評価方法

大項目の評価は、中項目別の評価結果の積み上げにより行うものとする。その際、

各中項目につきＳ：２点、Ａ：１点、Ｂ：０点、Ｃ：－１点、Ｄ：－２点の区分によ

り中項目の評価結果を点数化した上で、大項目については、下記によりＡ、Ｂ、Ｃの

３段階評価を行うものとする。併せて、当該評価を下すに至った経緯、中期計画等に

記載されている事項以外の業務等特筆すべき事項についても記載する。

ただし、Ａ評価とした場合には、各中項目の達成状況及びその他の要因を分析し、

必要に応じＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分析し、

必要に応じＤ評価とすることができる。

なお、Ｓ評価及びＤ評価とした場合には、その理由を明記するものとする。

Ａ：満点×２／３ ≦ 各中項目の合計点

Ｂ：０点 ≦ 各中項目の合計点 ＜ 満点×２／３

Ｃ：各中項目の合計点 ＜ ０点

※ 「満点」とは、「中項目の数×１点」とし、「合計点」とは、「当該大項目

に属する各中項目の点数の合計値」とする。

注：中項目がない場合は、その大項目の評価指標により、（１）に準じ、５段階評

価を行うものとする。

（４）総合評価の方法

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、当該評価を行うに至った経緯や特殊事情、中

期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績その他の特筆すべき事項等も総合

的に勘案して、評価を行うものとする。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずべき措置等も併せて記

載するものとする。

３ 中期目標の期間における業務の実績に関する評価の方法

２の「各事業年度における業務の実績に関する評価の方法」を準用する。
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４ その他の留意事項

（１）評価項目としているが、要請に応じて業務を行うこととされているものや当該年

度に業務を実施しないこととされているものなどについて、当該年度にその業務に

ついて要請等がなかった場合には、当該項目の評価を行わないものとする。

また、中期目標期間の中途において新たに評価されるべき事項を含む項目につい

ては、当該事項に係る実績が生じた年度以降、当該事項も含めて評価を行うものと

する。

（２）独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の見直し

を行うものとする。その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点

から、評価を行うに当たり、法人は、費用と効果の関係についての具体的な把握等

に努めるものとし、評価委員会は、他の法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人

の取組についても適切に評価するものとする。
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（別紙）

評価項目（総合評価●、大項目◎、中項目○、小項目◇） 評価

●総合評価

◎業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

○栽培試験の効率化

◇栽培試験の国際調和

◇栽培試験結果報告の迅速化

◇栽培試験実施の合理化

◇公募案件数の拡大

◇栽培試験結果の電子媒体による事務処理の推進

◇育成者権侵害の相談等に対する効率的な運営

◇品種保護Ｇメンの効果的な海外派遣

○種苗検査業務の効率化

◇種苗検査業務の本所への集約化

◇指定種苗の集取の効率化

◇検査手数料の見直し

○種苗生産の効率化

◇ばれいしょ原原種生産量当たりのコストの低減

◇さとうきび原原種生産量当たりのコストの低減

◇土壌改良の推進

◇施設・機械等の性能の向上と重点的配置による機械器具費の低減

◇ばれいしょ原原種の規格外等の余剰の発生の縮減

◇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

◇民間等のニーズを踏まえた民間等への部分的な移行

◇ばれいしょ原原種配布価格の引き上げによる自己収入の拡大

◇余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗の一般種いも等としての販売量の

増加による自己収入の拡大

○調査研究業務の効率化

◇調査研究成果目標の明確化

◇調査研究課題の重点化

◇試験研究機関との連携と外部資金の活用

◇知的財産権の管理
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○業務運営一般の効率化

◇技術専門職員の業務の一部のアウトソーシングの推進

◇一般管理費及び業務経費の縮減

◇一般管理費の自己評価と見直し

◇給与水準の検証並びに検証結果及び取組状況の公表

◇総人件費の見直し

◇人事評価制度の円滑な運用

◇随意契約の見直しの徹底及びその結果の公表

◇密接な関係にあると考えられる法人との契約の透明性の確保

◇規格外品等でんぷん原料用として売り払いする場合の一般競争入札の導入

◇土地・建物等、資産の保有の必要性の検討と国への返納等

◇リスク管理委員会の設置と円滑な運営

◇情報セキュリティ対策の推進

◎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

○栽培試験業務の質の向上

◇栽培試験の計画的かつ的確な実施

◇栽培試験対象植物の種類の拡大

◇植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等

◇対照品種等の保存点数の拡大

◇組織培養法を利用した器内保存の推進

◇新規植物の種類別審査基準案の作成

◇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

◇栽培試験担当者の業務運営能力の向上

◇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

◇育成者権の侵害及び活用に関する情報の収集・分析・提供

◇関係行政機関に対する情報提供

◇育成者権の侵害及び活用に関する相談対応

◇６次産業化の促進に向けた新品種の保護・活用に関するアドバイス

◇品種類似性試験の迅速な実施

◇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

◇侵害状況の記録及び寄託による種苗、物品等の保管

◇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

及び報告

◇登録品種等のＤＮＡ情報のデータベース化

◇東アジア植物品種保護フォーラムの推進に向けた支援

○種苗検査業務の質の向上
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◇指定種苗の表示検査の計画的かつ的確な実施

◇指定種苗の集取の計画的かつ的確な実施

◇病害検査点数の拡大

◇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

実施

◇種苗検査担当者の業務運営能力の向上

◇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

◇依頼検査の迅速化

◇依頼者の意向把握及びクレームへの適切な対処

◇依頼検査における検査項目の拡大

◇種苗の品質証明等に係る検査の着実な実施

◇ＩＳＴＡ等が開催する会議への職員の派遣

○種苗生産業務の質の向上

◇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

◇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

◇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

◇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

◇ばれいしょ原原種無病性の維持・向上

◇さとうきび原原種無病性の維持・向上

◇新たなばれいしょ病害検定の導入

◇ばれいしょ原原種の品質の維持・向上

◇さとうきび原原種の品質の維持・向上

◇ばれいしょ原原種品種の純粋性の維持

◇ばれいしょ新品種等の原原種供給期間の短縮

◇ばれいしょ原原種の配布の迅速化

◇さとうきび原原種の配布の迅速化

◇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

◇ばれいしょ原原種配布先の満足度の向上

◇さとうきび原原種配布先の満足度の向上

◇クレームへの適切な対処

◇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

確保

◇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

の提供

◇試験研究機関等との連携による母本の早期無毒化等

◇実需者のニーズに対応した小粒種いもの供給及び省力的な配布

◇原原種生産担当者の業務運営能力の向上

◇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
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◇災害対策用そば種子の生産及び予備貯蔵

◇災害対策用そば種子の都道府県への配布

◇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

○調査研究業務の質の向上

◇ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象植物の拡大

◇ＤＮＡ品種識別マニュアル作成及び妥当性確認

◇農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の実用化

◇種子伝染性病害の検査法の実用化

◇種苗生産のコスト低減に係る技術の開発

◇ばれいしょ病害検定手法の実用化

◇調査研究実施者の調査研究能力の向上

○種苗に係る情報の提供等

◇品種登録出願者に対する情報提供

◇６次産業化を推進するための情報提供

◇種苗業者に対する情報提供及び技術指導

◇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等

◇調査研究成果の情報提供

◇外国からの専門家派遣要請に基づく職員の派遣等

◇海外研修員の受入れ及び研修の実施

○遺伝資源業務の質の向上

◇植物遺伝資源の保存・再増殖、特性評価等の実施

◇重要度の高い植物の保存体制の強化

◇遺伝資源保存業務担当者の業務運営能力の向上

◇委託に基づく海外から導入するばれいしょの無毒化事業の実施

◇農林水産省からの要請に基づく遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する会議

等への職員の派遣

◎予算、収支計画及び資金計画

○経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組

○法人運営における資金の配分状況

◎短期借入金の借入に至った理由等

◎不要財産の処分等に関する計画
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◎重要な財産の譲渡等の計画

◎剰余金の使途

◎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

○職員の人事に関する計画

◇職員の人事に関する方針

◇人件費及び人員に関する指標

◇人材の確保・養成状況


