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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 4項目、Ａ評価 111項目、Ｂ評価 2項目、評価対象外 3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
第Ⅱ期中期目標期間の業務については、大項目の全てが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こと等を踏ま。
えて総合的に勘案した結果、中期計画を達成した（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

全体的として計画どおり実施されている。
① 運営費交付金の削減が続くなか、理事長の適時・的確な指導力の発揮により、効果的かつ効率的な業務運営がなされ

ている。
② 栽培試験について、一部品種で公募による委託を行っているが、栽培試験は品種個別の栽培経験や地域特性が重視さ

れるものであり、委託に当たっては慎重な検討が必要である。
③ 育成者権侵害の相談に対する体制が整備されているが、今後、国内はもとより国際的にも権利侵害に対する対応の重

要性は増していくことから、中核人員の確保等、更なる充実を推奨する。
④ 全てのばれいしょ原原種生産を急速増殖技術に切り替えたことは評価できる。今後は、品種特性の確認方法について

更なる向上を期待する。
⑤ ばれいしょ原原種生産における平成20年以降の肥料高騰等に対し、人件費抑制努力等によりコストの低減を図ったこ

とは評価できる。
。 、「 」⑥ 効率的な業務運営により原原種の配布価格は安定している 今後 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針

（平成22年12月７日閣議決定）に基づき、ばれいしょ原原種の配布価格を引上げる際には、生産振興の見地から配布先
と十分な協議を行い、原採種ならびに一般栽培に影響が出ないよう配慮されたい。

⑦ 災害対策用種子について効率的な生産を行っているが、今後は、社会的ニーズへの対応に重点を置いた生産体系も検
討されたい。

⑧ 整理合理化計画に即し、平成20年度にコンプライアンス推進規程等を整備するとともに、コンプライアンス委員会を
設置している。同委員会においては、職員アンケートにより行動規範を策定、周知徹底を図るなど、職員の意識高揚に
努めている。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置〕について
全体的として計画どおり実施されている。

① 栽培試験の実施点数の拡大については、景気の動向等により品種登録の出願件数が減少したことによりＢ評価となっ
たものであるが、業務は順調に進んでいる。

② 栽培試験対象植物の種類の拡大について、専門家を含むプロジェクトチームの設置等、体制整備を含めて精力的に進
めた結果、目標を大きく上回る達成状況となっている（Ｓ評価 。）

③ 栽培試験の対照品種等の保存点数の拡大について、毎年度、目標の300品種程度／年度を２倍以上上回っていること
は、優れた業績と評価する（Ｓ評価 。）

④ 新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮について、目標の1.5年以内について、約半分の８か月と大幅に短縮
したことは高い評価に値する（Ｓ評価 。）

⑤ 登録品種等のＤＮＡ情報のデータベース化は、育成者権の保護に向け、世界に先駆けた仕組みの構築として高く評価
できる（Ｓ評価 。）

⑥ 種苗検査について、その能力の維持・向上は予算との関連性が高いものであるが、経費削減が求められる中、よく対
応している。

⑦ 病害検査点数を着実に拡大しているが、種苗管理センターが積極的にニーズを見極め、研究機関との更なる連携強化
を図られたい。

⑧ 未承認の遺伝子組換え種子の流通拡大を阻止するために、検査法の確認、採種、検査・報告を迅速かつ的確に行った
ことは優れた成果である（Ｓ評価 。）

⑨ さとうきびの原原種の需要に即した供給量の確保に向けて、県からの原原種の配布申請数量を適正なものとするため
に、国・自治体の関係部局において情報交換・調整を図られたい。

⑩ 種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発については、研究関心が薄い分野であり、今後とも種苗管理センターが主体
的に貢献していくことを期待する。

〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について
。 、 、① 運営費交付金は効率的に使われている 経費節減の取り組みとして 競争入札を原則として競争性を高めるとともに

本所で対応可能な契約は全て本所で実施するなど効率化が図られている。
② 資金の配分については、本所において、各農場からの個別要求を精査し、調整・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
短期借入金の実績がないため、評価を行っていない。

〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕について
重要な財産の処分について、計画に基づき適切に進められている。
久留米分室用地の返還、知覧農場敷地及び金谷農場跡地の売却を行っている。また、これら施設の廃止に伴う業務の移

管先である西日本農場等の施設整備を行っている。さらに、八岳農場の原原種生産業務の廃止等に伴い、耕地及び周辺山
林等を地主に返還している。

〔６ 剰余金の使途〕について
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目的積立金の実績がないため、評価を行っていない。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕について
① 計画的な施設及び設備の整備・改修等により、業務の適切かつ効率的な実施が図られている。
② 職員の人事に関する計画については、人員の確保及び適正配置等が行われ、また、職員に対する研修が体系的に実施

されており人材の育成が図られている。

〔８ その他センター業務に関する指摘事項〕について
「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（技術移転機関）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、適正な水準となっ
ている。

イ 人件費(退職金及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）について、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（平成22年度）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リエ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、平成22年度に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（Webサイトによる新規情報配信）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⑧に記載のとおり。

評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価 18～22

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 AAAAA

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 AAAAA

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 AAAAA。）

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 AAAAA

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 AAAAA
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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 18～22

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 AAAAA

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

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 AAAAA

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

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 AAAAA。）

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

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 AAAAA

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 AAAAA

○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 Ａ AAAAA
ける改修・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 AAAAA
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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 18～22

【中期目標】
第２ 業務運営の効率化に関する事 ○栽培試験の効率化 Ａ AAAAA
項 指標＝各小項目の評価点数の合計
第２－１

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

栽培試験については、農林水産分
野の知的財産として、その保護の強 Ａ：４点以上
化が重要な国家戦略とされている植 Ｂ：０～３点
物新品種について、国がその育成者 Ｃ：０点未満
に育成者権を付与するため、種苗法
に基づき実施するものであること、 小項目数：６
品種登録出願件数の増加に伴い実施 評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
点数の増加が見込まれること、育成 評価Ａの小項目数：６×１＝６点
者権の侵害が問題化し、その対策の 評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
強化が求められていることから、民 評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
間等への栽培試験の委託も活用しつ 評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
つ、業務の強化を図り、重点的に実 合計：６点
施するものとする。

【中期計画】
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

第１－１
農林水産植物の品種登録に係る栽

培試験等

【中期目標】
（１）農林水産植物の品種登録に係 ◇栽培試験実施場所の再編・統合 Ａ AAAA-
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 北海道中央農場、嬬恋農場及び Ａ：順調に進んでいる
久留米分室における栽培試験業務を Ｂ：概ね順調に進んでいる
他農場に移管し、集約化を図るとと Ｃ：不十分又は問題あり
もに、西日本農場の拠点化を進め、 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
職員等の重点的な配置を行う また った。 、
北海道中央農場、嬬恋農場及び久留 【事業報告】
米分室以外の農場における業務につ ・18年４月に北海道中央農場及び嬬恋農場における栽培試験業務を八
いても、可能なものは早期に西日本 岳農場へ、久留米分室における栽培試験業務を西日本農場へそれぞれ
農場に移管する。 移管した。さらに、20年４月に知覧農場における栽培試験業務、21年

４月に金谷農場における栽培試験業務をそれぞれ西日本農場等へ移管
【中期計画】 した。
（１）農林水産植物の品種登録に係 ・また、西日本農場において、職員を増員するとともに、栽培試験温室
る栽培試験 等の整備を図り、拠点化を進めた。
ア 平成18年度中に、北海道中央農
場及び嬬恋農場における栽培試験業 ◇栽培試験対象植物の集約化 Ａ AAA--
務を八岳農場に、久留米分室におけ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る栽培試験業務を西日本農場にそれ Ａ：順調に進んでいる
ぞれ移管する。また、西日本農場の Ｂ：概ね順調に進んでいる
拠点化を進め、職員等の重点的な配 Ｃ：不十分又は問題あり
置を行う。さらに、西日本農場にお Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
ける栽培適性等の検討を行い、金谷 った
農場及び知覧農場の栽培試験業務に 【事業報告】
ついて、可能なものから早期に西日 ・18年度に植物ごとの実施点数、西日本農場の施設整備の状況や栽培適
本農場に移管するとともに、栽培試 正等を考慮して、栽培試験対象植物の集約化計画を策定し、計画に基
験対象植物の集約化を推進する。 づき対象植物の集約化を進めた。

（表１－１－１参照）

【中期目標】
イ 栽培試験の実施に当たって、対 ◇栽培試験結果等のデータベースの充実 Ａ AABAA
照品種の選定、ほ場の選択等を的確 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
かつ迅速に行うことにより、一層の Ａ：順調に進んでいる
合理化を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
イ 栽培試験結果等のデータベース った
の充実を図り、対照品種の選定、出 【事業報告】
願品種に適したほ場の選択等を的確 ・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
かつ迅速に行う。 図るとともに、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１－１－２参照）

【中期目標】
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 AAAAA
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
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施設等を活用した栽培試験の委託を Ａ：順調に進んでいる
進め、効率化を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
ウ 中立公正性、秘密保持の確保等 った
に留意しつつ、民間の専門的知識、 【事業報告】
施設等を活用し、委託基準を明確に ・出願品種栽培試験事業委託先募集実施要領に基づき、延べ21種類111
した上で、公募による栽培試験の委 品種について公募し、選考の結果、延べ15事業者において延べ16種類
託を実施する。 99品種の栽培試験の委託を実施した。

（表１－１－３参照）

【中期目標】
エ 栽培試験結果の取りまとめを効 ◇栽培試験結果報告の迅速化 Ａ AAAAA
率的に行うことにより、報告の迅速 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。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
エ 電子化された栽培試験情報の活 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
用・共有を進め、報告書作成の迅速 った
化を図るとともに、栽培試験作業計 【事業報告】
画の策定から報告書作成までを総合 ・農林水産省と検討を進め、19年度にセンターが運用している報告書作
的に行うことのできるシステム等の 成支援システム及び統一野帳による作成機能について、農林水産省が
検討を行う。 構築した「品種登録迅速化総合電子化システム （ＶＩＰＳ）と接続」

できるようにした。
・20年度においては、農林水産省の「ＶＩＰＳ」を活用して報告書作成
の試行を行い、洗い出された問題点等について農林水産省に報告しシ
ステムの改善につなげた。

・21年度からは、全ての栽培試験について報告書作成支援システム等と
「ＶＩＰＳ」を連携して活用し、特性調査データの入力から報告書作
成までを行い、効率化を図った。

【中期目標】
（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 AAAAA
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

登録品種の育成者権侵害等に対し Ａ：順調に進んでいる
て、機動的に全国対応できる体制を Ｂ：概ね順調に進んでいる
整備するため、品種保護対策役の柔 Ｃ：不十分又は問題あり
軟な配置等による効率的な運営体制 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
を検討する。 った

【事業報告】
【中期計画】 ・育成者権侵害の相談等に対して全国的に機動的な対応を行うため、18
（２）育成者権の侵害対策及び活用 年度に本所の業務調整部に品種保護対策課を新設し、企画調整能力を
促進 強化するとともに、品種保護Ｇメン（品種保護対策課長、品種保護対

育成者権侵害の相談等に対して全 策役及び副品種保護対策役）の配置場所を計画的に拡大し、併任発令
国的に機動的な対応が可能となるよ を活用し17年度２ヶ所４名体制から22年度には全国７ヶ所20名体制と
う、品種保護対策役の併任発令によ した。
る効率的な運営体制を早期に整備す （表１－１－４参照）
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 18～22

【中期目標】
第２－２ ○種苗検査業務の効率化 Ａ AAAA-

農作物（飼料作物を除く ）の種 指標＝各小項目の評価点数の合計。
苗の検査、指定種苗の集取、立入検
査等 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。

農作物の種苗の検査については、 Ｓ評価:２点､Ａ評価:１点､Ｂ評価:０点､Ｃ評価:－１点､Ｄ評価:－２
種苗流通の適正化を図るため、種苗 点
法に基づく指定種苗の集取等を実施 Ａ：２点以上
する。また、種苗の表示義務違反の Ｂ：０点～１点
続発、種苗に農薬を使用する場合の Ｃ：０点未満
表示義務の強化及び種子伝染性病害
の拡大を背景として、その監視の強 小項目数：２
化が求められていることから、業務 評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
の強化を図り、重点的に実施するも 評価Ａの小項目数：２×１＝２点
のとする。 評価Ｂの小項目数：０×０＝０点

評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
【中期計画】 評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
第１－２ 合計：２点

農作物（飼料作物を除く ）の種。
苗の検査、指定種苗の集取、立入検
査等

【中期目標】
（１）農作物（飼料作物を除く ） ◇種苗検査業務の集約化 Ａ A----。
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

久留米分室における種苗検査業務 Ａ：順調に進んでいる
を西日本農場に移管することによ Ｂ：概ね順調に進んでいる
り、集約化を図る。 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
【中期計画】 った
（１）農作物（飼料作物を除く ） 【事業報告】。
の種苗の検査 ・18年度に久留米分室における種苗検査業務を西日本農場に移管し、本

平成18年度中に久留米分室におけ 所、北海道中央農場及び西日本農場へ集約した。
る種苗検査業務を西日本農場に移管
し、本所、北海道中央農場及び西日
本農場の３カ所に集約する。

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

種苗法第63条に基づく指定種苗の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
集取について、久留米分室における Ａ：順調に進んでいる
業務を西日本農場に移管するととも Ｂ：概ね順調に進んでいる
に、集取の分担地域を見直し、効率 Ｃ：不十分又は問題あり
化を図る。 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
【中期計画】 【事業報告】
（２）指定種苗の集取、立入検査等 ・18年度に九州・沖縄地域の指定種苗の集取業務を久留米分室から西日

種苗法第63条に基づく指定種苗の 本農場に移管するとともに、検査実施農場以外の農場職員の活用によ
集取について、平成18年度中に久留 る指定種苗の集取の地域・役割分担の見直し計画を作成した。
米分室における業務を西日本農場に 本見直し計画に基づき、店頭表示検査及び種子の集取について、19年
移管するとともに、検査実施農場以 度に九州地域の分担を西日本農場から雲仙農場に、20年度に沖縄県の
外の農場における職員の活用によ 分担を西日本農場から雲仙農場に、21年度に東北地域の分担を北海道
り 集取の分担地域の見直しを行う 中央農場から本所にそれぞれ変更し、検査対象へのアクセスを短縮し、 。
また 集取した指定種苗の発芽検査 た。また、これに伴い東北地域で集取した指定種苗の発芽検査等につ、 、
遺伝子組換え種子検査等について、 いても北海道中央農場から本所に分担を変更した。
役割分担を進める。
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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 18～22

【中期目標】
第２－３ ○種苗生産の効率化 Ａ AAAAA

ばれいしょ及びさとうきびの増殖 指標＝各小項目の評価点数の合計
に必要な種苗の生産、配布等

ばれいしょ及びさとうきびは畑作 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
振興上の重要な基幹作物である一 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
方、増殖率が低く、病害虫に極めて
弱いため、種苗生産については、原 Ａ：10点以上
原種（センター 、原種（道県）及 Ｂ：０～９点）
び採種（農協）の３段階増殖体系を Ｃ：０点未満
基本とし、原原種については、マイ
クロチューバー技術を用いた原原種 小項目数：15
生産を行う民間等への部分的な移行 評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
を検討しつつ、道県からの需要量に 評価Ａの小項目数：15×１＝15点
即した健全無病な種苗を確実に生産 評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
し、配布するものとする。 評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点

評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
【中期計画】 合計：15点
第１－３

ばれいしょ及びさとうきびの増殖
に必要な種苗の生産、配布等

【中期目標】
（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 AAAAA
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、同一品種を複数農 Ｂ：概ね順調に進んでいる
場で栽培すること等でリスク分散す Ｃ：不十分又は問題あり
ることにより、台風や冷害等の気象 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
変動による不作時や万一の病虫害の った
発生時等も含め、道県からの需要に 【事業報告】
即した原原種を確実に生産し、配布 ・急速増殖技術の導入に併せ農場ごとの役割分担を進め、急速増殖によ
する必要があることから、このよう るミニチューバーを生産する農場を北海道中央農場、十勝農場及び嬬
な体制の確保を前提としつつ、農場 恋農場の３農場とし、これら３農場で生産されたミニチューバーを用
ごとの品種構成を見直し、大規模・ いて原原種を生産する農場を後志分場、胆振農場及び上北農場とする
少品種生産農場と小規模・多品種生 農場の新たな役割分担を21年度に確立するとともに、農場ごとの品種
産、新品種急速増殖等を行う農場へ 構成の見直し等を行った。
の役割分担を進めるとともに、県向 （表１－３－１及び２参照）
け原原種生産及び配布業務につい
て、実施農場の集約化を図る。 ◇八岳農場で実施しているばれいしょ原原種生産・配布業務の他農場へ Ａ AAA--

の移管
【中期計画】 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（１）ばれいしょ及びさとうきびの Ａ：順調に進んでいる
増殖に必要な種苗の生産及び配布 Ｂ：概ね順調に進んでいる
ア ばれいしょ原原種生産及び配布 Ｃ：不十分又は問題あり
業務については、イの急速増殖技術 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
の導入等によりニーズに的確に対応 った
した増殖方法の迅速化・効率化を図 【事業報告】
りつつ、農場ごとの品種構成を見直 ・18年度に八岳農場におけるばれいしょ原原種生産・配布業務を終了
し、大規模・少品種生産農場と小規 し、嬬恋農場等へ業務を移管した。19年度に当該業務に使用していた
模・多品種生産や新品種急速増殖等 耕地及び周辺山林のうち49.4haを地主である財団法人農村更生協会に
を行う農場への役割分担を進めると 返還するとともに、不要となった機械類の他農場への管理換えを実施
ともに、八岳農場で実施している業 した。引き続き用地返還手続きを進め、20年度においてはもう一方の
務を早期に他農場に移管する。 地主である長野県に耕地49.6haを返還した。

【中期目標】
イ ばれいしょの器内増殖技術等の ◇ばれいしょ原原種の急速増殖技術を活用した生産体系の実用化・導入 Ａ AAAA-
急速増殖技術の実用化・導入により Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
生産の効率化を図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ ばれいしょ原原種生産において 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
は、需要の変化に即応した、より迅 った
速かつ効率的な原原種生産を行うた 【事業評価】
め、小規模品種を中心として原原種 ・18年度に培養系母本をもとに、北海道中央農場において超密植栽培、
増殖体系の見直しを行い、培養系母 十勝農場においてフィールド養液栽培、嬬恋農場において養液栽培及

。 、本をもとにした水耕栽培等の急速増 び超密植栽培等の急速増殖技術の実証試験を行った 19年度において
殖技術を活用した体系の検討・導入 急速増殖技術の実証試験を引き続き行うとともに、実証試験の結果を
を進めるとともに、原原種生産配布 踏まえ、北海道中央農場及び嬬恋農場において網室生産に代わり移行
技術指針についても、新技術体系に 可能な全ての品種(49品種及び11品種)についてミニチューバー生産に
対応して必要な見直しを行う。 移行した。また、北海道中央農場において増殖温室を整備した。20年

度においては、北海道中央農場及び嬬恋農場において、全品種につい
て網室生産に代わりミニチューバー生産に移行を完了した。また、ミ
ニチューバー生産を行う３農場において、21年度に全ての農場でミニ
チューバーを用いた増殖体系に切り替えるため、北海道中央農場にお
いて培養系種子増殖温室を新設したほか、北海道中央、十勝、嬬恋農

場の既存網室を改修しミニチューバー生産能力の向上を図り、所要の
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ミニチューバーの生産を行った。21年度においては、後志分場、胆振
農場、十勝農場及び上北農場において、網室生産に代わりミニチュー
バーを用いた生産体系に切り替えた。これにより20年度に切り替えた
北海道中央農場及び嬬恋農場と合わせて、センターでの全ての原原種
生産をミニチューバーを用いた生産体系とした。
・ミニチューバーを用いた生産体系への切り替えに伴い、21年度に検査
手順書の見直しを行ったほか、22年度に原原種生産配布技術指針につ
いて、急速増殖技術に関する手法や品種特性の確認方法等の検討を踏
まえるとともに品質マネジメ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。

【中期目標】
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 AAAAA
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
生産の定着状況等を踏まえつつ、民 Ａ：順調に進んでいる
間等への部分的な移行を検討する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
ウ 民間におけるマイクロチューバ った
ー等の器内増殖技術を用いた原原種 【事業報告】
生産の状況を的確に把握するため、 ・18年度にマイクロチューバー等を用いた原原種を利用する原種生産道
関係者による協議会を開催し、民間 県・団体及び原原種を生産する企業等からなる「ばれいしょ原原種の
等への部分的な移行について検討す 安定供給に関する協議会」を開催し、マイクロチューバー及び組織培
る。 養体ばれいしょを用いた原原種生産の定着の状況、原原種の安定供給

の確保について検討を行った。19年度においては、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」という。)に
即し、同協議会での協議結果等を踏まえ、新たに民間企業において生
産意欲のある加工用新品種(アンドーバー)について原原種生産の元だ
ね部分の生産を民間企業に移行するとともに、種苗管理センターは民
間企業からの依頼に応じて、隔離ほ場での増殖部分の協力を実施する
方針を決定し、20年度から種いも(ハウスチューバー)を受け入れ、計
349袋を生産・配布した。
（表１－３－３参照）

・19年度以降も同協議会を開催し原原種の安定供給について意見の交換
及び情報の共有を行うとともに、22年度においては、独立行政法人の
事務・事業の見直しの基本方針(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、原原種配布価格の引上げ及び影響に
ついて意見交換等を行った。

【中期目標】
エ 茶原種生産及び配布業務につい ◇茶原種の生産及び配布の終了及び移行措置の実施 Ａ A----
ては、地方公共団体又は民間への移 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
行のための措置をとった上で、早い Ａ：順調に進んでいる
段階でこれらに移行させ、平成19年 Ｂ：概ね順調に進んでいる
３月31日までに廃止する。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
【中期計画】 った
エ 茶樹の原種生産及び配布業務に 【事業報告】
ついては、平成18年度をもって終了 ・18年度に府県等への移行に当たり、挿し穂での配布（６月、10月）及
する。なお、茶樹の原種生産及び配 び母樹の提供（３月）を行い、茶原種の生産及び配布を終了した。
布業務の府県又は民間への移行に当
たり、府県等の要望を踏まえ、母樹
の提供等の移行措置を行う。

【中期目標】
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 Ａ BAAAA
（平成17年３月25日閣議決定）に即 の低減
し、道県の需要に対応した供給を前 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
提に、品質・生産力の向上、省力化 Ａ：順調に進んでいる
及びコストの低減を図り、効率的な Ｂ：概ね順調に進んでいる
原原種の生産を行う。 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
【中期計画】 った
オ 「食料・農業・農村基本計画」 【事業報告】
（平成17年３月25日閣議決定）に即 ・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
し、道県の需要に対応した原原種の 農場間で共有した。
生産及び配布を行う。原原種生産に ・業務経費は、肥料価格の高騰、生産品種数の増加があったものの、業
当たっては、生産品種数の増加、無 務の効率化により人件費等を削減するとともに資材費等の物件費の節
病性及び品質の維持向上等の要望に 減に努めたことから、22年度は917百万円と17年度対比84.4％となっ
対応しつつ、生産量当たりの労働時 た。また、１袋当たりの業務コストは、原原種需要が減少する中で
間及びコストを把握し、その低減を 13,404円と17年度対比91.5％、１袋当たりの業務コストは、前中期目
図るとともに、以下の対策を講じ、 標期間末の17年度対比8.5％の低減を図った。
効率的な原原種の生産を図る。 （表１－３－３参照）
。

◇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 Ａ BCBBA
の低減

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】
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・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 肥料価格の高騰 台風対策の防風林の整備 苗木の購入
側枝苗生産の拡大にともなう経費の増加があったものの、業務の効率
化により人件費等を削減するとともに資材費等の物件費の節減に努め

、 。 、たことから 22年度は148百万円と17年度対比79.1％となった また
千本当たりの業務コストは、原原種の需要が減少する中で63,402円と
17年度対比3.5％の低減を図った。
（表１－３－４参照）

【中期目標】
－ ◇土壌改良の推進 Ａ AAAAA

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
（ア）病害虫の侵入及び発生の防止 Ｂ：概ね順調に進んでいる
に留意しつつ、排水改良、有機質の Ｃ：不十分又は問題あり
施用等により土壌改良を図る。 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】
・中期目標期間中に各農場の土壌分析を、胆振農場において５農場分計
660点、嬬恋農場において西日本農場を含めた５農場分計1,331点を集
中的に実施し、分析結果を基に農場毎の毎年度の目標数値を定め、土
壌改良を実施した。
（表１－３－５参照）
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、毎年度の取組み課題を確認した。

【中期目標】
－ ◇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 Ａ AAAAA

底による機械器具費の低減
【中期計画】 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（イ）施設・機械等の更新・導入に Ａ：順調に進んでいる
当たっては、性能向上を図るととも Ｂ：概ね順調に進んでいる
に、業務実施体制に合わせ重点的配 Ｃ：不十分又は問題あり
置を推進する。また、保守管理の徹 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
底による機械器具費の低減を図る。 った

【事業報告】
・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
円以上の物品)について、各農場において機種選定委員会(33件)を開
催し、 適な機械機種を選定し導入した。
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）の習得を計画的に進め、中期目標期間中に延べ48人が受
講した。

【中期目標】
－ ◇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 AAAAA

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
（ウ）ばれいしょ原原種生産におい Ｂ：概ね順調に進んでいる
ては、気象の影響による供給量の変 Ｃ：不十分又は問題あり
動及び需要量の変化に対し、規格外 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
種子の活用を図ることにより効率化 った
を図る。また、ＰＣＲ法を用いた効 【事業報告】
率的な病害検定技術の生産現場への ・18年度に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
導入を検討する。 対応するため、原原種配布先との意見交換を踏まえ、規格外種子の配

布に必要な条件整備を行うとともに、毎年度原原種配布先との調整を
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。

・整理合理化計画に即し、20年度に関係機関と協議を行い余剰となった
ばれいしょ原原種及び規格外品についても種いも等として販売できる
よう規程を整備し、一般農家の種いもとしての販売を開始した。
（表１－３－６参照）

◇ＰＣＲ法を用いた効率的な病害検定技術の導入 Ａ AAAA-
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法を用いたジャガイモモップトップウイルス(ＰＭＴＶ)、黒あ
し病の検定技術について、実証試験の結果を踏まえ、場所間技術研修
の開催等により各農場への技術移転及び平準化を図り、それぞれ20年
度及び21年度から生産現場へ導入した。

【中期目標】
－ ◇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 AAAAA

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
（エ）さとうきび原原種生産におい Ｂ：概ね順調に進んでいる
ては、台風被害を軽減するため、防 Ｃ：不十分又は問題あり
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風網、防風林等を整備して安定生産 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
に努める。また、増殖体系の効率化 った
を図るため、側枝苗による増殖体制 【事業報告】

、 、の整備を進める。 ・台風被害を軽減するため 18年度に沖縄農場に防風網を整備したほか
農場内の防風林整備を計画的に進めるとともに、剪葉等により台風被
害軽減に努めた。

◇さとうきび原原種生産における側枝苗による増殖体制の整備 Ａ AAAA-
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】
・増殖体系の効率化を図るため、沖縄農場において、側枝苗育苗温室等
の整備を進め、19年度から春植原原種用基本種生産の全てを、21年度
からは春植に加え夏植原原種用基本種生産の全てを側枝苗による増殖
に切り替えた。

【中期目標】
（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 AAAAA
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

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
【中期計画】 った
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 【事業報告】
産 ・災害対策用種子の効率的な備蓄のため、予備貯蔵用そば（キタワセソ
ア 輪作ほ場等を活用した効率的な バ、牡丹そば、みやざきおおつぶ）及び大豆（トヨコマチ、ユキホマ
災害対策用種子の生産及び備蓄を実 レ）について貯蔵試験を行い、長期貯蔵後の発芽率試験の結果から常
施する。 温で２年程度の貯蔵が可能であることが明らかとなった。この結果を
。 踏まえ、22年度から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。

【中期目標】
イ 公的機関等の要請に対応し、効 ◇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 Ａ AA--A
率的な畑作物の調査用種苗等の生産 び配布
及び配布を実施する。 Ｓ：的確に対応し、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：的確に対応した
【中期計画】 Ｂ：概ね的確に対応した
イ 施設、設備及び労力を有効に活 Ｃ：問題あり
用し、公的機関等の要請に対応した 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
効率的な畑作物の調査用種苗等の生 (要請、必要性がない場合は本項目の評価は行わない。)
産及び配布を実施する。 【事業報告】

・18年度に「畑作物の調査研究用種苗等の生産及び配布に関する規程」
を整備し （財）いも類振興会及び(独)農業・食品産業技術総合研究、
機構九州沖縄研究センターからの要請に応じ、輪作ほ場を活用して、
かんしょ、そばの生産及び配布を行った。
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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 18～22

【中期目標】
第２－４ ○調査研究業務の効率化 Ａ AAAAA
１～３の業務に係る技術に関する調 指標＝各小項目の評価点数の合計
査及び研究

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
【中期計画】 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
第１－４
１～３の業務に係る技術に関する調 Ａ：３点以上
査及び研究 Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満

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

【中期目標】
１ 調査研究課題の選定において ◇調査研究課題の重点化 Ａ BAAAA（ ） 、

外部の有識者等の意見を反映させる Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
仕組みを導入するとともに、政策の Ａ：順調に進んでいる
展開方向、農業生産現場、種苗業者 Ｂ：概ね順調に進んでいる
等のニーズを考慮して優先順位の高 Ｃ：不十分又は問題あり
いものを選定し、重点化を図る。 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
【中期計画】 【事業報告】
（１）調査研究課題の重点化 ・18年度に「調査研究基本計画」を見直し、中期計画において重点的に

調査研究課題の選定に当たって 取り組むこととした重点５課題について、達成目標、調査研究の推進
は、政策の展開方向、関連技術の開 方策等を定めた。19年度においては調査研究実務実施体制の変更を踏
発方向、農業者及び種苗業者のニー まえ、同計画を再度見直し、調査研究課題に重点的に取り組んだ。
ズ等を的確に把握するとともに、外 ・21年度に次期の「調査研究基本計画」の策定に向け、業務の現場から
部有識者の意見を反映させ、センタ 要望・意見を聴取し、骨子案を取りまとめ、22年度に外部有識者の参
ーの業務の円滑な推進に資する技術 画した調査研究評価委員会において重点課題の実績を評価し、その結
の開発・実用化について、課題ごと 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。
の具体的な達成目標を定め、重点的 月策定）
に取り組む。

【中期目標】
（２）業務の実施に当たって、効率 ◇調査研究業務実施体制の効率化 Ａ AAAA-
的に調査及び研究の業務が行えるよ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
う体制の整備を図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（２）業務実施体制の整備 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

農場が全国に展開していることを った
活用し、それぞれの自然立地条件を 【事業報告】

（ 、 、生かした課題を選定するとともに、 ・18年度に調査研究拠点を17年度５カ所から４カ所 本所 北海道中央
効率的に調査及び研究、成果の実用 嬬恋、沖縄）に集約するとともに、当該農場においてチーム制を導入
化促進を行うための調査研究業務体 することにより、関係業務との一体的な実施が可能となる体制を整備
制を整備する。 した。

・19年度に本所業務調整部調査研究課を廃止し、センター全体の調査研
究の調整は業務調整部長の下に直接置く調査研究調整役において引き
続き行うとともに、調査研究課で行っていた調査研究はそれぞれの関
係する課又はチームの所掌において実施することとした。また、同年

に設置した外部有識者の参画した調査研究評価委員会の下に、業務調
整部の部長及び各課長並びに調査研究調整役で構成する調査研究運営
委員会を設置し、課題の選定や調査研究成果の業務への活用等が効率

調査研究的に行えるよう体制の整備を行うとともに、21年度において
業務と種苗生産業務との連携を強化するため、重点課題「種苗生産（ば
れいしょ）のコスト低減に係る技術の開発」検討会とミニチューバー

た。生産現地検討会との合同会議を開催し
・20年度にＤＮＡ分析業務で使用する機器をＧＭ棟に集約化し、一体的
に管理できる配置とした。

【中期目標】
（３）種苗関連技術開発について、 ◇競争的調査研究資金の導入 Ａ AAAAA
外部資金の積極的な導入を図る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（３）競争的調査研究資金の導入 Ｃ：不十分又は問題あり

新たな種苗関連技術開発につい 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
て 外部資金の積極的な導入を図る った、 。

【事業報告】
、 。・中期目標期間中に12件の委託研究を受託し 外部資金の導入を図った

（表１－４－１参照）
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【中期目標】
（４）有用な調査研究成果について ◇調査研究成果の特許取得及び普及 Ａ AAAAA
は、積極的に特許を取得し、その普 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
及を図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（４）知的財産権の取得 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ

有用な調査研究成果については、 った
積極的に特許を取得するとともに、 【事業報告】
その普及を図る。 ・17年度に国内出願した「植物種子の病原菌検査方法」について19年度

に審査請求を行い、22年度に国内特許を取得した。また、同発明につ
いて18年度に国際出願（アメリカ合衆国への出願）を行い、22年度に
国際特許を取得した。
（表１－４－２参照）

・同発明の普及を図るため、当該発明を活用したウリ科果実汚斑細菌病
検査法について、19年度に種苗業者、国、県等の研究者を対象として
技術移転講習会を開催するとともに、20年度に当該検査法につい種苗
業者３社に対して技術指導を行った。

・22年度に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
定めた。この方針に基づき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。(23年４月締結予定）
、 、・21年度に 嬬恋農場より発明届けの提出があった２つの発明について

職務発 明審査会において出願の是非を検討した結果、新規性及び進
歩性が不十分であることから出願を見合わせた。
発明の名称： 漸次収穫を可能とする改良バーミキュライト耕の養液「

栽培装置」
〃 ： 大型培養槽を用いた通気において、培地に浮く支持体「

上に培養植物を置床して茎葉を大量増殖する手法」
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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 18～22

【中期目標】
第２－５ ○附帯業務の重点的な実施 Ａ AAAAA
その他の附帯する業務 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

国、種苗業者等からの要望の強い Ａ：順調に進んでいる
次の業務について、重点的に実施す Ｂ：概ね順調に進んでいる
る。 Ｃ：不十分又は問題あり
（１）種苗に係る情報の収集、整理 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
及び提供並びに技術指導 った
２ 種苗に係る国際会議への参画 【事業報告】（ ） 、

国際協力等 ・中期計画に示された各業務項目について、重点的に実施した。
（附帯業務の取組内容については、第２－５－(１)及び(２)を参照）

【中期計画】
第１－５
その他の附帯する業務

○ 附帯業務の重点化
中期目標により指示された次の業

務を重点的に実施する。
ア 種苗に係る情報の収集、整理及
び提供並びに技術指導
イ 種苗に係る国際会議への参画、
国際協力等
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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 18～22

【中期目標】
第２－６ ○植物遺伝資源の保存及び増殖の効率化 Ａ AAAAA
農作物に関する技術上の試験及び研 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
究の素材となる植物の保存及び増殖 Ａ：順調に進んでいる

業務の実施に当たって、効率的な Ｂ：概ね順調に進んでいる
業務運営を行えるよう体制の整備を Ｃ：不十分又は問題あり
図る。 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
【中期計画】 【事業報告】
第１－６ ・中期計画中の組織再編及びリファレンスコレクションの集約化計画を
農作物に関する技術上の試験及び研 踏まえ、18年度に作物別再配置計画を作成し、適地適作及び栽培試験
究の素材となる植物の保存及び増殖 実施植物への病害感染防止の観点から適宜見直しを行いつつ、再配置

計画に沿って配置換えを行った。
植物遺伝資源の保存、再増殖、特 （表１－６－１参照）

性評価等の実施に当たっては、栽培
試験業務等の関連業務の集約化等を
踏まえ、植物の種類ごとに気象・土
壌条件からみて効率的な保存及び増
殖を行うことのできる体制を整備す
る。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価 18～22

【中期目標】
第２－７ ○業務運営一般の効率化 Ａ AAAAA
業務運営一般の効率化 指標＝各小項目の評価点数の合計

【中期計画】 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
第１－７ 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
業務運営一般の効率化

Ａ：９点以上
Ｂ：０点～８点
Ｃ：０点未満

小項目数：13（うち対象外２）
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：11×１＝11点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：11点

【中期目標】
（１）人員及び施設の有効活用を図 ◇管理部門及び種苗生産部門の要員の合理化 Ａ AAAAA
るため、１～６に掲げる業務運営の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
効率化を図るとともに、組織体制に Ａ：順調に進んでいる
ついて検討を行い、管理部門及び種 Ｂ：概ね順調に進んでいる
苗生産部門について要員の合理化に Ｃ：不十分又は問題あり
努める。また、技術専門職員が担当 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
する業務については、専門技術を要 った
する業務にシフトさせ、ほ場管理作 【事業報告】
業等における単純作業のアウトソー ・18年度に、18年３月の組織体制検討委員会とりまとめを踏まえ、管理
シングを進める。 部門について、胆振農場庶務課を廃止する一方、内部監査と会計処理

体制の強化を図るため、本所に監査役及び会計課を設置した。また、
【中期計画】 業務部門について、業務を効率的かつ機動的に推進するため、各農場
（１）人員及び施設の有効活用 の種苗生産部門を２部制から１部制に改めるとともに、チーム制を導

センターが行う業務の動向、各農 入した。
場の立地条件等を踏まえ、１～６に ・19年度においては、管理部門について、管理業務の本所への一元化を
掲げる業務運営の効率化に併せ、種 図るため、上北農場管理課並びに北海道中央農場及び西日本農場の用
苗管理センター組織体制検討委員会 度係を廃止し、管理部総務課に厚生係を、同部会計課に決算係を新設
（常勤役員、農場長、本所部課長等 した。また、業務部門について、本所業務調整部調査研究課を廃止す
により構成）を活用し、一層の人員 るとともに八岳農場における原原種生産の廃止等により種苗生産部門
及び施設の有効活用について検討を の要員の削減を行う一方、業務調整部にＤＮＡ品種識別チームを、同
行い、管理部門及び種苗生産部門の 部品種保護対策課に上席品種保護対策役を新設するとともに、栽培試
要員の合理化に努める。また、技術 験業務及び品種保護対策業務の体制を強化した。
専門職員が担当する業務について ・20年度においては、管理部門について、管理業務の本所への一元化を
は、研修を行いながら、栽培試験業 図るため、八岳農場及び嬬恋農場の管理課を廃止し、本所に労務専門
務並びに原原種生産及び配布業務に 役を設置した。また、業務部門について、種苗生産部門の要員の合理
係る検定等の専門的技術を要する業 化に努める一方、知覧農場の廃止及び金谷農場の業務受入に伴い西日
務にシフトし、ほ場管理作業等にお 本農場の業務管理体制を強化するため、同農場において次長及び首席
ける単純作業についてはアウトソー 品種特性調査役を廃止し、品種調査第二部を新設し２部制とするとと
シングを進める。 もに、管理監、審査課、品種特性審査役及び調整係を新設した。

・21年度においては、管理部門について、管理業務の本所への一元化を
進め、十勝農場の管理課を廃止する一方、業務の品質マネジメントシ
ステム体制を強化するため、本所に品質管理監を新設した。また、業
務部門について、種苗生産部門の要員の合理化に努めるとともに、知
覧・金谷農場の西日本農場への再編・統合の終了に伴い、西日本農場
の管理監を廃止した。一方、栽培試験、病害検定、東アジア植物品種
保護フォーラムの研修等の業務の拡大に対するため、西日本農場に調

査役１人を新設、品種特性審査役１人を増員するとともに、本所業務
調整部にきのこ検定チームを新設した。
・22年度においては、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、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。また、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た。

◇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 Ａ AAAAA
びアウトソーシング

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】



- 16 -

・18年度に「技術専門職員の将来方向について」及び「技術専門職員の
将来方向に関する実行計画について」を策定し、毎年度同計画におけ
る技術専門職員の職務の高度化計画に基づき、従来一般職員が担当し
ていた栽培試験や病害検定等の専門技術を要する業務についてＯＪＴ
を行う一方、技術専門職員の業務の一部を非常勤オペレータや派遣職
員の活用によりアウトソーシングした。

温室効果ガスの排出の抑制等実施計画を策定し、同計画に基・20年度に
づき、施設・機械等の効率的な利用等により温室効果ガス排出量の削
減に努めた（22年度において18年度比88％ 。）

【中期目標】
（２）久留米分室は、平成19年３月 ◇久留米分室の廃止 Ａ A----
までに廃止する。また、金谷農場及 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
び知覧農場は、業務の西日本農場へ Ａ：順調に進んでいる
の移管状況を踏まえ、集約化を図る Ｂ：概ね順調に進んでいる
方向で再編・統合する。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
【中期計画】 った
（２）久留米分室の廃止並びに金谷 【事業報告】

、農場及び知覧農場の再編・統合 ・久留米分室について､18年４月に西日本農場への業務の移管を終了し
ア 久留米分室（福岡県久留米市、 19年３月に用地の主である独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
2,570㎡）は、平成18年度中に廃止 機構九州沖縄農業研究センターに返還した。
する。
イ 金谷農場（静岡県島田市、26,1 ◇金谷農場及び知覧農場の西日本農場への再編・統合 Ａ AAAAA
00㎡）及び知覧農場（鹿児島県知覧 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
町 40,100㎡ は 業務の移管状況 Ａ：順調に進んでいる、 ） 、 、
用地売却の進捗等を踏まえ、西日本 Ｂ：概ね順調に進んでいる
農場に再編・統合する。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：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
ため、売却収入等により業務に必要 った
な施設、機械等を整備する。 【事業報告】

・18年度に、組織検討委員会の下に金谷農場・知覧農場移転検討部会を
設置し、具体的スケジュール等について検討を行った。知覧農場につ
いては、不動産鑑定及び施設の撤去・移築経費を積算し機能移転の収
支計画を立てるとともに、公用公共用としての取得要望の公募準備を
進めた。

・19年度においては、知覧農場の敷地について、公用・公共用利用を目
的とした取得要望を調査し、要望のあった知覧町（現南九州市）と売
買契約を締結した（20年４月１日に敷地の引渡しを完了 。）
また、業務移管先の西日本農場等における効果的な施設配置や設備の
機能を検討し、施設の整備に着手した。なお、知覧農場の施設のうち
取得後10年未満の温室５棟については移築により有効利用を図った。

・20年度においては、知覧農場を廃止し西日本農場に再編統合（４月）
するとともに、売却収入等により栽培温室等を整備した。
また、金谷農場の円滑な再編・統合に向け、組織体制検討委員会金谷
農場・知覧農場移転検討部会において具体的スケジュールを作成し、
これに従い不動産鑑定及び施設の撤去・移築経費を積算し機能移転の
収支計画を立てるとともに、公用・公共用利用を目的とした敷地取得
要望を調査し、要望のあった島田市と売却に係る協議を進めた。

、 （ ）・21年度においては 金谷農場を廃止し西日本農場に再編・統合 ４月
するとともに、金谷農場本場跡地を公用・公共用利用の取得要望のあ
った島田市に売却（８月）し、売却収入等により栽培温室、雨よけハ
ウス及び温室設備を整備した。

・22年度においては、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、育苗温室等を整備するとともに、本館耐震化工事
を実施した。

【中期目標】
（３）手続の公正性を確保しつつ、 ◇会計処理システムの高度化 － BBA--
会計事務の合理化、機械・施設の調 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
達、整備等の効率化等により、事務 Ａ：順調に進んでいる
運営の合理化を図る。また、契約に Ｂ：概ね順調に進んでいる
ついては、真にやむを得ないものを Ｃ：不十分又は問題あり
除き原則として一般競争入札等によ 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
るものとし、業務運営の適正化を進 った
める。 【事業報告】

・18年度に会計システムのバージョンアップを行い、予算執行状況の把
【中期計画】 握が簡易にできるようにした。また、会計処理システムの一方の柱を
（３）事務運営の合理化 なす資産管理システムを本格的に稼働するための準備を行い、20年度

会計処理システムの高度化、給与 から運用を開始した。
事務等の定型的業務の外注化の検 ・19年度から、整理合理化計画に基づく23年度の３法人統合に向けて、
討、一括契約が可能な物品の本所又 各法人が使用している会計処理システムを調査し、共通点及び相違す
はブロック単位での一括調達、施設 る事項について比較分析を行い、新システムの仕様等について検討を
整備における自主施工等を進めるこ 進めたが、21年度に整理合理化計画が凍結されたことから関連する作
とにより 事務運営の合理化を図る 業を中断した。、 。
また、契約については、真にやむを
得ないものを除き原則として一般競 ◇定型的業務の外注化の検討 － BA---
争入札等（競争入札及び企画競争・ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
公募をいい、競争性のない随意契約 Ａ：順調に進んでいる
を除く。以下同じ ）によることと Ｂ：概ね順調に進んでいる。
し、センターが作成した随意契約見 Ｃ：不十分又は問題あり
直し計画に基づき早期に一般競争入 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
札等に移行する。さらに、情報化総 った
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括責任者（ＣＩＯ）の下、業務・シ 【事業報告】
ステムに係る監査、 適化計画の策 ・18年度に給与事務の外注化について、個人情報の扱いに留意しつつ、
定、適正な情報システムの調達等を 外注できる範囲及び項目について検討を行ったところ、センター単独
進める。 ではコスト面で問題があり、引き続き検討することとした。

・19年度からは、23年度の３法人統合に向けた新会計処理システムの検
討の中で、給与事務等の外注化についても検討することとしたが、21
年度に整理合理化計画が凍結されたことから関連する作業を中断し
た。

◇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 Ａ AAAAA
備における自主施工等の推進

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】
・本所での一括調達について、18年度に事務用消耗品の一括購買システ
ムの導入について具体的な品目及び納期等の検討を行い、19年度から
事務用消耗品全てについて一括契約を行った。
（表３－４参照）

・ブロック単位での一括調達について、18年度から北海道ブロック及び
八岳・嬬恋ブロックで農薬、肥料等の一括契約を行った。また、19年
度から農業用資材等について全国分を本所で取りまとめ、使用時期及
び納入場所により計画的な契約を実施することにより効率化を図っ
た。

・施設整備費補助金による全ての工事について自主施工とし、施設の構
造及び配置等について専門家の意見を取り入れて、より効率的な施設
を設置した。工事と物品類について分けることができるものについて
は、分割することにより経費の節減を図るとともに、効率的使用を念
頭に置き、計画通り年度内に完成させた。
（表１－７－１参照）

◇物品の調達等における手続きの公正性の確保 Ａ -AAAA
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】
・センターにおいては、設立時から国と同様の一般競争の基準(物品160
万円超、工事250万円超等）を適用している。

・独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針（19年８月閣議決
定）に基づき、19年12月に随意契約見直し計画を策定・公表し、契約
については真にやむを得ないものを除き原則として一般競争入札等に
よることとした。

・ 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）に基づき 、21年度に監事と外部有識者をもって構成する契約監、
視委員会を設置し、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行
うとともに、一般競争入札等についても真に競争性が確保されている

、 、 、 。 、か 点検 見直しを行い その結果を農林水産大臣へ報告した また
契約事務取扱規程を一部改正し、複数年契約及び再委託に関する手続
きを明確にし、１件、２百万円の再委託を同規程に基づき承認した。
さらに、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、契約監視委員会において
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。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１－７－２参照）

・19年度に種苗管理センター契約事務取扱規程を改正し、20年１月から
競争入札及び随意契約に関する情報をホームページに公表した。

・20年度に適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向
上に資するとともに、請負業者の適切な選定を図るため新たな契約方

、 、式として総合評価落札方式技術評定実施要領を制定し 同方式により
20年度２件、21年度５件、22年度１件の工事契約を行った。

・整理合理化計画に即し、19年度から保有資産について全農場に対し保
有の必要性について調査を毎年度実施し、ばれいしょ原原種生産配布
業務廃止等により不要となった資産の除却を行うとともに、利用度が
低下した資産について減損処理を実施した

・21年度に無駄削減プロジェクトチームを設置し 「一者応札・一者応、
募に係る改善方策」を策定（８月）し入札公告期間等の十分な確保等
に取り組むとともに、22年度においては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 Ａ AAAAA
の調達等

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
Ａ：順調に進んでいる
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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、18年度に「種苗管理センター情報
システム 適化実施計画」を策定し、情報システム、ネットワークの
点検及び改善等の情報システムの 適化について取組を進めた。19年
度においては、ＶＰＮ(Virtual Private Network)等の技術を利用し
た種苗管理センターＷＡＮの構築を行った。

・22年度においては、同計画に基づき、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。

・また、21年度から同計画に基づき、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を図った。

・20年度から業務監査をより強化するため、監査役を廃止し監査室を設
置するとともに、監査専門役（併任）を新設し、内部監査計画に基づ
いて内部監査を計画的に実施した。

【中期目標】
（４）業務運営の効率化による経費 ◇一般管理費及び業務経費の縮減 Ａ AAAAA
の削減については、運営費交付金の 指標＝各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
うち一般管理費（人件費を除く ） 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。
を、毎年度、少なくとも対前年度比 が認められた
で３％縮減するとともに、業務経費 Ａ：一般管理費３％、業務経費１％以上
を、毎年度、少なくとも対前年比で Ｂ：一般管理費2.1％以上３％未満、業務経費0.7％以上１％未満
１％縮減する。 Ｃ：一般管理費2.1％未満、業務経費0.7％未満

人件費 退職金及び福利厚生費 法 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（ （
定福利費及び法定外福利費）並びに は法人の不適切な運営にあった
人事院勧告を踏まえた給与改定部分 【事業報告】
を除く ）については 「行政改革の ・人件費を除く運営費交付金で行う業務に要した経費のうち、一般管理。 、
重要方針 （平成17年12月24日閣議 費については、契約について競争入札を原則として競争性を高めると」
決定）を踏まえ、今後５年間におい ともに、本所で対応可能な契約は全て本所で実施するなどの取組を進

、 （ ） 。て、国家公務員に準じた５％以上の め 22年度は基準年度 17年度 からの平均では年6.7％減となった
削減の取組を行う。また、給与構造 また、業務経費については、農業用資材の一括調達や資材費全般の節
改革を踏まえた給与体系の見直しを 減等に取り組み、22年度は基準年度からの平均では年1.1％減となっ
進める。 た。

（表１－７－３参照）
【中期計画】
（４）効率化による経費の削減
ア 運営費交付金で行う業務におけ ◇人件費の削減 Ａ AAAAA
る一般管理費 人件費を除く を 指標＝各年度における人件費の平成17年度予算額比の節減率（ 。） 、
毎年度、少なくとも対前年度比で３ Ｓ：１％以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
％縮減するとともに、業務経費を、 Ａ：１％以上
毎年度、少なくとも対前年度比で１ Ｂ：0.7％以上１％未満
％縮減する。 Ｃ：0.7％未満
イ 人件費（退職金及び福利厚生費 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
（法定福利費及び法定外福利費）並 【事業報告】
びに人事院勧告を踏まえた給与改定 ・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
部分を除く ）については 「行政改 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。 、
革の重要方針 （平成17年12月24日 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」
閣議決定）を踏まえ、今後５年間に 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
おいて、５％以上の削減を行う。 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
ウ 国家公務員の給与構造改革を踏 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％
まえて、役職員の給与について必要 減)、決算額比では基準年度比8.5％(同5.3％)を削減した。
な見直しを進める。 （表１－７－４参照）

◇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 AAAAA
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を
行うとともに、人事院勧告に準拠した改定を実施した。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)は各年度とも
100未満であった。
（表１－７－５参照）

【中期目標】
(５) コンプライアンス委員会の設 ◇内部統制機能の強化 Ａ //AAA
置等、内部統制機能を強化すること 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、適正な業務運営体制の整備 Ａ：順調に進んでいる
を図る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
（５）内部統制機能の強化 った

コンプライアンス委員会を設置 【事業報告】
し、内部統制機能を強化する。 ・整理合理化計画に即し、20年度にコンプライアンス推進規程等を整備
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し、コンプライアンス委員会を設置した。同委員会において、毒・劇
物の使用管理の適正化を図るとともに、会議や出張の機会をとらえて
コンプライアンスに関する職員の意識高揚を図った。21年度において
は、同委員会においてコンプライアンス基本方針の策定について検討
し、コンプライアンス推進規程の改正をもって基本方針に代えた。ま
た、コンプライアンス体制整備の一環として、行動規範を策定するた
め全職員にアンケート調査を実施し、調査結果を踏まえ、同委員会の

、 。 、審議を経て行動規範を策定 全役職員に周知した 22年度においては
行動規範について、会議・研修等の機会をとらえて、遵守を徹底する
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１－７－６参照）
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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 18～22

【中期目標】
第３ 国民に対して提供するサービ ○栽培試験業務の質の向上 Ａ AAAAA
スその他の業務の質の向上に関する 指標＝各小項目の評価点数の合計
事項
第３－１ 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
【中期計画】 Ｂ：０～12点
第２ 国民に対して提供するサービ Ｃ：０点未満
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 小項目数：19（うち対象外１）

評価Ｓの小項目数：４×２＝８点
第２－１ 評価Ａの小項目数：13×１＝13点
農林水産植物の品種登録に係る栽培 評価Ｂの小項目数：１×０＝０点
試験等 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： 21点

【中期目標】
（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 AAAAA
る栽培試験 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
ア 栽培試験を実施する農林水産植 Ａ：順調に進んでいる
物の種類については、原則として、 Ｂ：概ね順調に進んでいる
全出願品種について栽培試験を行う Ｃ：不十分又は問題あり
こととし、その実施に当たっては、 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
計画的かつ的確に行う。 た

【事業報告】
【中期計画】 ・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
（１）農林水産植物の品種登録に係 品種について対照品種の選定、実施方法の検討を行い、栽培試験実施
る栽培試験 計画を作成し的確に栽培試験を実施した。
ア 栽培試験を実施する農林水産植 （表２－１－１参照）
物の種類については、原則として、
全出願品種について栽培試験を行う
こととし、実施に当たっては、農林
水産省との緊密な連絡調整を図りつ
つ、計画的かつ的確に実施する。

【中期目標】
イ 出願動向を踏まえ、栽培試験実 ◇栽培試験の実施点数の拡大 Ｂ ABABB
施体制の強化を図る（中期目標期間 指標＝中期目標 終年度における栽培試験の実施点数
中に実施点数1,000点／年度）とと Ｓ：実施点数が当該年度計画の目標値の100％以上であり、かつ、特に
もに、栽培試験の結果については、 優れた成果が認められた
栽培試験終了後平均して３か月以内 Ａ：目標値の100％（1,000点）以上
に農林水産省に報告することによ Ｂ：目標値の90％（900点）以上100％（1,000点）未満
り、品種登録の迅速化を図る。 Ｃ：目標値の90％（900点）未満

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
【中期計画】 あった
イ 栽培試験に必要な人員の配置、 【事業報告】
施設整備等を進め、中期目標期間中 ・出願動向を踏まえ、栽培試験実施計画に基づき、中期目標 終年度に

。 、に栽培試験の実施点数を1,000点以 おいて731点(目標値の73.1％)について栽培試験を実施した この他
、 。上／年度に拡大するとともに、効率 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実施した

的な栽培試験業務の運営体制の構 （表２－１－２参照）
築、電子化された栽培試験情報の活
用・共有等により、栽培試験終了後 【その他特記事項】
平均して３か月以内に農林水産省に ・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
栽培試験の結果を報告する。 点数を評価することとしているが、中期目標 終年度における実施点

数が中期目標を下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17年度の50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
（表２－１－３参照）

・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

◇栽培試験結果の報告期間の短縮 Ａ CBAAA
指標＝中期目標 終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



- 21 -

Ｃ：４ヶ月を超える
Ｄ：４ヶ月を超え、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・栽培試験結果報告の迅速化のため、進行管理の徹底、実施農場におけ
る確実な報告書の検定の実施、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作成等を進め
中期目標期間 終年度において栽培試験終了後から栽培試験結果報告
書提出までの平均期間を17年度5.7ヶ月から22年度3.0ヶ月に短縮し
た｡
（表２－１－４参照）

【中期目標】
ウ 栽培試験対象植物の種類を拡大 ◇栽培試験対象植物の種類の拡大 Ｓ SSSSS
（中期目標の期間中に10種類程度） 指標＝中期目標期間中における拡大種類数
するとともに、植物の種類別の栽培 Ｓ：９種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
・特性調査マニュアル（２種類／年 Ａ：９種類以上
度）及び必要に応じた特殊検定マニ Ｂ：８種類以上
ュアルの作成により栽培試験実施能 Ｃ：７種類以下
力の向上を図る。 Ｄ：７種類以下であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった

【事業報告】
【中期計画】 ・センターにおいて栽培試験を実施したことがない種類について、必要
ウ センターにおいて栽培試験を実 性の高い種類から栽培方法等について検討を行い、中期目標期間中に
施したことがない種類について、必 65種類の栽培試験対象植物の拡大を図った。
要性の高い種類から栽培方法等につ （表２－１－５参照）
いて検討を行い、中期目標期間中に
10種類程度の栽培試験対象植物の拡 【その他特記事項】
大を図る。 ・実施点数の拡大を目指し、専門家を含むプロジェクトチームの設置や

また、センターで栽培試験を実施 農林水産省との連携による出願情報の早期収集により栽培試験方法の
する種類で品種数の多いものから毎 検討等を精力的に進めた結果、中期目標期間中に対象植物を65種類拡
年度２種類程度の栽培・特性調査マ 大し、目標の10種類程度を大きく上回る達成状況となったためＳ評価
ニュアルを作成するとともに、病害 とした。
抵抗性、機能性成分等の新たな項目
について、必要に応じて検定手法を ◇植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等 Ａ SBAAA
確立し、特殊検定マニュアルを作成 指標＝各年度に作成したマニュアル数
する。 Ｓ：２種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた

Ａ：２種類以上
Ｂ：１種類
Ｃ：対象植物の種類の作成なし
Ｄ：対象植物の拡大がなく、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ

った
【事業報告】
・センターで栽培試験を実施する種類で品種数の多いものから15種類
（ ） 。 、毎年度平均３種類 の栽培・特性調査マニュアルを作成した また
病害抵抗性、機能性成分等の新たな項目について、そばのルチン含量
に関する特殊検定マニュアルを作成した。
（表２－１－６参照）

【中期目標】
エ 遺伝資源業務との連携を図りつ ◇対照品種等の保存点数の拡大 Ｓ SAASS
つ、品種保存農場における植物の種 指標＝各年度に新たに収集・保存した点数
類の専門化及び栄養体種苗の保存・ Ｓ：270種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
増殖技術の向上により、栽培試験の Ａ：270種類以上
実施のために保存する対照品種の充 Ｂ：240種類以上270種類未満
実（300品種拡大／年度）を図る。 Ｃ：240種類未満

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
【中期計画】 た
エ 近年、品種の変遷等により入手 【事業報告】
困難となっている対照品種につい ・近年、品種の変遷等により入手困難となっている対照品種について、
て、300品種程度／年度を新たに収 栽培試験を実施した品種を中心に中期目標期間中に3,384品種(毎年度
集・保存するとともに、すでに収集 平均677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
・保存している品種について、育種 特性等を考慮して整理を行い、中期目標 終年度においては累計
の方向や出願品種の動向等を踏まえ 5,322品種(17年度：3,972品種)を保存した。
つつ整理を行い、対照品種として迅 （表２－１－７参照）
速に供試できる保存体制を整備す また、保存にあたっては、栽培試験対象植物の集約化計画に連動させ
る。その際、栽培による保存が必要 るとともに、遺伝資源保存業務と連携して行った。
な栄養繁殖性植物の保存について さらに、効率的な保存のための器内保存技術を導入するため、(独)農

、 。は、当該植物の栽培試験実施状況等 業生物資源研究所に栽培試験担当者を派遣し 研修(８ヶ月間)させた
を考慮して保存農場の専門化を図
り、遺伝資源保存業務と一体的に実 【その他特記事項】
施する。 ・毎年度平均677品種を新たに収集し、目標の300品種程度／年度を２倍

以上上回ったことからＳ評価とした。

【中期目標】
オ 新規植物の種類別審査基準案の ◇新規植物の種類別審査基準案の作成 Ａ AASAA
作成件数の拡大（15種類／年度）を 指標＝各年度における種類別審査基準案の作成件数
図るとともに 作成期間の短縮化 平 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、 （
均作成期間1.5年／種類）を図る。 Ａ：年間13種類以上

Ｂ：年間12種類
【中期計画】 Ｃ：年間12種類未満
オ 農林水産省における新規植物の 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
審査に資するため、センターにおい った
て作成する種類別審査基準案につい 【事業報告】
ては、類似する種類の審査基準案を ・類似する審査基準案を並行して作成すること等により、中期目標期間
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並行的に作成すること等により効率 中に新たに78種類（毎年度平均16種類）の新規植物の種類別審査基準
、 、的に実施し、15種類程度／年度を作 案の作成に着手し 73種類(毎年度平均15種類)の審査基準案を作成し

成するとともに、ＵＰＯＶ（植物新 農林水産省に報告した。
品種保護国際同盟 、農林水産省、 （表２－１－８参照））
学識経験者等との連携を図り、１種
類当たりの作成期間を平均1.5年以 ◇新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮 Ｓ SSASS
内とする。 指標＝中期目標 終年度における１種類当たりの審査基準案の平均作成

期間
Ｓ：1.5年以内であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：1.5年以内
Ｂ：1.5年を越え２年以内
Ｃ：２年を越える
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
【事業報告】
・ＵＰＯＶ（植物新品種保護国際同盟）の審査基準を参考にするととも
に、農林水産省及び学識経験者からなる検討委員会において種類別審
査基準案の検討を行い、中期目標 終年度において１種類当たりの平
均作成期間を平均８ヶ月とした。
（表２－１－８参照）

【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。

【中期目標】
カ 栽培試験結果のＵＰＯＶ（植物 ◇植物の種類別の栽培試験実施方法の国際的な基準案の作成 Ａ AA---
新品種保護国際同盟）同盟国間での 指標＝中期目標期間中における国際的な基準の着手点数
相互使用を可能とするため、中期目 Ｓ：９種類以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
標の期間中に10種類程度について栽 Ａ：９種類以上
培試験の実施方法を国際的な基準に Ｂ：８種類以上
則したものとする。 Ｃ：７種類以下

Ｄ：７種類以下であり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあった
【中期計画】 （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、中期目標期間中に６種類（ばら、カリ
要請に応じ栽培方法、調査形質等に ブラコア、ペチュニア、バーベナ、カーネーション、カランコエ）の
係る技術的事項の検討に参画し、中 植物について欧州品種庁（ＣＰＶＯ）と相互に使用が可能な基準案の
期目標期間中に10種類程度について 作成に取り組み、その結果を農林水産省に報告した。また、22年度に
栽培試験実施方法の国際的な基準の おいては ＣＰＶＯとの審査協力を進めるためのきくの現地検討会 開、 （
作成に取り組む。 催場所：西日本農場）において、栽培方法、調査形質、標準品種の選

定等に係る技術的事項の検討に参画した。
・その他、農林水産省の補助事業「知的集約型産業創造対策事業」を実
施した社団法人農林水産技術情報協会からの委託を受け、18年度に
132種類、19年度に160種類、合計292種類の審査基準について国際的
な調和を図るための見直しを行った。

【その他特記事項】
・本評価項目は農林水産省からの要請に応じて、国際的な審査基準案を
作成するものであり、中期目標期間中に６種類について要請され、そ
の全てについて基準案を作成し農林水産省に報告していること及び農
林水産省の補助事業「知的集約型産業創造対策事業」において292種
類の審査基準案について国際的な調和を図るため見直しを行ったこと
からＡ評価とした。

【中期目標】
キ 出願者から送付された出願品種 ◇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 AAAAA
の種子及び種菌の確実な保存を図 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 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
種子及び種菌について、種菌の保存 った
方法も検討しつつ、適切な保管管理 【事業報告】
を実施する。 ・出願時に申請者から提出される種子及び種菌について、種子988品種

種菌110品種を新たに受け入れ、累計195種類4,360品種について適切
な保管管理を実施した。
（表２－１－９参照）
また、15年度から試験的に種菌の凍結保存について検討を開始し、
249品種を凍結保存した。

【中期目標】
ク 先進的な技術・知識等の導入に ◇栽培試験担当者の業務運営能力の向上 Ａ BBAAA
努めるとともに、栽培試験担当者の Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
業務運営能力の向上を図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
ク 栽培試験担当者による試験実施 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
上の問題点等の早期解決のための検 った
討を行うとともに、ＯＪＴ（オンザ 【事業報告】
ジョブトレーニング 、専門技術研 ・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）
修の実施、栽培地の調査、専門家等 の確実な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
からの意見の聴取等を行う。 上の問題点等につ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の継続が不可能となったものは中期目標期
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間中において157品種であった。
（表２－１－10参照）

・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ＯＪＴを実施した。

・研修計画に基づき、初級専門技術研修、審査基準作成専門技術研修、
中級者専門技術研修等を実施し、各研修の成果検証として、プレゼン
テーション、レポートの提出及び総合討論等による到達度把握を行っ
た。
（表２－１－11参照）

・栽培試験実施場所において審査官を交えて現地検討を行い、栽培試験
担当者との評価の目合わせを行うとともに、区別性、均一性の判断の
難しい案件等について指導を受けた。

・栽培試験に係る技術情報収集のための栽培地の調査を中期目標期間中
に延べ94件、専門家への意見聴取を延べ83件実施した。
（表２－１－12参照）

・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、20年度から栽培試験実施責任者の要件を定め、
栽培試験実施責任者資格認定試験を実施した。

【中期目標】
ケ 栽培試験により得られた情報及 ◇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 AAAAA
び知見を農林水産省に提供する。 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：十分行われている
【中期計画】 Ｂ：概ね行われている
ケ 品種登録審査業務の適切な実 Ｃ：不十分又は問題あり
施、改善等に資するよう、栽培試験 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
及び栽培試験に関する業務を実施す た
る中で知り得た情報及び知見につい 【事業報告】
て 農林水産省に積極的に提供する ・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。、 。

・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
等について事案発生ごとに逐次農林水産省へ報告し、指示等に従い対
処するとともに、年間の取りまとめ表を作成し提出した。

【中期目標】
（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 AAAAA
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 育成者権の侵害及び活用に関す Ａ：順調に進んでいる
る情報の収集及び分析を行い、育成 Ｂ：概ね順調に進んでいる
者権者、公的機関その他育成者権の Ｃ：不十分又は問題あり
関係者（以下「育成者権者等」とい 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
う ）に対して分析結果の提供を行 た。
う。 【事業報告】

・国内外における育成者権の侵害及び活用に関する情報の収集、整理及
、 、【中期計画】 び分析を行い 各年度に受けた相談等を基に29項目のＱ＆Ａを作成し

（２）育成者権の侵害対策及び活用 ホームページに掲載した。
促進 （表２－１－13参照）
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延べ107ヶ所で行い、参加
及び活用に関する情報の収集、整理 者数の合計は5,197名であった。
及び分析を行い、ホームページ等を （表２－１－14参照）
活用して育成者権者、公的機関その ・19年度から21年度にかけて農林水産省の委託事業「知的財産権の啓発
他育成者権の関係者（以下「育成者 普及体制整備委託事業（21年度は補助事業「農林水産分野知的財産人
権者等」という ）に提供する。 材育成事業 」において、社団法人全国農業改良普及支援協会からの。 」）

委託を受けて毎年全国4カ所で普及指導員を対象とした専門研修を開
催し、普及指導員等、計293名が参加した。研修会開催後、全国18ヶ
所でフォローアップ研修を実施し、計776名が参加した。
（表２－１－15参照）

・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。

【中期目標】
イ 育成者権者等から育成者権の侵 ◇品種保護対策役の増員 Ａ AAAAA
害及び活用に関する相談を受けて、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
対抗措置及び活用方法に関する助言 Ａ：順調に進んでいる
を行うとともに、きめ細かい対応と Ｂ：概ね順調に進んでいる
機動的な支援を行うため、品種保護 Ｃ：不十分又は問題あり
対策役を増員する。 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
【中期計画】 【事業報告】
イ 育成者権者等からの育成者権の ・育成者権者等からの育成者権の侵害及び活用に関する相談、計411件
侵害及び活用に関する相談に対し に対して、対抗措置及び活用方法に関する助言等を行った。
て、対抗措置及び活用方法に関する （表２－１－16参照）
助言等を行うとともに、よりきめ細 ・よりきめ細かな対応と機動的な支援を行うため、効率的な運営体制の
かな対応と機動的な支援を行うた 整備に留意しつつ、品種保護Ｇメンを17年度４名から22年度には20名
め、効率的な運営体制の整備に留意 に計画的に増員した。
しつつ 品種保護対策役を増員する ・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、19年度に品種保護Ｇメン資格要件規程を定め、20年度から新たに
任命した者に対して同規程に基づき研修及び資格試験を実施した。ま
た、21年度からは全員に対して育成者権者等からの相談への回答演習
をｅメールを活用し毎年度６回程度実施するとともに、熟練度試験に
より到達度を確認した。
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【中期目標】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 ◇品種類似性試験の迅速な実施 Ａ CBAS-
（ア）育成者権者等からの依頼に基 指標＝各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
づき、育成者権を侵害した種苗等を 日以内に施行）した件数の全件数に対する割合
判定するための品種の類似性に関す Ｓ：90％以上であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
る試験を実施するとともに、当該試 Ａ：90％以上
験の対象となる農林水産植物及びそ Ｂ：80％以上90％未満
の加工品の種類を拡大する。 Ｃ：80％未満

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
【中期計画】 【事業報告】
ウ 育成者権の侵害事実の判定 ・品種類似性試験について計119件の依頼があった。取り下げを除き試
（ア）育成者権者等からの依頼に基 験を実施した107件及び17年度に依頼があり18年度に試験を終了した

。 、づき、育成者権を侵害した種苗等を ２件の計109件のうち99件は期日内に結果を依頼者に報告した なお
判定するための品種の類似性に関す 期日を超えたもののうち１件は依頼者の手数料振り込みが遅れたこと
る試験を迅速に実施するとともに、 によるものであり、これを除くと、報告書の期日内施行の割合は91.7
当該試験の対象となる農林水産植物 ％であった。
及びその加工品の種類を拡大する。 （表２－１－17参照）

・なお、21年度に、日本で育成されたいぐさ品種（ひのみどり）が中国
で無断増殖され日本へ輸入される懸念があるとの農林水産省の注意喚
起を受けて、短期間に多数のＤＮＡ分析の依頼が集中したが、業務横
断的な組織であるＤＮＡ品種識別チームにより迅速に対応した。

◇品種類似性試験の対象となる植物及びその加工品の種類の拡大 Ａ AAAA-
Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
Ａ：順調に進んでいる
Ｂ：概ね順調に進んでいる
Ｃ：不十分又は問題あり
Ｄ：不十分又は問題あり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあっ

た
【事業報告】
・ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象に「おうとう 「茶 「白いん」 」

げんまめ 「ニホンナシ 「小豆、小豆あん」の計５種類を追加した。」 」
（表２－１－18参照）

【中期目標】
（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 SAAAA
づき、育成者権の侵害の事実を証明 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた効果が得られた
・立証するための種苗、物品等を保 Ａ：順調に進んでいる
管する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
（イ）育成者権者等からの依頼に基 た
づき、依頼者とともに現地に赴き、 【事業報告】
育成者権の侵害が疑われる種苗、生 ・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
産物及び加工品の栽培、保管、販売 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
等の状況を記録することにより、侵 の状況を記録する侵害状況記録と育成者権侵害に係わる種苗、物品等
害行為の日時、数量、金額等を証明 の証拠品を保管する寄託制度を18年度に創設した。

、 。するとともに、育成者権に係わる種 ・侵害状況記録を計28件作成し 寄託を延べ48件受け証拠品を保管した
苗、物品等の証拠品を保管する寄託 （表２－１ー19及び20参照）
制度を創設し、育成者権侵害の立証
を支援する。

【中期目標】
（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 － -----
当するか否かの認定手続に係る農林 定の実施及び報告
水産大臣の意見聴取に関する省令 指標＝各年度における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）

【事業報告】
【中期計画】 ・要請はなかった。
（ウ）育成者権を侵害する物品に該
当するか否かの認定手続に係る農林
水産大臣の意見聴取に関する省令
（平成18年農林水産省令第４号）に
基づき、農林水産省から育成者権侵
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ＤＮ
Ａ鑑定を実施し、速やかに鑑定結果
を報告する。

【中期目標】
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 ◇登録品種等のＤＮＡ情報のデータベース化 Ｓ AASAA
試験を的確に実施するため、登録品 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
種等のＤＮＡ情報のデータベース化 Ａ：順調に進んでいる
を行う。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性 った
試験を的確に実施するため、実用化 【事業報告】
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レベルにあるＤＮＡ品種識別技術を ・品種類似性試験を的確に実施するため、いちご、おうとう、茶、ニホ
積極的に導入し、登録品種等のＤＮ ンナシ、小豆の５種類について、登録品種等のＤＮＡデータベースを
Ａ情報を蓄積しデータベース化を行 作成し、計203品種のＤＮＡ品種識別情報を整備した。
う。 （表２－１－21参照）

「 」・20年度から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、計2,239品種に
ついて資料保存依頼書を受け付け、計1,693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134
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
等の申し出により、凍結乾燥標本465品種及びＤＮＡ21品種を廃棄し
た。

・20年度からＤＮＡ品種識別技術を権利侵害紛争の解決に活用する上で
重要となる主要な既存品種の標本・ＤＮＡの保存についても、センタ
ー独自の取組みを開始し、計353品種の凍結乾燥標本を作製し保存し
た。
（表２－１－22参照）

【その他特記事項】
・世界に先駆けて登録品種のオリジナル性を担保する新たな仕組みの構
築に取り組んだことからＳ評価とした。
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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 18～22

【中期目標】
第３－２ ○種苗検査業務の質の向上 Ａ AAAAA
農作物（飼料作物を除く ）の種苗 指標＝各小項目の評価点数の合計。
の検査、指定種苗の集取、立入検査
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
【中期計画】
第２－２ Ａ：８点以上
農作物（飼料作物を除く ）の種苗 Ｂ：０～７点。
の検査、指定種苗の集取、立入検査 Ｃ：０点未満
等

小項目数：12
評価Ｓの小項目数：１×２＝２点
評価Ａの小項目数：11×１＝11点
評価Ｂの小項目数：０×０＝０点
評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
合計：13点

【中期目標】
（１）農作物（飼料作物を除く ） ◇検査の迅速化 Ａ AAAAA。
の種苗の検査 指標＝各年度における50日以内に検査報告を行った件数の全検査件数に
ア 検査依頼のあった日から、原則 対する割合
として50日以内に検査結果の報告を Ｓ：100％であり、かつ、特にすぐれた効果が認められた
行うことにより、検査の迅速化を図 Ａ：100％
る。 Ｂ：90％以上100％未満

Ｃ：90％未満
【中期計画】 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
（１）農作物（飼料作物を除く ） 【事業報告】。
の種苗の検査 ・ＩＳＴＡが実施する熟練度テストへの参加、検査職員の技能検定の実
ア 的確かつ迅速な検査を実施する 施等により技術能力の高位平準化を図った。
とともに、検査試料の提出が遅れた （表２－２－１参照）
もの等特別の事情があるものを除 ・19年度及び22年度にＩＳＴＡによる３年に１度の査察を受け、重要指

、 。き、検査依頼のあった日から50日以 摘事項に対しては是正処置を取り 承認検査所として再認証を受けた
内に検査結果の報告を行うものとす また、22年度の査察において、新たに遺伝子組換え種子の定性検査に
る。 ついて認証を取得した。

・証明書発行の徹底したシステム化、検査結果の決裁に係る期間の短縮
を図り、中期計画期間中の依頼検査1,271件のうち、芽生評価が不適
切であったため再検査を行い報告が遅れたもの１件（52日 、及び依）
頼者の都合（輸出先からのＬ／Ｃナンバーの通知待ち）により報告を
延期したもの１件（52日）を除き、検査依頼のあった日から50日以内
に検査結果の報告を行った。
（表２－２－２参照）

【中期目標】
イ 依頼者の意向を把握し、業務の ◇依頼業者の意向把握及びクレームへの適切な対処 Ａ AAAAA
質の向上を図るとともに、検査結果 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
についてクレームがあった場合には Ａ：順調に進んでいる
適切に処理する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
イ 講習会等を通じ、依頼業者の意 った
向を把握し、クレームがあった場合 【事業報告】
には速やかに対応するとともに、業 ・種苗検査技術講習会等を通じ、種子伝染性病害検査に係る依頼業者の
務の改善を図る。 意向等を把握し、依頼検査対象項目の拡大に活用した。

（表２－２－３参照）
・クレームがあった場合には速やかに対応するとともに、原因を分析し
要領や様式の改正、チェック体制の強化等を行い、業務の改善を図っ
た。
（表２－２－４参照）

【中期目標】
ウ 依頼検査における検査項目の拡 ◇依頼検査における検査項目の拡大 Ａ ABAAA
大を図る。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
ウ 種子流通の国際化、種苗業者に Ｃ：不十分又は問題あり
おけるリスク管理の必要性の高まり 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
等を背景として、種子伝染性病害の った
検査要請に対応するため、検査項目 【事業報告】
の拡大を図る。 ・種子伝染性病害の検査要請に対応するため、毎年度、検査対象病害の

拡大を行い、国内依頼検査項目６病害及び国際依頼検査項目６病害を
追加した。

・病害検査について中期目標期間中に合計290点の検査を行った。
（表２－２－５参照）
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【中期目標】
エ 種苗の品質証明等に係る次の検 ◇種苗の品質証明等に係る検査の着実な実施 Ａ AABAA
査を着実に実施する。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（ア）輸出用てんさい種子の品種の Ａ：順調に進んでいる
証明に係る検査 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（イ）種苗業者がＥＣナショナルカ Ｃ：不十分又は問題あり
タログへ品種登録した種子の事後検 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因が法人の不適切な運営にあ
定 った

【事業報告】
【中期計画】 ・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ＥＵ向け輸出野菜種子について記録の作成及びサン
業者の輸出用てんさい種子の品種の プルの保管状況の検査並びに事後検定を行い、検査結果を速やかに農
証明に係る種子の検査及び種苗業者 林水産省に報告した。なお、20年度において実施農場への事後検定試
がＥＣナショナルカタログへ品種登 料の送付漏れから２品種について検定が遅れ、試料の取扱い手順を定
録した種子の事後検定を実施すると め再発防止を図った。
ともに、検査終了後、検査結果を適 （表２－２－６参照）
切に報告する。 ・整理合理化計画に即し、19年度に「園芸種子需給安定措置要綱」の廃

止に基づき、種苗業者が災害対策用に保管する園芸種子の検査業務を
廃止した。

【中期目標】
オ 先進的な技術・知識等の導入に ◇種苗検査担当者の業務運営能力の向上 Ａ AAASA
努めるとともに、種苗検査担当者の Ｓ：計画を大きく上回り、かつ、特に優れた成果が得られた
業務運営能力の向上を図る。 Ａ：計画どおり順調に実施した

Ｂ：概ね計画どおり順調に実施した
【中期計画】 Ｃ：計画どおり実施されなかった
オ 種苗検査担当者による業務実施 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
上の問題点等の解決のための検討を にあった
行うとともに、専門技術研修、レフ 【事業報告】
リーテスト等の技能チェックの実 ・毎年度、種苗検査担当者会議を開催し、業務実施上の問題点等の解決
施 検査マニュアルの作成等を行う のための検討を行うとともに、研修計画に基づき専門技術研修を実施、 。

した。
・発芽検査能力向上のため、毎年度レフリーテストを実施し、成績不良
者に対して技術指導を行った。

・21年度に「指定種苗検査職員の証に関する規程」を改正し、新たに資
格認定試験制度を設け、試験合格者の中から指定種苗検査職員を指名
することとした。

・検査を適切に実施するため、10種類の検査マニュアルを作成した。
（表２－２－７参照）

【中期目標】
（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 AAAAA
ア 指定種苗の表示検査（15,000点 指標＝各年度における表示検査点数
程度／年度）及び集取（3,000点程 Ｓ：13,500点以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
度／年度）を計画的かつ的確に実施 Ａ：13,500点以上
する。 Ｂ：12,000点以上13,500点未満

Ｃ：12,000点未満
【中期計画】 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
（２）指定種苗の集取、立入検査等 あった
ア 指定種苗の表示検査（15,000点 【事業報告】
程度／年度）について、流通段階も ・毎年度、過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し、15,000点程度

。 、含めて農薬使用回数表示の検査を重 の表示検査を行った 不完全表示については書面による改善報告求め
点的に行うとともに、集取（3,000 検査結果を農林水産省に報告した。
点程度／年度）を効果的かつ的確に （表２－２－８参照）

、 。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 AAAAA
指標＝各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】
・毎年度、過去の検査結果等を踏まえ年度計画を策定し、3,000点程度
の集取を行った。表示発芽率に満たなかったものについては、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２－２－９参照）

【中期目標】
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 BAAAA
（平成14年４月１日農林水産省告示 指標＝各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
害検査、純度検査等の実施点数を増 ぐれた効果が認められた
加させる。 Ａ：目標値の90％以上

Ｂ：目標値の80％以上90％未満
【中期計画】 Ｃ：目標値の80％未満
イ 指定種苗の生産等に関する基準 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
（平成14年４月１日農林水産省告示 あった
第933号）による検査において、病 【事業報告】
害検査、純度検査等の実施点数を増 ・年度計画に沿って品種純度検査点数を17年度154点から22年度182点に
加させる。 増加させた。
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・指定種苗の生産等に関する基準を満たさないものについては、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２－２－10参照）

◇病害検査点数の拡大 Ａ AAAAA
指標＝各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
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】
・年度計画に沿って病害検査点数を17年度142点から22年度190点に増加
させた。

・指定種苗の生産等に関する基準を満たさないものについて、書面によ
る改善報告を求め、農林水産省に報告した。
（表２－２－10参照）

◇遺伝子組換え検査の点数の拡大 Ａ AAAAA
指標＝各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】
・年度計画に沿って遺伝子組換え種子の検査点数を17年度31点から22年
度36点に増加させた。検査結果を農林水産省に報告した。
（表２－２－10参照）

【中期目標】
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 Ｓ AAAAS
規制による生物の多様性の確保に関 的確な実施
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。 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
【中期計画】 【事業報告】
ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の ・22年度に消費・安全局長の指示により、未承認の遺伝子組換えパパイ
規制による生物の多様性の確保に関 ヤの種子が流通していないか知るため、パパイヤ種子29点及び苗１点
する法律（平成15年法律第97号）第 の採取並びに種子の検査を行い、結果を速やかに報告した。
32条の規定に基づき、同条第２項の ・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
農林水産大臣の指示に従い 立入り 内流通種子のうち、とうもろこし及びえだまめの国内流通種子を対象、 、
質問、検査及び収去を的確に実施す に、遺伝子組換え種子の混入についてモニタリングを行った。
るとともに、その結果を農林水産省 （表２－２－11参照）
に適切に報告する。また、遺伝子組 ・遺伝子組換え種子の検査業務の品質保証体制を整備するため、21年度
換え種子の混入について、モニタリ に品質マニュアル、関連要領及び作業方法書の作成を行い、22年度に
ングを行う。 定性検査についてＩＳＴＡの認証を取得した。

【特記事項】
・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。

【中期目標】
エ 種苗検査により得られた情報及 ◇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 AAAAA
び知見を農林水産省に提供する。 Ｓ：十分行われており、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：十分行われている
【中期計画】 Ｂ：概ね行われている
エ 種苗流通の適正化に資するよ Ｃ：不十分または問題あり
う、種苗検査業務を実施する中で知 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
り得た情報及び知見について、農林 にあった
水産省に積極的に提供する。 【事業報告】

・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 18～22

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

各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
【中期計画】 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
第２－３
ばれいしょ及びさとうきびの増殖に
必要な種苗の生産、配布等 Ａ：18点以上

Ｂ：０点～17点
Ｃ：０点未満

小項目数：27
評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
評価Ａの小項目数：27×１＝27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：27点

【中期目標】
（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 AAAAA
増殖に必要な種苗の生産及び配布 指標＝各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
し、道県の需要量に対応した原原種 た
の供給量を確保（需要量のほぼ100 Ａ：生産計画数量の90％以上
％を確保できる生産配布計画の作 Ｂ：生産計画数量の80％以上90％未満
成）する。 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、「
とうきび増産プロジェクト基本方 運営であった
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 ・春植用ばれいしょ原原種については、道県の需要量を把握し、その需
た安定生産に努める。 要量に見合った生産配布計画を作成し、需要量に即した供給量をほぼ

確保した。なお、気象災害等により申請数量を確保できなかった品種
【中期計画】 については規格外種子の活用を図ったほか、申請後の需要の増加に対
（１）ばれいしょ及びさとうきびの して備蓄原原種の中から追加配布を行った。
増殖に必要な種苗の生産及び配布 （表２－３－１参照）
ア 食料・農業・農村基本計画に即
し、道県の需要量のほぼ100％を確 ◇秋植用ばれいしょ原原種の需要量に即した供給量の確保 Ａ AAAAB
保できる生産配布計画を作成し、需 指標＝各年度における秋植用ばれいしょ原原種供給量
要に応じた供給を行う。 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

さとうきび原原種については さ た、「
とうきび増産プロジェクト基本方 Ａ：生産計画数量の90％以上
針 （平成17年12月26日さとうきび Ｂ：生産計画数量の80％以上90％未満」
増産プロジェクト会議決定）に即し Ｃ：生産計画数量の80％未満
た安定生産に努めるとともに、実需 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
者のニーズを踏まえた側枝苗を配布 運営であった
する体制の整備を進める。 【事業報告】

・秋植用ばれいしょ原原種については、県の需要量を把握し、その需要
量に見合った生産配布計画を作成し、需要量に即した供給量をほぼ確
保した。なお、22年度においては、雲仙農場における近年にない大霜
害の発生により生産計画数量に対し81.7％と大幅な減産となったが、
配布先の意向を踏まえ規格外等の活用を図り、充足率は全体で88.1％
となった。
（表２－３－１参照）

◇茶原種（挿し穂及び母樹）の要望に応じた供給 Ａ A----
指標＝各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】
・18年春植用茶原種(挿し穂)については、申請数量のとおり、12品種
40,560本の配布を行った。

・18年秋植用茶原種(挿し穂)については、べにふうき及びはるみどりに
ついて駆け込み需要があり、配布先との調整を行った。その他の15品
種については申請数量を配布することができ、充足率は91.5％となっ
た。また、県からの要望に応じ、３品種40本の母樹を配布し、19年３
月に茶原種の供給業務を廃止した。

◇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 BAAAA
指標＝各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



- 30 -

Ａ：生産計画数量の90％以上
Ｂ：生産計画数量の80％以上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】
・春植用さとうきび原原種については、県の需要量を把握し、その需要
量に見合った生産配布計画を作成し、需要量に即した供給量をほぼ確
保した。
なお、18年度においては、年度当初における鹿児島県の原種ほ設置計
画が未確定であったため、19年春植用さとうきびの目標数量を前年度
と同様として植え付けを行った。しかしながら、鹿児島県よりその後
提出された原種ほ設置計画に基づく需要量は、前年度と比較して229

、 、千本少ない440千本であったことから 減少相当分の廃棄処分を行い
需要量に見合った生産体制とした。加えて、沖縄農場において、18年
９月の台風の影響により折損、裂傷及び倒伏等の被害があったことか
ら、目標数量１,214千本に対し、968千本（79.7％）の生産となった
が、全ての品種で申請数量を充たすことができた。
また、22年度においては、23年春植用さとうきび原原種が沖縄農場に
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、全ての品種で申請数量を充たすこと
ができた。

・ さとうきび増産プロジェクト基本方針」に即し、18年度に沖縄農場「
において防風柵の設置を行い台風被害の軽減を図るとともに、側枝苗

、 、の配布について配布先と協議を行い 台風被害による不足分を中心に
18年度に19年春植用として沖縄農場産70,200本、鹿児島農場産4,500
本を、19年度に20年春植え用として沖縄農場産45,300本を配布した。
（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 ABAAA
指標＝各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】
・夏植用さとうきび原原種については、県の需要量を把握し、その需要
量に見合った生産配布計画を作成し、需要量に即した供給量をほぼ確
保した。
21年度を除き毎年度台風の影響により折損、裂傷及び倒伏等の被害が
あったが、補植や台風通過前後の適切な管理により被害を 小限にと
どめるとともに、被害の少ない鹿児島農場の増産により安定生産に努
めた。
なお、19年度においては、平成19年夏植用さとうきび原原種が台風被

、 、 （ ）害により生産計画数量1,670千本に対し 14品種 1,469千本 88.0％
の生産となり、鹿児島農場の１品種及び沖縄農場の全品種について生
産計画数量を確保できなかったことから、配布先と協議の上、配布数
量を調整した。
また、22年度においては、22年夏植用さとうきび原原種が沖縄農場に
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。
（表２－３－１参照）

【中期目標】
イ 原原種の無病性の維持・向上 ◇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 AAAAA
（病害罹病率0.1％未満）を図ると 指標＝１作期当たりの病害検定回数
ともに、原原種の品質の維持・向上 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
（ばれいしょ萌芽率90％以上、さと た
うきび発芽率80％以上）を図る。 Ａ：５回(２期作で３回)以上

Ｂ：４回(２期作で２回)
【中期計画】 Ｃ：３回(２期作で１回)以下
イ 原原種生産配布技術指針等に基 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
づき、病害虫防除対策を講じるとと 運営にあった
もに生育期間中のほ場での肉眼によ 【事業報告】
る病害検定を、ばれいしょ５回（２ ・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
期作で３回）以上及びさとうきび12 な病害虫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
回以上実施し、収穫直前の検定にお 眼による病害検定を５回（２期作で４回）以上実施した。
ける病害罹病率を0.1％未満とする （表２－３－２参照）。

、 、 、また 同指針に基づき 土壌改良
輪作年限の確保等の対策を実施し、 ◇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 AAAAA
配布する原原種について、ばれいし 指標＝１作期当たりの病害検定回数
ょ萌芽率90％以上及びさとうきび発 Ｓ：12回以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
芽率80％以上を満たすようにする。 Ａ：12回以上

Ｂ：11回
Ｃ：10回以下
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
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【事業報告】
・原原種生産配布技術指針及び病害虫発生状況調査に基づき、適時適切
な病害虫防除に努めるとともに、さとうきび生育期間中のほ場での肉
眼による病害検定を12回以上実施した。
（表２－３－２参照）

◇ばれいしょ原原種無病性の維持・向上 Ａ AAAAA
指標＝各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、各年度と
も全ての農場、品種で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、ウイルス病を確認
した場合には、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）

・特に21年度においては、Ｙモザイクウイルス(ＰＶＹ)について罹病率
が高かったことから系統の分析を依頼したところ、これまでの系統と
異なる欧州型系統(Ｅｕ－ＰＶＹ )であることが判明した。このたＮＴＮ

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

◇さとうきび原原種無病性の維持・向上 Ａ AAAAA
指標＝各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、各年度と
も全ての農場、品種で0.1％未満であった。
（表２－３－２参照）

◇ばれいしょ原原種の品質の維持・向上 Ａ AAAAA
指標＝各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各年
度とも90％以上であった。
（表２－３－２参照）

◇さとうきび原原種の品質の維持・向上 Ａ AAAAA
指標＝各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各年
度とも80％以上であった。
（表２－３－２参照）

【中期目標】
ウ 原原種の配布の申請期限から配 ◇ばれいしょ原原種の配布の迅速化 Ａ AAABB
布開始までの期間を次の期間以内と 指標＝各年度におけるばれいしょ原原種の申請期限から配布開始までの
し、原原種の配布の迅速化を図る。 期間

（ア）ばれいしょ：1.5か月 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
（イ）さとうきび：２か月 Ａ：1.5ヶ月以内

Ｂ：1.5ヶ月を超え２ヶ月以内
【中期計画】 Ｃ：２ヶ月を超える
ウ 原原種の生産見込数量の把握を 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

【事業報告】
適時に行い、収穫調製から配布数量 ・全国の種ばれいしょ採種道県協議会や各道県で行われる種苗の需給協
決定までの期間の短縮に努めるとと 議会等に参加し、需要動向の的確な把握に努めるとともに、原原種生
もに、生産見込数量を関係道県に早 産農場から定期的に報告される収穫・選別状況等を基に迅速に配布数
期に提示し、配布数量決定までに係 量の決定を行った結果、道県からの申請の遅延のあった21年度及び22

。る事務処理の迅速化を図り、配布申 年度を除き申請期限から配布開始までの期間は1.5ヶ月以内であった
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請期限から配布開始までの期間をば （表２－３－３参照）
れいしょ1.5か月及びさとうきび２
か月以内とする。

◇さとうきび原原種の配布の迅速化 Ａ BBAAA
指標＝各年度における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、県からの申請の遅延のあった18年度及び19年度を除き、配
布申請から配布開始までの期間は２ヶ月以内であった。
（表２－３－３参照）

【中期目標】
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 Ａ AAAAA
し、意向把握のためのアンケート調 務の改善
査を行い、その調査結果を分析し、 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
業務の質の向上を図るとともに、ク Ａ：順調に進んでいる
レームがあった場合には適切に処理 Ｂ：概ね順調に進んでいる
する。その際、顧客満足度を５段階 Ｃ：不十分又は問題あり
評価で数値化し、４以上を目標とす Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
る。 った

【事業報告】
【中期計画】 ・農協及び道県に対しアンケートを毎年実施し、評価点の低い項目及び
エ 原原種の配布先である道県に対 指摘事項について全てピックアップし、その対応策について検討を行
し、アンケート調査を毎年実施し、 い次年度の改善計画を作成するとともに、同計画に沿って、業務の改
アンケート成果に基づき次年度以降 善を着実に実施した。
の原原種生産配布に関する改善計画 ・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、22年度に
を作成して業務の改善を図るととも アンケートの記入様式等について見直しを行った。
に、クレームがあった場合には適切 （表２－３－４参照）
に対処することにより、アンケート
結果で顧客満足度５段階評価の4.0 ◇ばれいしょ原原種配布先の満足度の向上 Ａ AAAAB
以上を得るよう努める。 指標＝各年度におけるばれいしょ原原種配布先アンケート結果での顧客

満足度
Ｓ：4.0以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
Ａ：4.0以上
Ｂ：3.0以上4.0未満
Ｃ：3.0未満
Ｄ：3.0未満であり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあった
【事業報告】
・アンケート結果の顧客満足度は22年秋植用ばれいしょを除き全て4.0
以上を得ることができた。なお、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
にない大霜害の発生による大幅な減産と品質低下を招き、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。
（表２－３－５参照）

◇さとうきび原原種配布先の満足度の向上 Ａ AAAAB
指標＝各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】
・アンケート結果の顧客満足度は22年夏植用さとうきびを除き全て4.0
以上を得ることができた。なお、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、一部に品質不良の原原種
があったためである。
（表２－３－５参照）

◇クレームへの適切な対処 Ａ AAAAA
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ついては、本所・農
場と配布先との連絡を密にし、確認シートにより必要事項を確認しつ
つ対応するとともに、各農場に適時適切な指示を行った結果、クレー
ムの相手方の了解を得ることができた。
なお、22年度に雲仙農場産の秋植用品種の一部に発生した腐敗のクレ
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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２－３－６参照）

【中期目標】
オ 食料・農業・農村基本計画に即 ◇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 Ａ BAAAA
し、不測時においてばれいしょへの 体制の整備
転換等により食糧の増産が図られる Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
よう、種苗の緊急増殖体制の確立等 Ａ：順調に進んでいる
による支援体制を整備する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
オ 不測時における食料安全保障へ った
の対応として、ほ場の確保及び要請 【事業報告】
に応じた備蓄の実施等により、不測 ・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
の事態に対処するための支援体制の ほ場へ転換できるよう管理を行った。
整備を進める。 ・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、翌年の秋植
用種ばれいしょとしての使用可能性について栽培試験を行った結果、
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２－３－７参照）

【中期目標】
カ ばれいしょ及びさとうきびに係 ◇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 Ａ AAAAA
る試験研究を行う試験研究機関等に 用種苗の提供
対し、技術の提供及び健全無病種苗 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
の配布を行うとともに、試験研究機 Ａ：順調に進んでいる
関等と連携し、母本の早期無毒化等 Ｂ：概ね順調に進んでいる
により新品種の配布の迅速化を図 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
【中期計画】 【事業報告】
カ 試験研究機関との情報交換を密 ・ 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（
接に行うとともに、育種、栽培技術 機構九州沖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
開発等に必要な調査用種苗の提供を 性、病害検定等に係る情報交換を行った。
行う また 試験研究機関と連携し また、試験研究機関等からの申請に対し調査用種苗としてばれいしょ。 、 、
有望系統等の段階から母本の無病 及びさとうきびを提供した。
化、増殖特性の確認等を行うととも （表２－３－８参照）
に、必要に応じて急速増殖を行うこ
とにより、新品種の早期普及に資す ◇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 Ａ AAAAA
る。 及

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
さとうきび有望育成系統等を受け入れ、母本の無病化をばれいしょ84
系統、さとうきび64系統、増殖特性の確認をばれいしょ76系統、さと
うきび83系統について行った。
（表２－３－９参照）

【中期目標】
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 Ａ BCBAA
種いもの生産及び配布方法を検討す 原原種の配布方法の実用化
るとともに、効率的なばれいしょ原 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
原種の配布方法を検討し、実用化を Ａ：順調に進んでいる
推進する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
キ 実需者のニーズに対応し、小粒 った
種いもの安定的な生産方法を確立す 【事業報告】
るとともに、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
効率的かつ省力的なばれいしょ原原 って実需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
種の配布方法の実用化を図る。 る規格分けによりコナフブキの小粒(40ｇ～60ｇ)を配布した(21年度

250袋、22年度120袋)。
・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、貯蔵種いもの加温処理、強制芽欠き処理、浴光催芽処理、ジベレ
リン処理等の予措技術の効果について調査を行った。この結果、強制
芽欠き処理及びジベレリン処理で小粒種いもの割合が増加し、作業性
の面からジベレリン処理の有効性が明らかとなった。

・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、大型コ
ンテナ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。

【中期目標】
ク 先進的な技術・知識等の導入に ◇原原種生産担当者の業務運営能力の向上 Ａ AAAAA
努めるとともに、原原種の生産担当 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
者の業務運営能力の向上を図る。 Ａ：順調に進んでいる
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Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
ク 原原種生産担当者による業務実 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
施上の問題点の早期解決のための検 った
討を行うとともに、専門技術研修等 【事業報告】
の実施により、原原種生産担当者の ・種苗生産部長等会議、ミニチューバー生産現地検討会等を開催し、生
業務運営能力の向上を図る。 産コストの低減方策、品質マニュアルの作成、変異確認システムの導

入等について検討を行った。
・研修計画に基づき、種苗生産専門技術研修等を実施し、22年度におい
ては、研修の成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。

・20年度に重要病害虫に対する危機管理体制を強化するため、ジャガイ
モシストセンチュウ危機管理マニュアルを作成した。21年度からは同
マニュアルに基づき毎年度模擬訓練を行うとともに、その評価結果を
踏まえマニュアルを改正した。

【中期目標】
ケ 原原種の生産及び配布により得 ◇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 Ａ AAAAA
られた情報及び知見を農林水産省に 提供
提供する。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
ケ ばれいしょ及びさとうきびの生 Ｃ：不十分又は問題あり
産の振興及び適正な流通に資するた 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
め、原原種生産配布業務を実施する った
中で知り得た情報及び知見につい 【事業報告】
て 農林水産省に積極的に提供する ・原原種配布終了後、作期ごとに各農場からの配布実績報告書を取りま、 。

とめ、農林水産省に定期的に報告を行うとともに、原原種の生産及び
配布により得られた情報及び知見を農林水産省に随時提供した。

【中期目標】
◇災害対策用そば種子の生産及び予備貯蔵 Ａ AAAAA

（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 指標＝各年度におけるそばの予備貯蔵量
産 Ｓ：25トン以上であり、かつ、特に優れた成果が認められた
ア 災害対策用種子として、作付面 Ａ：25トン以上
積の多い品種を主体に、そば及び大 Ｂ：22トン以上25トン未満
豆の生産及び予備貯蔵（予備貯蔵量 Ｃ：22トン以下

そば：28トン／年度、大豆：５ト 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
ン／年度）を行う。 【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そばを生産し、毎年度
【中期計画】 28トン以上の予備貯蔵を行った。
（２）輪作ほ場等を活用した種苗生 （表２－３－10参照）
産
ア 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等 ◇災害対策大豆用種子の生産及び予備貯蔵 Ａ AAAAA
を活用して、災害時の代作用種子と 指標＝各年度における大豆の予備貯蔵量
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、19年度
（4.8トン）を除き毎年度５トン以上の予備貯蔵を行った。
（表２－３－10参照）

◇災害対策用種子の都道府県への配布 Ａ AA-AA
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】
・道県からの申請に基づき、災害対策用大豆種子及びそば種子を配布し
た。
（表２－３－10参照）

【中期目標】
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 AA--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、 。

Ｂ：概ね的確に対応した
【中期計画】 Ｃ：問題あり
イ 公的機関等からの要請に応じ 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
て、早期普及が必要な畑作物等の調 （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 ）。
査研究用種苗等を生産し 配布する 【事業報告】、 。

・ 財）いも類振興会及び(独)農業・食品産業技術総合研究機構九州沖（
縄研究センターからの要請に応じ、かんしょ、そばの生産及び配布を
行った。
（表２－３－11参照）
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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 18～22

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

調査及び研究に係る目標の作成に 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
当たって、次のように定義した用語 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
を主に使用して段階的な達成目標を
示している。 Ａ：６点以上

また、調査及び研究の対象等を明 Ｂ：０～５点
示することにより、必ず達成すべき Ｃ：０点以下
目標を具体的に示している。

開発する：利用可能な技術を作り 小項目数：８
上げること。 評価Ｓの小項目数：０×２＝０点

確立する：技術を組み合わせて技 評価Ａの小項目数：７×１＝８点
術体系を作り上げること。 評価Ｂの小項目数：１×０＝０点

評価Ｃの小項目数：０×－１＝０点
【中期計画】 評価Ｄの小項目数：０×－２＝０点
第２－４ 合計：７点
１～３の業務に係る技術に関する調
査及び研究

【中期目標】
（１）各業務が直面する課題を踏ま ◇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 Ａ AAAAA
え、次の調査研究課題について、具 査研究内容の見直し
体的達成目標を設定しつつ重点的に Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
実施する。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（１）調査及び研究の重点的な実施 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

各業務について次の調査研究課題 った
に重点的に取り組むものとする。ま 【事業報告】
た、調査研究結果については、適宜 ・18年度に中期計画に基づいて重点的に取り組む５調査研究課題につい
評価を行い 調査研究内容の見直し て、課題ごとに調査研究体制、目的、調査研究内容、達成目標、５年、 、
新規課題の設定等に反映させるとと 間の年次計画を作成し、調査研究に着手した。
もに、可能なものから各業務へ調査 ・19年度からは、新たに外部有識者の参画した調査研究評価委員会を設
研究成果を順次導入するものとす 置し、重点課題の実績を評価するとともに、その結果を次年度計画に
る。 反映させた。なお、重点課題のうち「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、所期の目標を達成したことから20
年度をもって終了することとした。

・また、実用化が期待できる成果についてはマニュアルを作成し、可能
なものは各業務へ順次導入した。
（表２－４－１参照）

【中期目標】
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 ABA-A
（ア）ＤＮＡ品種識別技術の実用化 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
を促進するため、各種作物・品種の Ａ：順調に進んでいる
ＤＮＡマーカーを開発するととも Ｂ：概ね順調に進んでいる
に、得られたＤＮＡ品種識別情報の Ｃ：不十分又は問題あり
データベース化を図る。 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
【中期計画】 【事業報告】
ア 栽培試験関係 ・ばれいしょについて、文献から９種類のＳＳＲマーカーを選定し、こ
（ア）品種識別のためのＤＮＡマー れを用いて200品種のＤＮＡ分析を行い、突然変異により育成された
カーの情報収集・開発 品種、異名同種と思われる品種を除く142品種が識別され、原原種生

栽培試験の省力化及び高精度化を 産を行っているばれいしょ品種すべての識別が可能となった。また、
図るため、各種作物・品種のＤＮＡ この結果からＳＳＲマーカーデータベースを作成した。
マーカーに関する情報収集及び開発 ・品種数の多いカーネーションについて、識別力の高いＳＳＲマーカー
を行うとともに、特にＳＳＲマーカ の数を増加させるため GenBank(米国にある国際ＤＮＡデータベース)、
ー等を用いた科学的な対照品種の選 に登録されているカーネーション由来のＤＮＡ塩基配列からＳＳＲ領
定及び区別性の高精度化を可能とす 域(数塩基が反復して並んでいる部分)の検索を行い、19マーカーにつ
る手法の開発を行う。 いてプライマーを設計し、品種識別に有効な８マーカーを開発した。

また、より識別力の高いＳＳＲマーカーを開発するため、濃縮ライブ
ラリー法により品種識別に有効な13マーカーを開発した。なお、開発
したマーカーは同様の研究を行っている機関に提供した。

・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、37作物のＤＮＡ品種識別技術等について掲載し
た。

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

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（イ）農産物の加工品におけるＤＮ Ｃ：不十分又は問題あり
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Ａ品種識別技術の開発 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
野菜、果実等の加工品に適用可能 った

な品種識別技術を開発する。 【事業報告】
・ナシ加工品(乾燥果実、果汁、缶詰、ゼリー、ジャム)について、

、 、ＤＮＡを抽出しＳＳＲ法によりＤＮＡ分析を行ったところ 乾燥果実
果汁及びゼリーについては比較的安定して原料品種の識別が可能であ
った。なお、ジャム及び一部の缶詰製品については、識別が困難であ
った。

、 、 、 （ ）・米加工品(米飯 レトルト せんべい)について ＤＮＡを抽出し 独
農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所の開発したＤＮＡ品
種識別技術によりＤＮＡ分析を行ったところ、レトルトご飯等粒形が
保持されている程度の加工であれば品種識別が可能であったが、せん
べいでは目的の増幅産物が確認できなかった。

・原材料名が きたのおとめ しゅまり と表示された小豆加工品 つ「 」、「 」 （
ぶあん、こしあん、どら焼き、まんじゅう、大福、甘納豆、 中、羊
羹）について、ＤＮＡを抽出し北海道立中央農業試験場の開発した小
豆あんのＤＮＡ品種識別技術によりＤＮＡ分析を行ったところ、 中
を除き表示された品種と原材料の品種が同一であった。これらの成果
等を踏まえ、センターの品種類似性試験のＤＮＡ分析対象加工品に小
豆あんを追加した。

【中期目標】
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 AAAAA

種苗伝染性病害の簡易な検定手法 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
を開発する。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 種苗検査関係 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

種子伝染性病害の病原体による種 った
子汚染について、正確かつ再現性の 【事業報告】
ある簡易検定手法を開発する。 ・ウリ科果実汚斑細菌病について、発芽実生苗で病原菌を増菌する

Sweat-bag Seedling法を開発した。この方法とＰＣＲ法又は選択培
地を組み合わせた高精度な種子検査法を構築し、スイカ、メロン等の
小粒ウリ科野菜種子を対象とした検査プロトコルを作成した。このプ
ロトコルに従い、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。

・トマトかいよう病について、遠心分離による集菌及び免疫磁気ビーズ
法により、人工汚染種子の混入が１万粒に１粒まで検出することがで
きた。また、病原性確認試験用品種の選定試験を行い、19品種の中か
「 」、「 」 「 」 。ら 大型福寿 ミニキャロル 及び Moneymaker の３品種を得た

・ニンジン斑点細菌病について、ＩＳＴＡ法に規定された３種類の選択
培地について検討し、ＭＫＭ培地とＭＤ５Ａ培地の組合せが検査に使
用する選択培地として適当であった。同培地を用いてＩＳＴＡ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、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)

・カブ黒腐病について、病原性試験に用いる品種の選定を検討し、品種
「金町小かぶ」を検定植物とする検査法を確立した。(依頼検査項目
に追加)

・キャベツ根朽病について、ＩＳＴＡ法(ブロッター法)により市販のキ
ャベツ種子から約50の疑似菌株を分離し、病原性を調査することによ
り同法の判別基準を明確にした。(依頼検査項目に追加)

・ユウガオつる割病について、現行の駒田培地は成分の一つが製造中止
、 、により今後使用できなくなることから これに代わる選択培地として

赤紫色に着色したコロニーを安定して示すFo-G2培地を選定した。本
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。

・キュウリ緑斑モザイク病(ＫＧＭＭＶ)及びトウガラシTobamovirus病
について、簡易検定手法の検討を行い、キュウリ緑斑モザイク病は
ＥＬＩＳＡ法により検体の大きさを100粒、トウガラシTobamovirus病
は汁液接種法により検体の大きさを250粒とすることが適していると
認められた。(依頼検査項目に追加)

、 、 、・エンドウモザイク病について 種子検査法を確立するため エンドウ
ソラマメ等の汚染葉から本ウイルスを分離し、汚染種子を作出した。

【中期目標】
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 AAAAA
（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
技術を開発する。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
ウ 原原種の生産及び配布関係 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
（ア）種苗生産のコスト低減に係る った
技術の開発 【事業報告】

ばれいしょ及びさとうきび原原種 ・ばれいしょの器内増殖システムについて、通気による液面操作培養法
の効率的な施設内生産 養液栽培等 によりマイクロチューバーの収量が標準培養法の約４倍となった。こ（ ）
技術、病害検定技術等を確立する。 の結果を踏まえ「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。
・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、早生系の品種では収量が少ない傾向がみられるため、日長
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処理による増収効果を調査したところ、蛍光灯による長日処理期間が
長くなるほど収量が増加した。また、ＭｎＴ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ろ、１個
あたりの収穫時間が現行に比べ１～３割減少した。

・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％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。

・粉状そうか病の検出技術について、おとり植物（トマト）を用いて競
合ＰＣＲ法と画像解析ソフトにより測定する方法を確立した。一方、
この方法に比べより簡便な方法として （独）農業環境技術研究所が、
開発した土壌直接抽出法により直接土壌からの粉状そうか病菌
のＤＮＡ検出を試みたところ、おとり植物を用いる手法の７割の感度
で検出が可能となった。さらに、この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。これらの調査結
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。

・サトウキビわい化病の検定技術について、ＰＣＲ－ＲＦＬＰ法による
効率的な検定法を確立した。

・サトウキビモザイク病について、２種のモザイク病ウイルス
（ＳｒＭＶとＳｃＭＶ）の同時検出が可能なＲＴ－ＰＣＲ用プライマ
ーを開発し、ＳｒＭＶ（農場周辺の主要ウイルス種）であれば、健葉

。に対して病葉が1/200であっても高感度で検出できることを確認した
この検定技術により、ＥＬＩＳＡ法の約３分の１の労力で行えること
を確認した。

・さとうきび側枝苗の水耕発根技術について、液温は平均30℃を越える
と根の成長が阻害されること、遮光率は50%程度が適当であること及
び処理開始から２週目以降に定植可能なことを明らかにした。また、
発根操作開始後２週目以降に起こる芯枯れ防止のため、間断給液水耕
法の導入により養液循環システムを改良し、20日後の生存率が70％か
ら98％に向上することを確認した。

【中期目標】
（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 BAAAA
管理技術体系を確立する。 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

Ａ：順調に進んでいる
【中期計画】 Ｂ：概ね順調に進んでいる
（イ）高品質ばれいしょ原原種生産 Ｃ：不十分又は問題あり
管理技術体系の確立 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

高品質なばれいしょ原原種に対す った
る実需者のニーズに対応し、近年問 【事業報告】
題となっている黒目症状の原因解明 ・黒目症状の原因解明のため、栽培期間中の土壌水分、ミネラル（鉄、
及びその他の病害、生理障害等の発 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
生防止対策となる技術を確立する。 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、生育期間中の土壌
水分と黒目症状の発生との相関並びに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。

・種いも伝染性細菌病である黒あし病について、King'B培地による増菌
と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
・休眠塊茎からの遺伝子診断によるウイルスの検出法について、
ＲＴ－ＰＣＲ－ＭＰＨ法により、ＰＶＳ，ＰＶＸ及びＰＬＲＶについ
ては休眠期間にかかわらず安定的に検出可能であり、ＰＶＹについて
も貯蔵60日以前であれば検出可能であることが明らかとなり、将来の
導入可能性が示唆された。

・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法による９種類のウイルスの一括検出技術を確立し、新品種
等の導入塊茎の検定業務に組み入れた。

・ジャガイモモップトップウイルス（ＰＭＴＶ）を高精度で検出する技
術について （独）農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究、
センターからの指導を受け検定実施のための技術習得を行い、ばれい
しょ原原種生産農場の植付け予定ほ場の土壌及び原原種の検診を行っ
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。

【中期目標】
（２）先進的な技術・知識等の導入 ◇調査研究担当者の業務運営能力の向上 Ａ AAAAA
に努めるとともに、調査研究担当者 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
の業務運営能力の向上を図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
（２）調査研究担当者の業務運営能 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
力の向上 った

調査研究担当者による検討会、先 【事業報告】
進的な技術の導入に係る専門技術研 ・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
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修等を実施することにより、調査研 る調査研究成果の発表等を通じて業務運営能力の向上を図った。
究担当者の業務運営能力の向上を図 ・ＧＭＯ検知技術に関する業務運営能力の向上を図るため、(独)農業・
る。 食品産業技術総合研究機構食品総合研究所に依頼研究員として担当者

３名を派遣した。
・複数のウイルスを高精度で一括検出が可能なマクロアレイによる遺伝
子診断技術を習得するため （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が行う講習会に担当者１名を派遣した。

【中期目標】
（３）調査及び研究を進めるに当た ◇試験研究機関等との連携 Ａ AAAAA
っては 試験研究機関等と情報交換 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた、 、
共同研究を行う等、密接な連携を図 Ａ：順調に進んでいる
る。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
（３）試験研究機関等との連携 った

試験研究機関等の持つ情報を収集 【事業報告】
整理するとともに、センターの持つ ・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
情報を積極的に提供する。また、セ し、ホームページに「植物のＤＮＡ分析による品種識別情報」(品種
ンターが実施する調査及び研究につ 識別の窓)を開設し、37作物のＤＮＡ品種識別技術等について掲載し
いて、試験研究機関等と協力して実 た （再掲）。
施できる場合にあっては、共同研究 ・14件の共同研究及び３件の協定研究を実施し、試験研究機関と連携を
を行う等緊密な連携を図る。 図った。

（表２－４－２参照）
・この他、21年度に沖縄県下の製糖工場10社の協力を得て、沖縄県下の
地域ごとの罹病率を調査し、その結果を第36回サトウキビ試験成績発
表会で発表するとともに、各製糖工場にデータを提供した。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価 18～22

【中期目標】
第３－５ ○附帯業務の質の向上 Ａ AAAAA
その他の附帯する業務 指標＝各小項目の評価点数の合計

【中期計画】 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
第２－５ 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
その他の附帯する業務 Ａ：５点以上

Ｂ：０点～４点
Ｃ：０点未満

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

【中期目標】
（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 ABAAA
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 種苗に係る情報の収集及び整 Ａ：順調に進んでいる
理を行い、出願者に対する情報提供 Ｂ：概ね順調に進んでいる
や適正な種苗流通を推進するための Ｃ：不十分又は問題あり
情報提供等を行うとともに、増殖特 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
性等新品種の普及に資するための情 った
報提供等の充実を図る。 【事業報告】

・センターのホームページにおいて、品種登録制度の概要、センターに
【中期計画】 おける栽培試験の実施状況、主要な植物の特性調査のための栽培方法
（１）種苗に係る情報の収集、整理 及び担当農場、栽培試験における種苗の送付形態等の情報を掲載し、
及び提供並びに技術指導 適宜更新を行った。また、農林水産省品種登録ホームページへのリン
ア 品種登録出願者等にパンフレッ クを設け、種類別審査基準等の情報を提供した。
ト、ホームページ等を通じて、種類
別審査基準、主要な植物の特性調査
のための栽培方法、植物別の担当農
場及び栽培試験における種苗の送付
形態等の栽培試験に係る情報を提供
する。

【中期目標】
イ 必要に応じて技術講習会を開催 ◇種苗業者に対する技術指導 Ａ AAAAA
する等により、種苗業者に対する技 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
術指導を行う。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
イ 種苗業者に対し パンフレット 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、 、
ホームページ等を通じて、発芽検査 った
方法、病害検査方法等の種苗検査に 【事業報告】
係る情報を提供するとともに、必要 ・センターのホームページに発芽検査等の各種検査方法を掲載するとと
に応じて技術講習会の開催、種苗業 もに、種苗業者からの要望に応じ、指定種苗制度及び種子検査技術の
者が行う研修会等への職員の派遣等 講義・実習並びに研修会への講師の派遣を行った。
により、種苗検査制度が適切に理解 （表２－５－１参照）
されるよう指導を行い、適正な種苗
流通の推進を図る。

【中期目標】
ウ ばれいしょ、さとうきび種苗生 ◇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 Ａ AAAAA
産者等に対する技術情報の提供を行 培技術の普及等
う。また、さとうきび増産プロジェ Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
クト基本方針に即した栽培技術の普 Ａ：順調に進んでいる
及等に努める。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
ウ センターが生産及び配布する原 った
原種の増殖特性等の情報をパンフレ 【事業報告】
ット、ホームページ、配布先調査等 ・センターのホームページに以下の事項を掲載し、内容を更新した。
により種苗生産農協等に提供する。 新品種紹介パンフレット
また 「さとうきび増産プロジェク ばれいしょ品種の形態及びウイルスの病徴、
ト基本方針」に即し、さとうきびの 種苗生産配布技術指針
種苗生産者等に対し、病虫害・ほ場 種ばれいしょの検定結果
管理等栽培管理に係る情報を提供 シストセンチュウ検診結果
し、要望に応じて職員を技術講習会 ＰＭＴＶ土壌調査結果
等に派遣し、技術指導を行う。 ・ばれいしょ加工適性研究会に出席し、普及が見込まれる有望系統の情

報収集に努めた。
・配布先調査や各地で開催された講習会等で原原種生産における病害検
定技術等について指導を行った。また、ばれいしょ及びさとうきびの
種子生産に関係する地域の各種協議会等に参加し、健全無病な原原種
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の生産・配布を中心としたセンター業務のＰＲに努めた。
・20年度においては、国際ポテト年の各種イベントに参画し、ばれいし
ょ原原種の増殖体系を説明したほか、センターが生産している約60品
種のばれいしょを展示するなど、ＰＲ活動を行った。

【中期目標】
エ 調査研究成果の専門誌、ホーム ◇調査研究成果の情報提供 Ａ ABAAA
ページ等における情報提供の充実を Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
図る。 Ａ：順調に進んでいる

Ｂ：概ね順調に進んでいる
【中期計画】 Ｃ：不十分又は問題あり
エ センターが行った調査研究結果 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
について、関連する専門誌や一般誌 った
等への掲載を行うとともに、学会、 【事業報告】
ホームページ等を通じて情報提供を ・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 「生、
行う。 物物理化学」等の専門誌へ投稿した。

（表２－５－２参照）
・毎年度の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。

【中期目標】
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 AAAAA（ ） 、

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（国際種子 Ａ：順調に進んでいる
検査協会）等の国際機関が開催する Ｂ：概ね順調に進んでいる
会議に職員を派遣する。 Ｃ：不十分又は問題あり

Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
【中期計画】 った
（ ） 、２ 種苗に係る国際会議への参画
国際協力等 【事業報告】

ア ＵＰＯＶ、ＩＳＴＡ（国際種 ・農林水産省の要請に基づき、中期目標期間中にＵＰＯＶ及びＩＳＴＡ
子検査協会）等センターの業務に関 等が開催する国際会議に延べ62名の職員を派遣した。
連する国際機関が開催する会議につ （表２－５－３参照）
いて、農林水産省からの職員の派遣 ・18年度に農林水産省主催の「植物新品種の育成者権行使に関する国際
の要請に基づき、職員を派遣する等 会議」において、権利侵害対策のケーススタディについて講演すると
積極的な参加を図る。また、ＩＳＴ ともに、センター本所への現地調査を受け入れ、品種保護Ｇメンの活
Ａが行う熟練度テスト ＩＳＨＩ 国 動等について説明した。、 （
際健全種子推進機構）が行う比較試 ・21年度にＩＳＴＡのイネ病害の熟練度テストにおいて、センターがオ
験等の検査法の国際標準化に向けた ルガナイザーとなり、海外の加盟検査所に対してテストを実施した。

、 、活動に参画し、必要に応じ職員を派 また 農林水産消費安全技術センター及び食品総合研究所と共同して
遣する。 ＩＳＯの食品専門委員会分子生物指標の分析に係る横断的手法に係る

分科委員会（ＴＣ34／ＳＣ16）を開催した。
・22年度において、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。

【中期目標】
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 AAAAA
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、職 Ａ：順調に進んでいる
員を同盟国に派遣するとともに、同 Ｂ：概ね順調に進んでいる
盟国の専門家を受け入れる。 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
【中期計画】 った
イ ＵＰＯＶ同盟国との審査協力の 【事業報告】
一環として、栽培試験の実施方法の ・栽培試験の実施方法の国際的な整合性を確保するため、農林水産省か
国際的な整合性を確保するため、要 らの要請に基づき欧州品種庁及び韓国に14名の職員を派遣した。
請に応じ職員を同盟国に派遣すると （表２－５－４参照）
ともに、同盟国の専門家を受け入れ ・審査協力協定に基づく活動の一環として、欧州品種庁等の専門家30名
る。 を受け入れた。

（表２－５－５参照）

【中期目標】
ウ 外国からの専門家派遣要請に基 ◇海外研修員の受入れ及び研修の実施 Ａ AAAAA
づき、職員を当該国へ派遣し、技術 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
指導を行う。また、海外研修員の受 Ａ：順調に進んでいる
入れ及び研修を実施する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

Ｃ：不十分又は問題あり
【中期計画】 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
ウ プロジェクト協力等へ積極的に った
参画するとともに、外国から専門家 【事業報告】

、 、派遣要請があった場合、要請の内容 ・東アジア植物品種保護フォーラムからの要請に基づき 品種保護制度
に即した適切な職員を当該国へ派遣 審査・栽培試験方法等に関するワークショップ及び研修へ専門家とし
する。また、農林水産省及び独立行 て延べ22名の栽培試験担当職員及び２名の品種保護Ｇメンを派遣する
政法人国際協力機構と協力しなが とともに、基礎研修、短期専門技術研修及び審査官業務研修等を実施
ら、外国人を対象とする研修を実施 し、研修員102名を受け入れた。
する。 （表２－５－６及び７参照）

・ＪＩＣＡからの要請に基づき、２名の職員を派遣するとともに、集団
研修「国際的に調和された植物品種保護制度」コースを実施し研修員
212名を受け入れた。
（表２－５－８及び９参照）
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・その他依頼に基づき延べ23名の役職員及び１名の品種保護Ｇメンを派
遣を行うとともに、研修及び視察計153名を受け入れた。
（表２－５－10及び11参照）

・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 18～22

【中期目標】
第３－６ ○遺伝資源業務の質の向上 Ａ AAAAA
農作物に関する技術上の試験及び研 指標＝各小項目の評価点数の合計
究の素材となる植物の保存及び増殖

独立行政法人農業生物資源研究所 各小項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
が実施するジーンバンク事業の計画 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
に沿って、栄養体植物遺伝資源の保
存等を担当するサブバンクとして植
物遺伝資源の保存、再増殖及び特性 Ａ：３点以上
評価を行う。 Ｂ：０点～２点

Ｃ：０点未満
【中期計画】
第２－６ 小項目数：４
農作物に関する技術上の試験及び研 評価Ｓの小項目数：０×２＝０点
究の素材となる植物の保存及び増殖 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

【中期目標】
－ ◇植物遺伝資源の保存・再増殖、特性評価等の実施 Ａ AAAAA

Ｓ：適正に行われており、かつ、特に優れた成果が得られた
【中期計画】 Ａ：適正に行われている
（１）植物遺伝資源の保存、再増殖 Ｂ：概ね適正に行われている
及び特性評価等の実施 Ｃ：不十分又は問題あり

独立行政法人農業生物資源研究所 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
が実施するジーンバンク事業の計画 った
に沿って、植物遺伝資源の保存・再 【事業報告】
増殖、特性評価、保存種子の発芽率 ・農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体
の調査、遺伝資源の保存に関する調 55種1,152点の受入れを行い、植物遺伝資源の保存11,144点、種子再
査等を行う その実施に当たっては 増殖4,273点、特性調査114,624点、種子の発芽率調査18,987点、大麦。 、
気象災害等による保存植物の滅失を 播性調査5,999点を実施した。また、植物遺伝資源を50件276点配布し
防ぐため、重要度の高い植物につい た。
ては、ほ場における保存に加え、施 （表２－６－１参照）
設内においても保存するなど、保存
体制の強化を図る。 ◇重要度の高い植物の保存体制の強化 Ａ AAAAA

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】
・作物別再配置計画に沿った農場間の移管に当たっては、移管元と移管

、 。 、先との連絡を密にし 必要に応じて植物体の二重保存を行った また
既保存植物についても栄養体収量の悪い品種、植物体の生育が悪い品
種、ジーンバンク事業においてセンターでのみ保存している品種など
を中心に二重保存を実施した。

・21年度からは保存担当農場の選定基準の明確化及び滅失防止のため、
「植物遺伝資源の配置・保存の基本的な考え方」を策定し、その方針
に沿って二重保存を実施した。
（表２－６－２参照）

【中期目標】
－ ◇遺伝資源保存業務担当者の業務運営能力の向上 Ａ AAAAA

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
（２）遺伝資源保存業務担当者の業 Ｂ：概ね順調に進んでいる
務運営能力の向上 Ｃ：不十分又は問題あり

遺伝資源保存業務担当者による遺 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
伝資源保存業務実施上の問題点の早 った
期解決のための検討を行うととも 【事業報告】
に、専門技術研修等の実施、センタ ・遺伝資源担当者会議を開催し、遺伝資源植物の保存を効率的に行うた
ーバンク等の専門家等からの意見の めの作物別再配置計画、栽培・特性調査マニュアルの作成計画等を検
聴取及び栽培・特性調査マニュアル 討した。また、19年度においては、(独)農業生物資源研究所遺伝資源
の作成により、遺伝資源保存業務担 研究会に参加し、遺伝資源を取り巻く状況及び 新の研究事例につい
当者の業務運営能力の向上を図る。 て情報を収集した。

・17種類の栽培・特性調査マニュアル及び１種類のいぐさの栽培マニュ
アルを作成した。作成に当たっては、必要に応じてアドバイザーを招
聘して現地検討会を開催し、栽培及び特性調査方法について技術向上
を図った。
（表２－６－３参照）

【中期目標】
－ ◇海外から導入するばれいしょの無毒化事業の実施についての検討 Ａ BBAA-

Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
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【中期計画】 Ａ：順調に進んでいる
（３）海外からの導入遺伝資源ばれ Ｂ：概ね順調に進んでいる
いしょの無毒化事業の実施 Ｃ：不十分又は問題あり

独立行政法人農業生物資源研究所 Ｄ：不十分又は問題があり、かつ、その要因は法人の不適切な運営にあ
からの委託に基づき、海外から導入 った
するばれいしょについて、ウイルス 【事業報告】
病等の除去を行う無毒化事業の実施 ・無毒化事業の実施に向け、植物防疫所、(独)農業・食品産業技術総合
について検討を進める。 研究機構北海道農業研究センター及び同機構作物研究所との情報交換

等を行うとともに、生長点培養技術の習得に努め、22年度から同機構
中央農業総合研究センターが管理している作物研究所いも類無毒化施
設を使用し、要請に応じて無毒化事業を実施する体制を整備した。な
お、22年度は要請はなかった。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価 18～22

【中期目標】
第４ ○経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ａ AAAAA
財務内容の改善に関する事項 Ｓ：取組は十分であり、かつ、特に優れた成果が認められた

適切な業務運営を行うことによ Ａ：取組は十分であった
り、収支の均衡を図る。 Ｂ：取組はやや不十分であった

Ｃ：取組は不十分であった
【中期計画】 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
第３ 予算、収支計画及び資金計画 た

１ 予算 ※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（
平成18年度～平成22年度予算 費の削減」の評価結果に十分配慮するものとする。

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

（略） で対応可能な契約は全て本所で実施することにより効率化を図った。
３ 資金計画 ・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
平成18年度～平成22年度資金計画 原則利用による出張旅費の節減に努めた。

（略） ・施設整備費補助金による工事について、全て自主施工とし、施設の構
造及び配置等について専門家の意見を取り入れて、より効率的な施設
を設置した。

・工事と物品類について分けることができるものについては、分割し一
般競争することにより経費の節減を図った。
・業務移転した久留米分室、知覧農場及び金谷農場、ばれいしょ生産
附帯業務を終了した八岳農場をはじめ各農場の遊休機械の機能等を調
査し、他農場に管理換えすることにより効率的に利用した。
（表３－１～７参照）
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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 18～22

【中期目標】
－ ○法人運営における資金の配分状況 Ａ AAAAA

（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、
【中期計画】 関連する業務の状況、予算決定方式等）
第３ 予算、収支計画及び資金計画 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

１ 予算 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年度予算 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
２ 収支計画 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
平成18年度～平成22年度収支計画 な運営にあった

（略） 【事業報告】
３ 資金計画 ・資金の配分について、20年度までは、本所が農場等の要求する個々の

経費の必要性を精査し、センター全体として調整し配分する方式によ
平成18年度～平成22年度資金計画 り、真に必要な業務に資金を配分した。

（略） ・21年度からは、毎年度の事業費等について、合理性、効率性の観点か
ら当該年度の予算配分の考え方を作成し、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費については
センター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 18～22

【中期目標】
－ ◎短期借入金の借入に至った理由等 － -----

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
【中期計画】 た
第４ 短期借入金の限度額 Ａ：借入に至った理由等は適切であった

Ｂ：借入に至った理由等はやや不適切であった
４億円 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
（想定される理由） 切な運営にあった
運営費交付金の受入れが遅延。 （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 18～22

【中期目標】
－ ◎重要な財産の処分等に関する計画 Ａ AAAAA

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
【中期計画】 知覧農場について、業務の移管状況等を踏まえた売却並びに業務
第５ 重要な財産の処分等に関する に必要な施設、機械等の整備
計画 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

平成18年度中に久留米分室の建物 Ａ：順調に進んでいる
及び構築物等を譲渡又は処分する。 Ｂ：概ね順調に進んでいる

金谷農場（静岡県島田市、26,100 Ｃ：不十分又は問題あり
㎡ 及び知覧農場 鹿児島県知覧町 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） （ 、
40,100㎡）について、業務の移管状 た
況等を踏まえ売却する。なお、セン 【事業報告】

、 、ター業務を引き続き円滑に実施する ・久留米分室について 18年４月に西日本農場への業務の移管を終了し
ため、売却収入により新たな用地を 19年３月に用地を地主である独立行政法人農業・食品産業技術総合研
取得するとともに、業務に必要な施 究機構九州沖縄農業研究センターに返還した。

（ （ ）、 ） 、設、機械等を整備する。 ・知覧農場敷地 鹿児島県南九州市 旧知覧町 40,100㎡ について
19年度に公用・公共用優先公募に対して応募があった知覧町（現南九

） 、 。州市 と売買契約を締結し 20年４月１日に敷地の引渡しを完了した
・金谷農場本場跡地（静岡県島田市、12,700㎡）について、21年度に公
用・公共用優先公募に対して応募があった島田市に売却した。

・金谷農場牧之原分室跡地（静岡県牧之原市、13,471㎡）について、21
年度に公用・公共用優先公募に対して応募者がなかったため、競争契
約による売り払いを行うこととして不動産鑑定を行い、土壌汚染確認
調査（概況調査）を実施した。概況調査の結果、調査区画の一部の土
壌で基準値（鉛と砒素及びその化合物）を超えたため、22年度に土壌
汚染詳細調査を実施し、詳細調査の結果、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年度に売却
方法を再検討したうえで、売却することとした。

・知覧農場敷地及び金谷農場本場跡地売却収入により、業務移管先の西
日本農場等の施設の整備を行った。

・八岳農場について、19年度にばれいしょ原原種生産業務に使用してい
た耕地及び周辺山林のうち49.4haを地主である財団法人農村更生協会
に返還した。20年度においてはもう一方の地主である長野県に耕地
49.6haを返還した。また、21年度に不要となった診療所及び合宿舎を
解体・撤去するとともに、用地を貸し主である（財）農村更正協会に
返還（0.85ha）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 18～22

【中期目標】
－ ◎剰余金の使途 － -----

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
【中期計画】 Ａ：得られた成果は充分であった
第６ 剰余金の使途 Ｂ：得られた成果はやや不充分であった

業務の高度化・効率化に必要な栽 Ｃ：得られた成果は不充分であった
培試験用温室、原原種用保護網室等 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
の施設、ばれいしょ収穫機、選別機 営にあった
等の機械の更新等のための経費に充 （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）
当する。 【事業報告】

・目的積立金の該当なし。
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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 18～22

【中期目標】
－ ○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 Ａ AAAAA

について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
【中期計画】 成果）
第７ その他農林水産省令で定める 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
業務運営に関する事項 Ａ：改善の成果は十分であった

Ｂ：改善の成果はやや不十分であった
第７－１ Ｃ：改善の成果は不十分であった
施設及び整備に関する計画 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

業務の適切かつ効率的な実施の確 にあった
保のため、業務実施上の必要性及び 【事業報告】
既存の施設・設備の老朽化等に伴う ・業務の適切かつ効率的な実施の確保のため、施設及び設備の整備・改
施設及び設備の整備・改修等を計画 修等を計画的に行った。
的に行う。 （表７－１参照）

（表略）
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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 18～22

【中期目標】
－ ○職員の人事に関する計画 Ａ AAAAA

指標＝各中項目の評価点数の合計
【中期計画】
第７－２ 各中項目の評価点数の区分は以下のとおりとする。
職員の人事に関する計画 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

【中期目標】
－ ◇職員の人事に関する方針 Ａ AAAAA

指標＝人員の適正配置、必要な人員の確保状況
【中期計画】 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（１）方針 Ａ：順調に進んでいる

ア 既存業務の効率化を推進する Ｂ：概ね順調に進んでいる
ことによる人員の適正な配置を進め 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

イ 栽培試験等の業務量の増加、 った
種苗検査項目の拡大等、新たな課題 【事業報告】
への対応に必要な人員を確保する。 ・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について、

強化が必要な本所管理部門、栽培試験業務等に振り替え、人員の適正
な配置を行った。
（表７－２－１参照）

・整理合理化計画を踏まえ、平成23年４月の農業生物資源研究所及び農
業環境技術研究所との統合に向けて、19年度に理事長及び理事からな
る ３法人統合準備委員会、事務ベースの打合せ会議及びサブグルー
プ等の検討体制を整備するとともに、20年度には課題に応じて作業グ
ループを設 置し、センター内の組織体制検討委員会統合検討部会と
連携をとりつつ、統合効果の検討、各法人ごとの制度運用のすりあわ
せ等を行った。また、 新法人の理念・ミッション、新法人が担う業
務の方向、新法人の組織及び運営の基本的考え方等について検討を行

、 「 （ ）」 、い 21年３月に ３法人統合に 関する基本方針 案 をとりまとめ
21年度においても引き続き新法人の組織や運営方法などについての制
度設計について３法人統合検討打合 せ会議等において検討を進めて
いたが、21年12月に閣議決定された独立行政法人の抜本的な見直しに

。より整理合理化計画が凍結されたことから 関連する作業を中断した

【中期目標】
－ ◇人件費及び人員に関する指標 Ａ AAAAA

指標＝中期目標 終年度の人件費及び常勤職員数
【中期計画】 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた
（２）人件費及び人員に関する指標 Ａ：順調に進んでいる

中期計画期間中に、人件費（退職 Ｂ：概ね順調に進んでいる
金及び福利厚生費（法定福利費及び Ｃ：不十分又は問題あり
法定外福利費）は含まない。また、 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
今後の給与改定部分を除く ）につ った。
いては今後５年間において５％以上 【事業報告】
削減する（再掲 。ただし （１）の ・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） 、
イに係る増員があった場合には、そ 人事院勧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
れに係る人件費を除外する。 度)比5.3％を削減した。
（参考） ・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

期初の常勤職員数 302人(9.3％減)となった。
333人 （表７－２－２参照）

期末の常勤職員数の見込み
316人

人件費総額見込み
10,566百万円

【中期目標】
－ ◇人材の確保・養成状況 Ａ AAAAA

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
【中期計画】 施状況
（３）人材の確保・養成 Ｓ：順調に進んでおり、かつ、特に優れた成果が得られた

ア 職員の採用については、セン Ａ：順調に進んでいる
ター業務を遂行する上で必要となる Ｂ：概ね順調に進んでいる
技術等に対応した試験区分の国家公 Ｃ：不十分又は問題あり
務員採用試験合格者を中心として行 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
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う。 った
イ 種苗行政との連携並びに業務 【事業報告】

の高度化及び専門化に対応するた ・職員の採用について、センター業務を遂行する上で必要となる技術等
め、行政部局、他の独立行政法人等 に対応した試験区分の国家公務員試験合格者の中から合計35名を採用
との人事交流を計画的に実施する。 した。

ウ 職員の技術水準及び事務処理 （表７－２－３参照）
能力の向上等を図るための研修等の ・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
受講、必要な資格の取得等を計画的 林水産本省及び出先機関、試験研究機関等他の独立行政法人との間で
に進め、人材の育成を図る。 積極的に人事交流を行った

エ センター業務の効率化やサー （表７－２－４参照）
ビスの向上、業務の円滑な実施等に ・ 種苗管理センター職員研修規程」に基づき、毎年度研修計画を作成「
多大な貢献を行った職員に対しその し、センタ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
功績を表彰する。 修を活用し計画的に研修を実施した。

特に、会計職員の財務省会計センターの研修に参加し、資質の向上を
図った。

・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
うとともに、業務遂行へのインセンティブを向上させるため、20年度
から21年度にかけて全職員を対象として新たな人事評価制度の試行を
行い、22年度において試行の結果を踏まえ新たな人事評価制度を導入
した。

・ 業務改善努力に対する賞状の授与の実施について」に基づき、社会「
的評価を高めた事例及び業務の推進に有益な考案を行った事例につい
て表彰を行った。
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付表

第１－１－１ 栽培試験対象植物の集約化状況

年度 集約計画の対象植物 移管の流れ

18年度 いちご 本所 → 雲仙農場

スターチス 雲仙農場 → 八岳農場

ビンカ 知覧農場 → 金谷農場

シクラメン、ほうせんか 金谷農場 → 西日本農場

19年度 ベコニア 金谷農場 → 八岳農場

ビンカ 金谷農場 → 西日本農場

メロン 西日本農場 → 雲仙農場

ｶﾞｰﾍﾞﾗ、ｶﾘﾌﾞﾗｺｱ、ﾍﾟﾗﾙｺﾞﾆｳﾑ、 ばら（切花） 知覧農場 → 西日本農場

きんぎょそう、フリージア 知覧農場 → 雲仙農場

20年度 ばら属（鉢 、とうがらし属 金谷農場 → 西日本農場）

グラジオラス属 西日本農場 → 雲仙農場

第１－１－２ 品種情報データベース入力実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 累計

画像情報(品種数) 868 669 382 626 610 8,341

定型情報データ(品種数) 3,590 3,751 362 1,139 762 19,377

種苗の入手先情報(件数) 13,777 11,871 3,425 4,011 4,141 67,996

品種特性情報(件数) 775 1,377 210 - - 13,833

栽培試験情報(件数) 80 91 78 100 158 1,815

保存品種情報(品種数) 1,115 1,307 86 60 1,408 13,848

品種情報(品種数) 4,261 3,406 2,184 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：品種特性情報とは、栽培試験を行った品種の特性データである。なお、平成21年度からＶＩＰＳに特性デー

タを入力することとしたため、品種情報データベースへの入力は中止した。

注５：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６：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７：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。
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第１－１－３ 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

18年度 ストック ８ ８ 千葉県農業総合研究センター

ビンカ 11 11 (財)農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

アスター ６ ６ 福岡県農業総合研究センター

コスモス ２ ２ 国立大学法人愛媛大学農学部

ひゃくにちそう １ ０ 応募なし

計 28 27

19年度 ストック ５ ５ 千葉県農業総合研究センター

ビンカ ７ ７ (財)農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

アスター ３ ３ 長野県野菜花き試験場

ひゃくにちそう ２ ０ 応募なし

計 17 15

20年度 ストック種 １ １ 千葉県農業総合研究センター

ビンカ属 13 13 (財)農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校

えぞぎく種 ４ ４ 福岡県農業総合研究センター

コスモス属 ２ ２ 福岡県農業総合研究センター

ひゃくにちそう属 ３ ０ 応募なし

計 23 20

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

合 計 111 99

表１－１－４ 品種保護Ｇメンの配置

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

本所 2(0) 4(1) 5(2) 5(1) 5(1) 7(3)

北海道中央農場 － 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)

上北農場 － － － 2(2) 2(2) 2(2)

八岳農場 － － － － 2(2) 2(2)

西日本農場 2(0) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(2)

1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)雲仙農場

1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)沖縄農場

2農場4(0) 5農場10(5) 5農場14(9) 6農場16(10) 7農場18(12) 7農場20(15)合計

注：カッコ内の数値は併任で内数である。
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表１－３－１ 生産計画の見直しの概要

年度 農場名 主な見直し内容

18 北海道中央農場 栽培試験用温室を急速増殖施設として活用し、超密植栽培によるミニチューバー生産

を拡大

嬬恋農場 雲仙用基本種いも生産の受け入れ

八岳農場 網室、基本ほ生産の中止。雲仙用網室種いも生産を嬬恋農場へ移管。

雲仙農場 基本種いも生産の縮小

19 十勝農場 網室を活用しフィールド養液栽培による、ミニチューバー生産を拡大

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

20 北海道中央農場 増殖温室を新築するほか網室を改修しフィールド養液栽培によるミニチューバー生産

を拡大

十勝農場 網室を改修しフィールド養液栽培によるミニチューバー生産を拡大

嬬恋農場 網室を改修し養液栽培によるミニチューバー生産を拡大

21 北海道中央農場 養液栽培装置を増設し、養液栽培によるミニチューバー生産を拡大

後志分場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え

胆振農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え

十勝農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え

嬬恋農場 網室を改修し、養液栽培によるミニチューバー生産を拡大

上北農場 網室生産に代わりミニチューバーを用いた生産体系に切換え

22 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

受入れ

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 ハウスチューバー受け入れによる原原種配布数量

年度 品種名 配布数量（袋/20kg）

20 アンドーバー 117

21 アンドーバー 122

22 アンドーバー 110

合計 349
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表１－３－４ 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 年度 人件費 物件費 人件費 物件費

茶 18 9,017 7,701 1,316 150 128 22

(101.3) (102.9) (92.4) (43.2) (43.7) (40.7)

ばれいしょ 18 1,072,758 814,250 258,507 14,567 11,388 3,179

(97.0) (95.7) (101.3) (97.6) (96.8) (100.5)

19 1,015,573 770,290 245,283 14,094 10,924 3,170

(94.7) (94.6) (94.9) (96.8) (95.9) (99.7)

20 968,689 725,837 242,852 14,035 10,731 3,304

(95.4) (94.2) (99.0) (99.6) (98.2) (104.2)

21 939,622 677,212 262,410 13,995 10,408 3,587

(97.0) (93.3) (108.1) (99.7) (97.0) (108.6)

22 916,972 670,439 246,534 13,404 10,166 3,587

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

〈84.4〉 〈80.7〉 〈96.8〉 〈91.5〉 〈88.5〉 〈113.4〉

18 204,814 160,468 44,348 72,048 56,448 15,600

さとうきび (109.2) 110.8 103.8 (109.7) (111.3) （104.2）（ ）（ ）

19 200,578 161,272 39,305 81,945 65,914 16,031

(97.9) (100.5) (88.6) (113.7) (116.8) (102.8)

20 177,863 137,594 40,267 76,441 59,164 17,277

(88.7) (85.3) (102.5) (93.3) (89.8) (107.8)

21 160,386 124,503 35,884 72,033 55,954 16,079

(90.2) (90.5) (89.1) (94.2) (94.6) (93.1)

22 148,375 108,419 39,956 63,402 48,079 15,323

(100.0) (100.0) (100.0) (88.0) (85.9) (100.0)

〈79.1〉 〈74.9〉 〈93.5〉 〈96.5〉 〈94.8〉 〈102.4〉

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。

注４：また、22年度の〈 〉内の数値は対17年度比（％）である。

表１－３－５ 土壌分析の実施点数

年度 胆振農場 嬬恋農場 合計

18 128 247 375

19 138 346 484

20 112 243 355

21 134 289 423

22 148 206 354

合計 660 1,331 1,991

注：胆振農場は、中央、後志、胆振、十勝、上北農場分を担当し、

嬬恋農場は嬬恋、雲仙、鹿児島、沖縄、西日本農場分を担当。
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（ ， ）表１－３－６ 余剰原原種及び規格外種子の販売実績等 単位：袋 千円

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

数量 ％ 売上額 数量 ％ 売上額 数量 ％ 売上額 数量 ％ 売上額 数量 ％ 売上額区分

6,552 15.9 － 6,825 15.1 － 4,274 10.8 － 3,994 8.9 － 4,556 11.0 －発 余剰

34,563 84.1 － 38,317 84.9 － 35,474 89.2 － 40,758 91.1 － 36,949 89.0 －生 規格外

41,115 100 － 45,142 100 － 39,748 100 － 44,752 100 － 41,505 100 －量 合計

48 0.1 68 192 0.4 228 1335 3.4 1525 418 0.9 624 1,875 4.5 2,569原原種
販 (規格外のみ)

－ － － － － － 4,902 12.3 6,263 5,845 13.1 5,864 17,109 41.2 18,960売 一般種苗

21,248 51.7 20,624 10,058 22.3 10,879 3,897 9.8 4,439 5,077 11.3 5,631 2,393 5.8 2,554量 環境浄化用

18,840 45.8 3,813 32,441 71.9 3,907 28,094 70.7 3,479 27,271 60.9 4,231 12,472 30.3 2,682でん粉

979 2.4 － 2,451 5.4 － 1,520 3.8 － 6,141 13.7 － 7,656 18.5 －減耗・廃棄

41,115 100 24,505 45,142 100 15,014 39,748 100 15,706 44,752 100 16,350 41,505 100 26,765合 計

表１－４－１ 第２期中期計画期間における受託研究課題一覧

年度 課題名 委託元

18年度 食品の安全性及び機能性に関する総合研究 （独）農業・食品産業技術総合研究機構果

樹研究所

18年度 ジャガイモモップトップウイルス汚染土壌の多検体 （独）農業・食品産業技術総合研究機構北

診断法の開発 海道農業研究センター

18年度 高生産地域輪作システム確立のための技術開発 （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

18～19年度 ばれいしょ培養茎頂のビーズガラス化法による超低 （独）農業生物資源研究所

温保存法の実用化

18～20年度 ウリ科野菜果実汚斑細菌病の日本への侵入･定着防止 （独）農業･食品産業技術総合研究機構野菜

技術の開発 茶業研究所

18～20年度 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総 （独）農業環境技術研究所

合研究

19年度 ＤＮＡ品種識別技術の妥当性の確認に関する調査 農林水産省

19～20年度 作物健康センサーによる実用的土壌病害虫等検知シス （財）北海道科学技術総合振興センター

テムの開発

19～21年度 バレイショ全粒種いも生産に向けた種いも予措技術 （独）農業・食品産業技術総合研究機構北海

と原種いも増殖技術の確立 道農業研究センター

20年度 ジャガイモシストセンチュウ簡易土壌検診技術の開 シストセンチュウ検診技術地域農業研究・普

発 及協議会

果樹類および果実加工品のＤＮＡ品種判別技術の開発 農業・食品産業技術総合研究機構果樹21～22年度 （独）

研究所

22年度 目指せ発病ゼロ！ウイロイドによって引き起こされ 愛知県農業総合試験場

るキクわい化病の防除体系の確立
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表１－４－２ 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１－６－１ 作物再配置実績

年度 作物名 点数 移管元・移管先

18 つつじ 24 嬬恋→西日本

さといも 112 知覧→西日本

計 136

19 つつじ 8 嬬恋→西日本

かんきつ 33 金谷→雲仙

びわ 38 金谷→鹿児島

いぐさ 167 知覧→雲仙

茶 391 知覧→雲仙

カーネーション 94 知覧→西日本

計 731

20 カーネーション 94 西日本→雲仙

こうぞ 7 金谷→雲仙

こんにゃく 16 金谷→雲仙

みつまた 7 金谷→雲仙

かんきつ 89 金谷→雲仙

くり 66 金谷→雲仙

茶 458 金谷→雲仙

計 737

21 じょちゅうぎく 42 八岳→西日本

ダイアンサス 40 西日本→雲仙

かんしょ 876 雲仙→鹿児島

計 958

22 ばれいしょ 851 中央→嬬恋

計 851
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表１－７－１ 施設整備

表１－７－２ 随意契約見直し計画の進捗状況

年度 施設整備・改修内容 実施農場
①栽培温室新築工事 西日本
②連棟雨よけ栽培施設新築工事 西日本
③防風柵設置工事 沖　縄
④事務室及び検定室屋根改修工事 十　勝
①栽培温室新築工事 西日本
②ばれいしょ増殖温室新築工事 北海道中央
③病害検定分析室改修工事 鹿児島
①培養系種子増殖温室新築 北海道中央
②増殖施設設置工事（網室改修） 十勝、嬬恋
③ばれいしょ品質管理棟新築工事 胆　振
④側枝苗育苗温室新築工事 沖　縄
⑤高圧受電設備及び構内配線改修工事 胆　振
①法面崩落防止工事 上　北

②病害虫浸入防止対策工事
北海道中央、後
志、胆振、上北

③ばれいしょ選別施設改修工事 後　志
22 ばれいしょ選別出荷施設新築その他工事 十　勝

18

19

20

21

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

比較増△減21年度

（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

見直し計画 見直し計画

競争入札等

22年度
22年５月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）

18年度 19年度 20年度
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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 (17年度) 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

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

（ ） （ ） （ ） （ ）一 般 管 95.5％ 96.1％ 96.4％ 96.5％

理費 決算額 198 158 80.0％ 139 87.5％ 139 100.0％. 120 86.4％ 135 112.7％

（ ） （ ） （ ） （ ）83.7％ 88.8％ 88.2％ 93.3％

予算額 302 298 98.9％ 295 98.9％ 293 99.2％ 291 99.4％ 293 99.0％

（ ） （ ） （ ） （ ）業 務 経 98.9％ 99.0％ 99.1％ 99.1％

費 決算額 364 361 99.1％ 353 97.8％ 353 99.9％ 344 97.4％ 345 100.3％

（ ） （ ） （ ） （ ）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：対前年度比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。

一般管理費 業務費

表１－７－４ 人件費の削減状況 単位:百万円

事 項 基準年度(17年度) 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

予 算 予算額 2,190 2,147 2,110 2,104 2,085 1,970

ベ ー 人件費削減率 △2.0％ △3.7％ △3.9％ △4.8％ △10.1％

ス 〃(補正値) △2.0％ △4.4％ △4.6％ △5.5％ △8.4％

決 算 決算額 2,111 2,108 2,081 2,055 2,001 1,932

ベ ー 人件費削減率 △0.1％ △1.4％ △2.6％ △5.2％ △8.5％

ス 〃(補正値) △0.1％ △2.1％ △3.3％ △3.5％ △5.3％

注：補正値とは行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に

基づく給与改定を除いた削減率である。なお、18年、19年、20年、21年度、22年度の行政職（一）職員の年間

平均給与の増減率はそれぞれ０％、0.7％、０％、△2.4％、△1.5％である。

表１－７－５ ラスパイレス指数の推移

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

98.9 98.5 98.8 98.3 97.8
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表１－７－６ コンプライアンス委員会開催実績

開催日 議 題

20年度 ８月27日 ・コンプライアンス推進体制について

（第１回） ・他機関の取組み状況について

（第２回） 11月25日 毒・劇物の取扱いについて

（第３回） 21年３月19日 毒・劇物の取扱いに関するフォローアップについて

21年度 10月23日 ・コンプライアンス推進規程の一部改正について

（第１回） ・行動規範（案）について

（第２回） 22年２月８日 ・行動規範（案）の職員アンケートの結果について

・アンケート結果を踏まえた行動規範の策定

22年度 23年３月１日 ・行動規範の策定から周知の取組について

（第１回） ・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 栽培試験実施計画結果 単位：点数

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

農林水産省からの通知による計画点数 926 856 923 898 727

（Ａ）

当該年度計画点数（Ｂ） 926 856 923 898 727

Ｂ／Ａ（％） 100 100 100 100 100

注：当該年度計画点数は、委託による栽培試験及び次年度以降に実施する栽培試験を含む。

表２－１－２ 栽培試験実施結果 単位：点数

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

出願点数 1,290 1,533 1,245 1,112 1,013

栽培試験実施点数 671 690 765 687 731

委 託 に よ る 栽 培 試 36 35 32 32 31

験実施点数 （７県９機関、１国 （６県８機関、１ （ ８県 10機関、１ （ ８県 10機関、１ （９県９機関、１民

立 大 学 、 １ 民 間 民間団体） 民間団体） 民間団体） 間団体）

団体）

注：栽培試験実施点数は、前年度及び当該年度に策定された計画のうち出願取下げ等を除き、センターにおいて

当該年度に栽培に着手した点数である。

表２－１－３ 栽培試験実施種類数 単位：種類数

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

種類数 75 74 83 95 123

注:実施点数は、当該年度に栽培に着手した登録出願品種数である。

表２－１－４ 栽培試験終了後の平均報告期間

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

当該年度平均報告期間 4.2ヶ月 3.1ヶ月 2.9ヶ月 2.9ヶ月 3.0ヶ月

(126日) (94日) (86日) (87日) (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。
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表２－１－５ 栽培試験対象を実施した新規植物種類の推移

年度 植物種類名 計

18 12種類ルクリア、ランタナ、ペンスモン ヘテロフィルス、フロックス、フクシア、ファレノプシス、デ

ルヒニュウム、つゆくさ、せんのう（リクニス）、ゲラニュウムキレネウム、おりづるらん、ダ

ッタンソバ

19 10種類レケナウルティア、クレマチス、ラベンダー、ヤスミヌム オッフィキナレ、カレンドュラス

フルティコサ、フィットニア、あじさい、タゲテス、おくら、ケール

20 ５種類おうごんかずら種、ホイヘラ属、バジル種、サンヴィターリア属、なつしろぎく種

21 18種類らっかせい種、アンスリウム属、べにばなとけいそう種、チリそけい属、アルテルナンテラ

・フィコイデア種、オーニソガラム属、ケンタウリウム属、コレオプシス属、ティアレラ属、

はまかんざし属、ユーホルビア・ヒペリシフォリア種、アカリファ・ウィルクシアナ種、じゅ

ずさんご種、においむらさき種、しろクローバー種、にら種×ぎょうじゃにんにく種、ガザ

ニア属、おおぼうしばな変種

22 20種類アカリファ カメドリィフォリア種、アクティノツス ヘリアンシ種、アストランティア属、アレ

ナリア モンタナ種、あわ種、エスキナンツス属、オオバナノノコギリソウ種、カマエメル

ム ノビレ（ローマカミツレ）種、しかくまめ種、しまおおたにわたり種、じゃのひげ種、ソリ

ダゴ属、のじぎく種×きく種、ひえ種、ひめいわだれそう種×いわだれそう種、ベロニカ

属、みつば種、ミューレンベッキア コンプレクサ種、ヤブラン属、るりはこべ（アナガリス

モネリ）種

合 計 65種類

表２－１－６ 栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアルの作成

年度 栽培・特性調査マニュアル 特殊検定マニュアル

対象植物 計 対象項目 計

18 トマト、マーガレット、るりと ６種類 そばのルチン含量 １種類

うわた、とうがらし、ばら(改

正)、ダイアンサス（改正）

19 きんぎょそう １種類 －

20 ロベリア、ペチュニア（改正） ２種類 －

21 コリウス、ばれいしょ、オステ ３種類 －

オスペルマム（改正）

22 ディアスキア、カリブラコア、 ３種類 －

ニューギニアインパチェンスグ

ループ類

合 計 15種類 合 計 １種類
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表２－１－７ 対照品種保存点数の推移

期中の18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

合計点数種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数

合 収集 77 884 63 577 73 598 75 809 85 459 3,384

計 廃棄 18 354 31 225 26 57 27 556 51 787 1,979

累計 154 4,502 152 4,854 181 5,388 184 5,650 164 5,322 －

種 収集 39 227 39 170 47 289 41 204 61 343 1,233

子 廃棄 3 4 10 18 5 6 9 15 23 63 106

累計 106 2,769 122 2,921 124 3,197 128 3,386 128 3,666 －

種 収集 － － － － － － － － － － －

菌 廃棄 － － － － － － － － － － －

累計 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 －

栄 養 収集 38 657 30 407 26 309 34 605 26 116 2,094

体 種 廃棄 15 350 22 207 21 51 18 532 31 724 1,864

苗 累計 43 1,618 50 1,818 52 2,076 51 2,149 47 1,541 －

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。

表２－１－８ 種類別審査基準案作成等の実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計

着手種類数 13 19 17 15 14 78

作成種類数 13 16 18 13 13 73

平均作成期間 ８ヶ月 ７ヶ月 ９ヶ月 ８ヶ月 ８ヶ月 －

表２－１－９ 出願品種の種子及び種菌の保存実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 期中の

種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 合計数

種 子 新規 55 210 58 251 47 208 47 173 52 146 988

廃棄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

累計 178 3,602 184 3,833 186 4,041 192 4,214 195 4,360 －

種 菌 新規 7 14 6 28 6 17 5 24 8 27 110

廃棄 6 12 2 6 3 6 0 0 0 0 24

累計 17 239 16 261 16 272 16 296 17 323 －

注１：18年度～21年度は（独）森林総合研究所、22年度は(財)林業科学技術振興所に委託保存。

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。
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表２－１－10 栽培試験の継続が不可能となった品種の状況

植物種類 品種数 主な原因 対応

18 あじさい ４ 提出された種苗の発根が不十分であったこと及び葉焼け等 再試験

の影響による生育不良のため

～

19 カランコエ 20 挿し木苗の発根の遅れと過湿等による生育不良のため 国 際 審 査

年 協力

度 ダイアンサス 25 ウイルス病による生育不良のため 再試験

カーネーション 17 ウイルス病による生育不良のため 再試験

計 66

20 きく種 ２ 保管中の挿し穂に黒変腐敗が発症 再試験

年 １ 提出された種苗に老化、褐斑腐敗が見られ、挿し木後に症

度 状が拡大

１ きくわい化ウイロイドの発生

ペチュニア属 ２ ウイルス病の発生 再試験

カリブラコア属 ６ 土壌酸度(pH)が高めであったことによる鉄欠乏症の発生 再試験

１ ウイルス病の発生

リモニウム属 １ 通常の栽培方法では十分な生育量が得られない品種であっ 再試験

た

シクラメン属 ３ 萎凋病の発生 再試験

カーネーション １ 種苗提出の遅れ及び発根不良 再試験

種 ３ ウイルス病の発生

ダイアンサス属 ４ ウイルス病の発生 再試験

カランコエ属 １ 疫病の発生 再試験

計 26

21 ゆり属 １ 強風被害 再試験

年 １ 球根の充実度及び栽培環境の要因による未開花株の発生 現地調査

度 レタス種 ２ 結球始期の高温による結球異常 再試験

ペチュニア属 ２ 生育不良株の発生（環境条件や管理方法、種苗の健全性に 再試験

ついて検証を行ったが特段の問題はなく、品種固有の問題

と考えられる ）。

カリブラコア属 １ 生育不良株の発生（環境条件や管理方法、種苗の健 に 再試験全性

ついて検証を行ったが特段の問題はなく、品種固有の問題

と考えられる ）。

オランダかいう １ 未開花株の発生（湿地性の本品種は特別な栽培条件を要す 現地調査

属 るものと考えられる ）。

バーベナ属 18 梅雨期の集中豪雨による生育量の不足 再試験

カンパニュラ属 １ 未開花株の発生（本品種は特別な栽培条件を要するものと 再試験

考えられる ）。

きく種 ２ きくわい化ウイロイド(CSVd)の発生 取り下げ

カーネーション １ 親株の生育が十分でなく、わき芽の発生が少なかったこと 再試験

種 による増殖株数不足

カランコエ属 １ 茎腐れ症状の発生（栽培条件の検証や病理検査により原因 現地調査

究明を行ったが特定はできず、品種固有の問題と考えられ

る ）。

はぼたん亜種 １ 結球株の発生 高性品種のみ結球株が観察されたことから 再試験（ 、

特別の栽培条件を要するものと考えられる ）。

計 32

アクティノツス ヘ 作型の不適（出願書に記載の作型では翌春の調査時期に生 再試験22 ４

リアンシ種 育量の確保が困難。）年

提出種苗の品質不良 再試験度 １



- 64 -

発芽不良 再試験１

ア ス トラ ンテ ィ ア 対照品種の未開花 再試験１

マヨル種

オーニソガラム属 球根の休眠 現地調査１

かんしょ種 植物防疫所で実施した蒸熱処理（47～48℃）の影響による塊 再試験１

根の腐敗

台風7号による折損、冠水被害 未定１

きく種 生育不良株の発生(環境条件や管理方法、種苗の健全性につ 再試験４

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 立枯病の発生 再試験１

ゼラニウム類 提出種苗の罹病（茎腐病) 再試験１

とうがらし属 記録的な猛暑による結実不良 再試験１

トマト種（萎凋病レ 病原性のある菌株が入手困難 試験中止４

ース２）

トマト種(根腐萎凋 病原性のある菌株が入手困難 試験中止３

病）

にちにちそう種 連絡の不備(必要な対照品種が未供試となった。) 再試験１

ばら属(庭園) ホウ素欠乏症の発生 再試験２

出願者の種苗の誤送付 再試験１

リモニウム属(シヌ 作型の不適 未定３

アータ)

レタス種 記録的な猛暑による芯腐れ症 再試験２

計 33

合計 157
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表２－１－11 栽培試験担当者研修の実績

年度 研修名 期間等 受講

者数

18 技術顧問による専門技術指導 5回、延べ21植物種類 －

技術顧問による専門技術指導 5回、延べ14植物種類 －

19 作物別専門技術研修 2植物種類 きんぎょそう ロベリア －（ 、 ）

初級専門技術研修 4日間（8月28～31日） 5

審査基準作成専門技術研修 4日間（9月10～13日） 2

初級専門技術研修 3日間（9月3～5日） 5

審査基準作成専門技術研修 10ヶ月（6月～3月） 5

20 うち集合研修は5日間（10月6～10日）

中級者専門技術研修 10ヶ月（6月～3月） 2

うち集合研修は3日間（2月4～6日）

初級専門技術研修 3日間（9月2～4日） 6

審査基準作成専門技術研修 10ヶ月（6月～3月） 3

21 うち集合研修は5日間（10月5～9日）

中級者専門技術研修 10ヶ月（6月～3月） 2

うち集合研修は1日間（3月17日）

初級専門技術研修 4日間（9月6～9日） 3

審査基準作成専門技術研修 10ヶ月（6月～3月） 2

22 うち集合研修は4日間（9月27～30日）

中級者専門技術研修 9ヶ月（6月～2月） 1

うち集合研修は1日間（2月16日）

表２－１－12 栽培地の調査及び専門家への意見聴取の実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計

栽培地の調査（件） 25 21 14 18 16 94

専門家への意見聴取 13 ６ 21 25 18 83

表２－１－13 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２－１－14 依頼に基づく講演の実績

年度 講演（ヶ所） 参加者数（名）

18 21 1,565

19 17 567

20 24 1,348

21 27 1,102

22 18 615

合 計 107 5,197
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表２－１－15 知的財産権に関する専門研修の実績

年度 専門研修 フォローアップ研修

会場 研修生数 実施回数 参加者数

19 ４ヶ所 84名 ６回 228名

20 ４ヶ所 76名 ９回 458名

21 ４ヶ所 133名 ３回 90名

合 計 12ヶ所 293名 18回 776名

表２－１－16 相談件数 単位：件

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計

食用作物 ２ ５ １ ０ ２ 10

工芸作物 ３ ０ １ ４ １ ９

野菜 ６ ５ ６ ５ ６ 28

育成者権侵害に関 果樹 ４ ８ ４ ５ ２ 23

する相談 草花類 ４ ９ 14 16 11 54

鑑賞樹 10 ５ ２ ２ １ 20

林木 ０ ０ ０ １ ０ １

きのこ類 ６ １ ４ １ ３ 15

小計 31 33 32 34 26 156

品種登録一般に関する相談 24 39 47 69 76 255

合 計 55 72 79 103 102 411

表２－１－17 品種類似性試験実績 単位:件

特性比較 比較栽培 ＤＮＡ分析 合計 期日内施行

件数 期日内 件数 期日内 件数 期日内 件数 年度内実 期日内施 期日内

施件数 行件数 施行割合

18年度 ７ ７ 13(３) ７ ２ ２ 22 18 11 61.1%

19年度 ０ ０ ３(１) ０ １ １ ４ 3 0 0%

20年度 ４ ４ １ １ ０ １ ５ 6 6 100%

21年度 ２ ２ ２ ４ 84(８) 76 88(８) 82 82 100%

22年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 －

合計 13 19(４) 87(８) 119(12) 109 99 90.8【91.7%】

注１：件数は依頼件数であり、カッコ内は内数で依頼取り下げとなったもの。

注２：年度内実施件数は年度内に試験が終了したもの。

注３：期日内とは、特性比較及び比較栽培については試験終了後30日以内に施行（ＤＮＡ分析の場合７日以内に施

行）したことをいう。

注４：施行が次年度以降になった場合はその年度の実績とした。

期日内施行割合は、期日内施行件数を年度内実施件数で除したもの。また、同欄の【 】は依頼者の手数料

振込の遅れにより期日内に施行できなかったものを除いたものである。
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表２－１－18 ＤＮＡ分析による品種類似性試験が可能な種類

導入した年度 種類

15～16 いぐさ

17 いちご

18 おうとう

19 茶、白いんげんまめ

20 ニホンナシ

21 小豆、小豆あん

22 －

合 計 ７種類

表２－１－19 侵害状況記録実施 単位：件

草花 野菜 果 樹 工芸作物 きのこ類 計

18年度 ３ ０ ０ ０ ０ ３

19年度 ２ ０ １ ０ ０ ３

20年度 ４ １ １ ０ ６ 12

21年度 ７ ０ １ ０ １ ９

22年度 ０ ０ ０ ０ １ １

合 計 16 １ ３ ０ ８ 28

表２－１－20 寄託の実績 単位：件

草花類 果 樹 工芸作物 きのこ類 合計

18年度 ８ ０ ０ ０ ８

19年度 10(３) ０ ０ ０ 10(３)

20年度 ４(３) ０ ０ ６ 10(３)

21年度 ７(３) ０ ０ ６(２) 13(５)

22年度 ４(４) ０ ０ ３(２) ７(６)

合計 33(13) ０ ０ 15(４) 48(17)

注:カッコ内はうち更新数

表２－１－21 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 合 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２－１－22 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

06－１ ソルガム － Ａ Ａ

06－２ フダンソウ Ａ ＢＭＰ Ａ

06－３ インゲンマメ Ｂ

07－１ ギニアグラス Ａ Ａ －

07－２ アルファルファ Ａ Ａ Ａ Ａ

07－３ ダイコン Ｂ Ａ Ａ

08－１ イタリアンライグラス ＢＭＰ Ａ Ａ ＢＭＰ

08－２ マツバボタン Ａ － Ａ

08－３ ニンジン Ｂ Ｃ Ａ

09－１ オオムギ Ａ Ａ Ａ Ｂ

09－２ アマ ＢＭＰ Ａ Ａ

09－３ イネ Ａ Ａ Ａ

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１：評価はＡ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、ＢＭＰ（below minimum performance）＝０点の４段階あり、検査

項目ごとの総合評価がこの点数の合計（直近６回分）によって決まる。

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

査手順をフロー図にし関係者に周知した。

注３：アマは割れ種子の判定に問題があると思われたことから、ＩＳＴＡへ写真を送るなどして、ＩＳＴＡ基準を

確認した。

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 高汚染レベルサンプルに対し、 特 に コ メ

over estimate（過大評価） ントなし over estimate（過大評価） ントなし
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表２－２－２ 依頼検査件数及び点数

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

件数 点数 件数 点数 件数 点数 件数 点数 件数 点数

国内種子検査 115 625 121 615 126 786 112 708 110 633

(1) (2)

国際種子検査 141 321 116 259 130 294 153 324 147 344

(1) (2)

合 計 256 946 237 874 256 1,080 265 1,032 257 977

(1) (2) (1) (2)

カッコ 20年度は依頼者の都合によるものであり、22年度は再検査を注： 内は50日以内に報告できなかった数。但し、

行い、報告が遅れたものである。

表２－２－３ 依頼業者からの要望

年度 依頼業者からの要望事項 対応

18 種子伝染性病害検査の項目拡大 追加項目を検討

19 種馬鈴しょの表示の適正化 表示検査において留意するとともに、農

林水産省に要望内容を報告

20 カブ黒腐病の項目追加 検査方法の調査研究を行い21年度に項目

追加

21 ニンジン斑点細菌病の項目追加 検査方法の調査研究を行い22年度に項目

追加

22 エンドウモザイク病の項目追加 予備調査を開始

表２－２－４ 依頼検査に対するクレーム及び改善措置の内容

年度 クレームの内容 原因 業務の改善措置の内容

18 無し

19 証明書のロットナンバーの誤り 依頼書の記載ミ 試料抽出時にロットナンバー等の写

ス 真を撮り記録するよう検査試料抽出

要領を改正

20 無し

、21 証明書の検査終了日（月）の誤り 検査野帳の様式 品質保証マニュアルの様式を是正し

の不備 経緯を記録

22 証明書の品種名の誤り（２件） チェックミス チェック体制を強化し、経緯を記録
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表２－２－５ 種子伝染性病害検査の種類数

依頼項目に追加した病害 追加項目数 病 害 検 査

年度 国内種子検査 国際種子検査 国 内 種 国 際 種 種類数

子検査 子検査

18 キュウリ緑斑モザイク病 － ２ ０ 17

メキャベツ黒腐病 （12） （３） (15)

19 トウガラシトバモウイルス病 キャベツ黒腐病 １ ５ 23

カリフラワー黒腐病

ブロッコリー黒腐病

メキャベツ黒腐病

ハクサイ黒腐病

20 キャベツ根朽病 － １ ０ 24

21 カブ黒腐病 カブ黒腐病 １ １ 26

22 ニンジン斑点細菌病 － １ ０ 27

注：18年度のカッコ内は、うち数で17年度までの病害種類数である。

病害の検査実績

年度 点数

国内検査 国際検査 計

18 40 0 40

19 25 0 25

20 59 4 63

21 57 17 74

22 82 6 88

合 計 263 27 290

表２－２－６ ＥＣナショナルカタログ登録品種に係る検査実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

記録の作成及びサ ３業者８種類 ７業者８種類 ７業者６種類 ５業者８種類 ７業者13種類

ンプルの保管検査

事後検定 ６種類40品種 ９種類23品種 ９種類47品種 ５種類39品種 ７種類25品種

表２－２－７ 専門技術研修課題及び検査マニュアル作成

年度 専門技術研修課題 検査マニュアル作成

18 レタスモザイク病の検査法について

19 ウリ科果実汚斑細菌病の検査法について 品種純度検査実施手順書

20 テトラゾリウム検査法について 品質保証マニュアル

店頭表示検査実施要領

指定種苗の集取実施要領

品種純度検査実施要領（改正）

21 にんじん黒斑病の検査法について 検査計画策定要領

種子検査実施要領

病害検査実施要領

検査結果報告要領

検査試料保管要領

22 純潔種子及び異種種子の検査法について 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
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表２－２－８ 指定種苗の表示検査実績

年度 検査点数 不完全表示点数

18 16,376 60(0.4％)

19 17,135 79(0.5％)

20 17,776 29(0.2％)

21 17,319 187(1.1％)

22 15,821 23(0.2％)

２－２－９ 指定種苗の集取点数及び発芽検査実績

年度 集取点数 検査点数 表示発芽率に満たなかった点数

18 3,138 3,138 126(4.0％)

19 3,203 3,203 114(3.6％)

20 3,006 3,006 78(2.6％)

21 3,037 3,036 86(2.8％)

22 3,027 3,027 77(2.5％)

注：21年度に集取した種苗のうち、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。

表２－２－10 品種純度検査・病害検査・遺伝子組換え種子検査の実績

品種純度検査 病害検査 遺伝子組換え種子検査

年度 計画点数 実施点数 計画点数 実施点数 計画点数 実施点数

種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数

17 8 145 8 154(0) 5 140 5 142(26) 2 17 2 31(0)

18 9 150 7 130(2) 5 160 5 165(20) 2 30 2 33(0)

19 9 155 9 161(2) 5 160 5 169(13) 2 30 2 34(0)

20 9 160 11 160(3) 5 170 5 173(14) 2 30 2 35(0)

21 14 170 11 173(0) 5 180 5 184(20) 2 30 2 36(0)

22 14 170 14 182(*) 5 190 5 190(20) 2 30 2 36(*)

合計 55 805 52 806(*) 5 860 5 881(87) 2 150 2 174(*)

注１：カッコ内は指定種苗の生産等に関する基準に満たなかった点数で、＊は検査中である。

注２:品種純度検査の種類数の合計は延べ数であるが、それ以外の検査の種類は毎年度、同一である。

合計には17年度分を含まない。
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種類別品種純度検査実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数 種類 点数

めキャベツ 3(1) とうもろこし 20(0) アスパラガス 10(0) えんどう 20(0) いんげんまめ 25(0)

にんじん 25(0) いんげんまめ 21(0) えだまめ 20(0) おくら 10(0) キャベツ 20(0)

きゅうり 11(0) だいこん 25(2) かぶ 11(0) かぼちゃ 15(0) ねぎ 葉ねぎ 10(0)（ ）

かぶ 30(1) ほうれんそう 25(0) からしな 20(0) カリフラワー 16(0) セロリー 5(0)

しゅんぎく 15(0) とうがらし 17(0) キャベツ 25(1) しゅんぎく 15(0) ブロッコリー 20(0)

在来なたね 30(0) パセリ 8(0) たまねぎ 20(0) だいこん 25(0) 在来なたね 15(1)

メロン 16(0) ねぎ 15(0) とうがらし 15(1) とうもろこし 15(0) ほうれんそう 15(0)

なす 15(0) トマト 15(0) にら 10(0) にんじん 17(検査中)

きゅうり 15(0) にんじん 16(0) はくさい 25(0) すいか 10(検査中)

めキャベツ 3(1) メロン 10(0) たまねぎ 15(検査中)

ゆうがお 5(0) レタス 12(0) トマト 10(検査中)

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)

130(2) 161(2) 160(3) 173(0) 182(検査中)合計 合計 合計 合計 合計

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である。

種類別病害検査実績

年度 いんげんまめ炭そ病 えんどう褐斑病 にんじん黒斑病 ゆうがおつる割病 合計

・褐紋病

18 42(１) 40(８) 72(11) 11(０) 165(20)

19 46(１) 40(７) 71(５) 12(０) 169(13)

20 47(０) 40(９) 74(５) 12(０) 173(14)

21 52(０) 40(６) 79(14) 13(０) 184(20)

22 56(０) 40(３) 82(16) 12(１) 190(20)

合 計 243(２) 200(33) 378(51) 60(１) 881(87)

注１：カッコ内は罹病種子が認められた点数である。

注２：＊は検査中である。

遺伝子組換え種子検査（とうもろこし）実績

年度 遺伝子の種類 検査点数

18 Bt9、Bt10 33(0)

19 Bt9、Bt10 34(0)

20 Bt9、Bt10 35(0)

21 Bt9、Bt10 36(0)

22 Bt9、Bt10 36(検査中)

合 計 174(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２－２－11 遺伝子組換え種子モニタリング実績

年度 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

18 Bt11,Event176,GA21,Mon810,T25 33(0) RRS 12(0)

19 Bt11,Event176,GA21,Mon810,T25 34(0) RRS 13(0)

20 Bt11,Event176,GA21,Mon810,T25 35(0) RRS 12(0)

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

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

合 計 174(検査中) 61(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

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 配布価格

年度 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 (円）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ Ｄ／Ｃ

秋植用ばれいし 18 3,035 3,400 3,489 102.6 2,940 2,912 99.0 1,570

ょ原原種（袋） 19 3,297 3,507 6,251 178.2 3,075 3,075 100.0 1,570

20 3,140 3,330 3,851 115.6 2,912 2,912 100.0 1,670

21 3,057 3,160 4,185 132.4 2,750 2,747 99.0 1,650

22 2,504 2,560 2,092 81.7 2,407 2,120 88.1 1,770

春植用ばれいし 18 64,420 68,100 72,462 106.4 64,218 64,218 100.0 1,570

ょ原原種（袋） 19 64,306 67,139 70,071 104.4 64,372 64,188 99.7 1,570

20 62,331 64,480 69,798 108.2 64,552 64,098 99.3 1,670

21 61,258 62,510 67,552 108.1 62,986 62,986 100.0 1,650

22 61,506 63,130 69,933 110.6 63,997 63,887 99.8 1,770

夏植用さとうき 18 1,646 1,646 1,613 98.0 1,613 1,613 100.0 1,427

び原原種 千本 19 1,670 1,670 1,469 88.0 1,469 1,469 100.0 1,427（ ）

20 1,433 1,433 1,399 97.6 1,396 1,396 100.0 1,427

21 1,351 1,351 1,265 93.6 1,265 1,265 100.0 1,427

22 1,212 1,212 1,217 100.4 1,325 1,217 91.8 1,357

春植用さとうき 18 1,214 1,214 968 79.7 968 1,041 100.0 1,427

び原原種 千本 19 1,013 1,013 1,041 102.8 1,041 1,041 100.0 1,427（ ）

20 974 974 1,053 108.1 997 997 100.0 1,427

21 1,014 1,014 964 95.3 964 964 100.0 1,427

22 1,012 1,012 993 98.1 993 993 100.0 1,357

注１: 秋植用ばれいしょ原原種及び夏植用さとうきび原原種は当該年植付け用である。

注２：春植用ばれいしょ原原種及び春植用さとうきび原原種は次年植付け用である。

注３：ばれいしょ原原種申請数量及び配布数量には次年度の追加申請配布分及び特別種苗を含む。
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表２－３－２ 病害虫防除、病害検定及び病害罹病率

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

病害虫防除実施回数

秋植用ばれいしょ原原種 12～13 ９～12 10～12 ９～12 ７～９

春植用ばれいしょ原原種 ６～12 ９～12 ８～４ ８～12 ７～15

夏植用さとうきび原原種 15～19 13～20 14～19 ７～11 12～20

春植用さとうきび原原種 13～21 14～18 12～20 12～23 10～20

肉眼による病害検定実施回数

秋植用ばれいしょ原原種 ４～７ ４～10 ５～11 ７～11 ４～10

春植用ばれいしょ原原種 ５～11 ５～９ ５～８ ５～９ ５～10

夏植用さとうきび原原種 12～14 12～14 13～14 12～13 13～14

春植用さとうきび原原種 12～14 12～14 12～13 13 12～13

収穫直前の検定における病害罹病率(%)

秋植用ばれいしょ原原種 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

春植用ばれいしょ原原種 0.002 0.004 0.003 0.002 0.001

夏植用さとうきび原原種 0.001 0.007 0.002 0.000 0.037

春植用さとうきび原原種 0.000 0.011 0.005 0.007 0.008

配布した原原種の萌芽率・発芽率(%)

秋植用ばれいしょ原原種 98.4 99.1 94.8 99.3 94.6

春植用ばれいしょ原原種 98.3 98.7 99.4 99.3 98.6

夏植用さとうきび原原種 98.2 98.1 97.0 98.4 89.0

春植用さとうきび原原種 98.3 98.3 96.1 97.6 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 種苗の申請から配布までの期間

種苗名 配布種苗 申請期限 配布開始 申請 終日

ばれいしょ原原種 18年秋植用 ６月末日 ８月14日 －

19年秋植用 〃 ８月15日 －

20年秋植用 〃 ８月12日 －

21年秋植用 〃 ８月26日 ７月７日

22年秋植用 〃 ８月19日 ７月20日

ばれいしょ原原種 19年春植用 ９月15日 10月31日 －

20年春植用 〃 10月31日 －

21年春植用 〃 10月27日 －

22年春植用 〃 11月６日 ９月29日

23年春植用 〃 11月５日 10月22日

さとうきび原原種 18年夏植用 ７月末日 ９月22日 －

(夏植用） 19年夏植用 〃 10月10日 ９月４日

20年夏植用 〃 ９月10日 －

21年夏植用 〃 ９月25日 －

22年夏植用 〃 ９月10日 －

さとうきび原原種 19年春植用 １月15日 ４月５日 ２月23日

(春植用） 20年春植用 〃 ２月６日 －

21年春植用 〃 ２月23日 －

22年春植用 〃 １月12日 －

23年春植用 〃 ２月21日 －

注：申請 終日は、申請期限から配布開始までの期間が、ばれいしょ1.5か月、

さとうきび２か月以上となった年の 後に道県から申請のあった日である。
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表２－３－４ 改善計画における改善事項の例

年度 改 善 事 項 （例）

ばれいしょ 18 ・生育後期の抜取り回数増加、再生葉の除去の徹底

19 ・ソイルコンディショニングによる除礫、明渠・暗渠の敷設、心土破砕による透水性の改善、

土壌改良材の投入、選別の厳選とチェック機能の強化

20 ・病株抜取り技術の向上と抜取り回数の増加、再生葉の除去と野良いも対策の徹底による無病

性の向上

21 ・ばれいしょのジャガイモＹウイルスＮＴＮ系統当代感染株及び異形株の徹底した抜取り

22 ・秋作用生産における霜害対策のため、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 18 ・防風柵の整備による台風被害の軽減、生育促進

19 ・防風柵の整備による台風被害の軽減、生育促進

20 ・メイチュウ防除と病株抜取りの徹底。台風等による倒伏対策の実施

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

の徹底

22 ・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

表２－３－５ アンケート結果

総合評価

年度 18 19 20 21 22

春植用ばれいしょ 4.1 4.3 4.2 4.1 4.1

秋植用ばれいしょ 4.2 4.2 4.0 4.1 2.9

春植用さとうきび 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4

夏植用さとうきび 4.5 4.4 4.4 4.4 3.7

表２－３－６ クレームの内容と対応

年度 内容 対 応

18 炭そ病類似症状による塊茎表面の陥没 聞き取り調査及び配布先との協議の結果、代替品を配布することと

（２件） した

異品種の混入 現地調査に赴き、異品種株を処理した

種いも切断後の塊茎腐敗（２件） 荷受から植え付けまでの種いもの温度管理や器具の消毒等の指導を

行った

緑化、変形及び小玉の混入 現地調査に赴き配布先と協議した結果、備蓄より代替品を配布する

こととした

19 炭そ病類似症状による塊茎表面の陥没 聞き取り調査及び配布先との協議の結果、代替品を配布することと

（１件） した

粉状そうか病と疑われる症状（２件） 聞き取り調査及び配布先との協議の結果、代替品の配布は行わない

こととした

黒あし病症状（１件） 現地調査及び配布先との協議の結果、収穫作業での受傷に注意する

とともに、貯蔵前に十分乾燥させるよう種いも管理についてお願い

した

種いも切断後の塊茎腐敗（１件） 荷受から植え付けまでの種いもの温度管理や器具の消毒等の指導を

行った

疫病による塊茎腐敗（１件） 配布先と協議した結果、腐敗塊茎の処分をお願いした
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20 乾腐病類似症状による腐敗（３件） 現地調査及び配布先との協議の結果、代替品を配布することとした

種いも切断後の腐敗（２件） 現地調査及び配布先との協議の結果、代替品を配布することとした

萌芽不良（１件） 原因を調査したところ、カルシウム不足が疑われたことから、土壌

改良資材の施用等による改善策を図ることとし、配布先にその旨説

明した

黒あざ病塊茎の混入（１件） 現地調査及び配布先との協議の結果、種いも消毒等の実施をお願い

した

21 乾腐病等類似症状による腐敗及び陥没 配布先との協議の結果、代替品を配布した

症状（７件）

皮目肥大及び変形塊茎の混入（１件） 病気によるものではなく、種いもとしての能力は問題ないので、種

として使用していただくようお願いした

黒あざ病塊茎の混入（２件） 現地調査及び配布先との協議の結果、病害塊茎除去後の不足分につ

いて代替品を配布した

黒目症状塊茎の混入(１件） 配布先との協議の結果、代替品を配布した

22 乾腐病等類似症状による腐敗及び陥没 配布先との協議の結果、重症のものについて代替品を配布した

症状（３件）

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

22年秋植用ばれいしょの腐敗等 13件 現地調査及び配布先への対応策の説明を行うとともに、一部返金を（ ）

行った

表２－３－７ 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 20年度 21年度 22年度

収量 収量 萌芽率 対照 収量（ ）

ニシユタカ 97 158 99.1 95.5) 99(

冷蔵貯蔵 デジマ 45 72 94.5 96.2) 119(

アンデス赤 － 77 92.2 98.7) 115(

ニシユタカ － 124 96.1 95.5) 101(

恒温恒湿貯蔵 デジマ － 112 21.5 96.2) －(

アンデス赤 － 144 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 － 96 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 22年度の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２－３－８ 調査用種苗の提供実績

年度 提供機関 品種数 提供数（㎏）

秋植用ばれいしょ 18 ２ ８ 1,390

19 ３ ８ 1,490

20 ２ ８ 2,040

21 ３ 10 1,370

22 ２ ７ 300

合 計 延べ12 延べ41 6,590

春植用ばれいしょ 19 13 64 11,608

20 18 66 14,421

21 16 71 14,431

22 24 71 13,001

23 21 79 16,155

合 計 延べ92 延べ 351 69,026

春植用さとうきび 19 １ １ 4,900

20 ３ ３ 14,700

21 １ １ 7,000

22 ０ ０ ０

23 ３ ８ 10,600

合 計 延べ８ 延べ13 37,200

夏植用さとうきび 19 ０ ０ ０

20 ０ ０ ０

21 ０ ０ ０

22 １ １ 900

23 ０ ０ ０

合 計 延べ １ 延べ１ 900

表２－３－９ 有望系統段階からの母本の無病化実績（系統・品種数）

ばれいしょ さとうきび

無病化 特性確認 無病化 特性確認

18年度 19 19 10 16

19年度 13 17 17 12

20年度 17 11 10 15

21年度 17 15 12 18

22年度 18 14 15 22

表２－３－10 災害対策用種子の生産及び予備貯蔵実績 （単位：ｔ）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

そば 予備貯蔵 31 36 28.9 28.9 29.8

配布実績 2.3 3.8 ０ 7.9 14.9

大豆 予備貯蔵 7.6 4.8 5.5 5.5 5.4

配布実績 0.3 ０ ０ ０ ０
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表２－３－11 畑作物の調査用種苗配布実績

年度 機関名 作物名 配布数量 （kg）

18 (財)いも類振興会 かんしょ 1,190

19 (財)いも類振興会 かんしょ 990

20 要請なし － －

21 要請なし － －

22 （独）農業・食品産業総合研究機構九州沖縄農業研究センター そば 30
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表２－４－１ 重点調査研究課題の主な成果と業務への導入状況

重点課題名 主な成果 業務への導入状況

１ 品種識別のためのＤ ・ばれいしょについて、文献から選定した9種類 ・142種類が識別できるデータベース

ＮＡマーカーの情報 のSSRマーカーにより、142品種の識別が可能 を作成（18年度）し 「とうや」の、

収集・開発 であることを確認。 品種確認に使用 （21年度）。

・カーネーションについて、濃縮ライブラリー ・開発したマーカーを同様の研究を

法により13のSSRマーカーを開発。 行っている機関に提供 （20年度）。

２ 農産物の加工品にお ・小豆加工品について、試験研究機関が開発し ・品種類似性試験のＤＮＡ分析対象

。（ ）けるＤＮＡ品種識別 たDNA品種識別技術により 中を除き表示され 加工品に小豆あんを追加 22年度

技術の開発 た品種と原材料の品種が同一であること等を

確認。

３ 種子伝染性病害の検 ・キュウリ緑斑モザイク病について、簡易検査 ・キュウリ緑斑モザイク病を依頼種

査手法の開発 法を確立。 子検査項目に追加 （18年度）。

・トウガラシにおけるTobamovirusについて、簡 ・トウガラシにおけるTobamovirusを

。（ ）易検査法を確立。 依頼種子検査項目に追加 19年度

・キャベツ根朽病について、ISTA法の判別基準 ・キャベツ根朽病を依頼種子検査項

を明確化。 目に追加 （20年度）。

・カブ黒腐病について 「金町小かぶ」を検定植 ・カブ黒腐病を依頼種子検査項目に、

物とする検査法を確立。 追加 （21年度）。

・ニンジン斑点細菌病について、ISTA法に規定 ・ニンジン斑点細菌病を依頼種子検

された３種類の培地のうちMKM培地とMD5A培地 査項目に追加 （22年度）。

を使用する検査法を確立。

４－１ 種苗生産（ばれ ・粉状そうか病について、おとり植物を用いた ・粉状そうか病の農薬費を年間140万

いしょ）のコスト低 競合ＰＣＲ法を確立するとともに、研究機関 円程度削減 （21年度以降）。

減に係る技術の開発 が開発した土壌直接抽出法を改良し、検定マ

ニュアルを作成。

・ばれいしょの器内増殖システムについて、通

気による液面操作培養法を確立し、マイクロ

チューバー生産マニュアルを作成。

４－２ 種苗生産（さと ・サトウキビわい化病について、PCR-RFLP法に ・サトウキビわい化病の検定業務に

うきび）のコスト低 よる検定法を確立し 検定マニュアルを作成 導入（20年度）するとともに、沖、 。

減に係る技術の開発 ・サトウキビモザイク病について、RT-PCR用プ 縄県下のサトウキビのわい化病罹

ライマーによる検定法を確立し、検定マニュ 病率を調査し、製糖工場にデータ

アルを作成。 を提供 （21年度）。

・サトウキビ側枝苗の水耕発根技術を確立し、

水耕発根法マニュアルを作成。

５ 高品質ばれいしょ原 ・黒あし病について、King'B培地による増菌とE ・黒あし病の検定業務に導入。

原種生産管理技術体 LISA法・ＰＣＲ法を組み合わせた簡易で高精 (22年度)

系の確立 度な検定法を確立。

・ウイルス病の遺伝子診断による一括検出技術 ・新品種等の導入塊茎の検定業務に

について、RT-PCR-MPH法による９種類のウイ 導入 （22年度）。

ルスの一括検出技術を確立し、マクロアレイ

マニュアルを作成。

・ジャガイモモップトップウイルス（PMTV）に ・PMTVの検定業務に導入（20年度）

ついて、研究機関で開発した高精度で検出す するとともに、ばれいしょ原原種

る技術を実証･導入。 生産農場の植付け予定ほ場の土壌

。（ 、 、及び原原種の検診を実施 20 21

22年度）
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表２－４－２ 試験研究機関等との連携

年度 課題名 連携機関

共同研究 18年度 食品の安全性及び機能性に関する総合研究 （独）農業・食品産業技術総合研

分担課題：果実加工製品における品種判別技術の 究機構果樹研究所

マニュアル化と実証

18年度 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 （独）農業・食品産業技術総合研

分担課題：ジャガイモモップトップウイルス汚染 究機構北海道農業研究センター

土壌の多検体診断法の開発

18年度 高生産性地域輪作システム確立のための技術開発 （独）農業・食品産業技術総合研

分担課題：新栽培体系に適した種いも生産技術の 究機構北海道農業研究センター

開発

18～19年度 栄養繁殖性遺伝資源の効率的保存体制確立のため （独）農業生物資源研究所

の基礎的試験及び実用化事業

分担課題：ばれいしょ培養茎頂のビーズガラス化

法による超低温保存法の実用化

18～20年度 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 （独）農業・食品産業技術総合研

分担課題：ウリ科野菜果実汚斑細菌病の日本への 究機構野菜茶業研究所

侵入・定着防止技術の開発

18～20年度 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保 （独）農業環境技術研究所

総合研究

分担課題：農家ほ場規模で栽培されるトウモロコ

シの交雑予測に関する調査研究

19年度 DNA品種識別技術の妥当性の確認に関する調査 （独）農業・食品産業技術総合研

究機構食品総合研究所、果樹研究

所及び野菜茶業研究所並びに山形

県農業総合研究センター

19～20年度 地域新生コンソーシアム研究開発事業 (株)ラボ、(株)ニッピ、(株)エコ

分担課題：作物健康センサーによる実用的土壌病 ニクス、北海道大学 （独）農業、

害虫等検知システムの開発 ・食品産業技術総合研究機構北海

道農業研究センター

19～21年度 超低コスト土地利用型作物生産技術の開発 （独）農業・食品産業技術総合研

分担課題：｢バレイショ全粒種いも生産に向けた種 究機構北海道農業研究センター

いも予措技術と原種いも増殖技術の確立

20年度 ジャガイモシストセンチュウ簡易土壌検診技術の 北海道立中央農業試験場

開発

分担課題：新たな簡易線虫検診法の種いも検査へ

の適用性検証

21～22年度 食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解析の （独）農業・食品産業技術総合研

ための基盤技術の開発 究機構果樹研究所

分担課題：果樹類および果実加工品のＤＮＡ品種

判別技術の開発（種判別マーカーの開発）

22年度 目指せ発病ゼロ！ウイロイドによって引き起こさ 愛知県農業総合試験所

れるキクわい化病の防除体系の確立

分担課題：発病抑制技術の開発

22年度 ジャガイモ黒目症原因ミネラル種の解明 国立大学法人帯広畜産大学

22年度 重要な種子伝染性細菌の検出技術に関する研究 台湾国立中興大学
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協定研究 19～22年度 DNA品種識別技術の開発と利用に関する研究 （独）農業・食品産業技術総合研

究機構果樹研究所

22年度 ジャガイモウイルスの分離同定・発生生態に関す （独）農業・食品産業技術総合研

る研究 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

22年度 リンドウのDNA品種識別技術のマニュアル改善に関 一般社団法人安代リンドウ開発

する研究

表２－５－１ 種苗業者等に対する技術講習会及び講師派遣

年度 名称等 内容 対象者

18 そ菜種子生産研究会 種苗検査技術等 種苗関係団体

技術講習会 キャベツ黒腐病検査技術 種苗業者

19 技術講習会 ウリ科果実汚斑細菌病検査技術 種苗業者及び研究者

種苗管理士養成研修 種苗全般 種苗関係団体

20 技術講習会 発芽検査技術 種苗業者

21 野菜茶業課題別研究会 ウリ科果実汚斑細菌病検査技術 種苗業者及び研究者

技術講習会 発芽検査技術 種苗業者

22 技術講習会 発芽検査技術 種苗業者

技術講習会 ウリ科果実汚斑細菌病検査技術 種苗業者

表２－５－２ 調査研究成果の発表

年度 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

18 原 著 resistance gene, , Masatoshi Sato, Kazuko Nishikawa*, Euphytica 149:367-372.Potato virus Y Ryche

論文 mapped to the distal end of potato Kuninori Komura,* and Kazuyoshi

chromosome 9 Hosaka*

学 会 マイクロサテライトマーカーを用いたばれいし 朝野尚樹，小曽納雅則，大川雅央， 育種学会

発表 ょの品種識別 清野義人，伴義之

スイカおよびメロン種子における実生苗を利用 佐藤仁敏，白川隆*，松浦貴之*，田城 日植病報 第72巻 (4) p311-312

した subsp. の 保夫Acidovorax avenae citrulli

増菌検出法

茨城県におけるスイカ果実汚斑細菌病菌による 冨田恭範*，小河原孝司*，白川隆*， 日植病報 第72巻 (4) p312

メロン病害の発生 佐藤仁敏，鹿島哲朗*，中西宏*

メンブレンフィルター濾過法と選択培地を用い 松浦貴之*，白川隆*，佐藤仁敏，井上 日植病報 第73巻 (1)

たスイカ種子からのスイカ果実汚斑細菌病菌の 康宏*，畔上耕兒*

分離と検出

トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する 下田聡，芝池博幸*，川島茂人*，三澤 育種学研究 第8巻（別2）p222

研究（第4報） 孝，伴義之、岡三徳*

防風ネットによるトウモロコシの花粉飛散と交 天野克紀，川島茂人*，杜明遠*，芝池 育種学研究 第8巻別冊2号：p221

雑の抑制作用(第2報) 博幸*，松尾和人*，三澤孝，伴義之，

岡三徳*

PCR-RFLPによるサトウキビわい化病菌の検出 サトウキビ試験研究発表会（H18.9.1
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5)

ジャガイモ貯蔵休眠塊茎のウイルスの遺伝子診 不破秀明，梅木和也，高橋弘喜，佐藤 日本植物病理学会北海道部会

断 仁敏，眞岡哲夫*，畑谷達児*

トマトの裂果抵抗性に関する調査とその評価法 清野義人，前田秀樹，仁坂悟，武藤章 園芸学会雑誌 第75巻別冊：p216

の検討 永，西川恒夫

そ の 組換え農作物の花粉飛散と交雑に関する調査研 下田聡，天野克紀，上杉伸一 遺伝子組換え生物の産業利用におけ

他 究（トウモロコシ） る安全性確保総合研究 研究成果シ

リーズ 農林水産技術会議事務局

平成19年3月

防風ネットが花粉飛散と交雑率に及ぼす影響の 天野克之 遺伝子組換え生物の産業利用におけ

解明（トウモロコシ） る安全性確保総合研究 研究成果シ

リーズ 農林水産技術会議事務局

平成19年3月

19 学 会 新しい特異的ＰＣＲプライマーとポリビニルポ 鈴木輝子，佐藤仁敏，山内智史*，大 日本植物病理学会関東部会

発表 リピロリドンを用いた果実汚斑細菌病菌検出法 矢仁志*，松浦貴之*，白川 隆* （日本植物病理学会報 2008年 第7

の改良 4巻１号 P42）

ウリ科野菜における果実汚斑細菌病菌の茎内移 白川 隆*，佐藤仁敏，山内智史*，鈴 日本植物病理学会関東部会

動 木輝子 （日本植物病理学会報 2008年 第7

4巻１号 P40）

カーネーション連鎖地図へのＳＳＲマーカーの 八木雅史*，木村鉄也*，朝野尚樹，山 園芸学会春期大会別冊１

マッピング 本俊哉*，小野崎隆* 2008年３月 P405

そ の ウリ類果実汚斑細菌病菌検出のための Sweat 佐藤仁敏，白川隆 ，松浦貴之 ，田城 国際健全種子推進機構－野菜部会（I* *

他 -bag seedling method の改良 保夫 SHI-Veg）

20 原 著 Development of SSR Markers in Carn Tetsuya Kimura, Masafumi Yagi J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78 (1):

論文 ation ( ) *, Chikako Nishitani*, Takashi 115–123. 2009.Dianthus caryophyllus

Onozaki*, Yoshiyuki Ban and Tosh

iya Yamamoto*

Estimation of Ploidy Levels and Bree Masafumi Yagi*,Tetsuya Kimura, Tos J. Japan. Soc. Hort. Sci.

ding Backgrounds in Pot Carnation Cultivar hiya Yamamoto* and Takashi Onozaki (in press). 2009

s Using Flow Cytometry and SSR Markers *

Identification of Parent-offspring Rela Yutaka Sawamura*, Norio Takada*,To J. Japan. Soc. Hort. Sci. 77 (4):

tionships in 55 Japanese Pear Cultivar shiya Yamamoto*, Toshihiro Saito*, 364–373. 2008.

s Using S-RNase Alleleand SSR markers Tetsuya Kimura and Kazuo Kotobu

ki*

学 会 SOIL DIAGNOSIS BY DETECTION OF POTATO MOP- Takato Nakayama*, Tatsuji Hata 7th IWGPVFV SYMPOSIUM ドイツ 20

発表 TOP VIRUS USING BAIT PLANT BIOASSAY AND RT ya*, Shogo Tsuda*, Hideaki Fuwa, 08.9

-PCR-MICROPLATE HYBRIDIZATION Motoshige Shimizu*, Motoyuki Mor

i* and Tetsuo Maoka*

オウトウのＤＮＡ品種識別技術の妥当性確認 杉澤武， 高品善*，山本俊哉*，松元 日本DNA多型学会 第17回学術集会抄

哲*，内藤成弘*，安井明美*，大川雅 録集 p14 2008

央，田平雅人，丸山惠史

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

Ａ鑑定 本俊哉* 2008

ジャガイモ黒あし病菌3種のELISAおよびPCRに 田中文夫*，不破秀明，堀田光生* 平成20年度日本植物病理学会大会 島

よる識別 根 2000.4

PCRおよびELISAを用いたジャガイモ黒あし病菌 田中文夫*，不破秀明，堀田光生* 平成20年度日本植物病理学会北海道

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

保菌塊茎からの検出 部会 札幌 2008.10

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

技術の開発 （１）貯蔵期間中の温度処理と欠 森元幸* 学会 北海道談話会 札幌 2008.12

芽の効果

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

簡易検出法の開発 形 2009.3

メンブレンフィルター免疫染色法を利用したス 松浦貴之*，白川 隆*，佐藤仁敏，井 日本植物病理学会報 74 :153-156

イカ種子からのスイカ果実汚斑細菌病菌の検出 上康宏*，畔上耕児* （2008）

と分離

カーネーション連鎖地図へのSSRマーカーのマ 八木雅史*, 木村鉄也,朝野尚樹, 山本 園芸学会研究第7巻 別(1) p405 20

ッピング 俊哉*, 小野崎 隆* 08

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

発表 保菌検定法

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

他 俊哉*，木村鉄也 果情報集 2008

Preparation of Guideline for Method Vali Takeshi Sugisawa, Nobuyoshi Taka UPOV - BMT スペイン 2008.9

dation of DNA Identification for the Enfo hashi*

rcement of PBRs

Influence of the seed treatment with pero Masatoshi SATO,Akiko SUZUKI ISHI-Veg meeting フランス

xyacetic acid for the BFB bacteria detecti 2009.2.4-6

on in watermelon seeds

Development of SSR Markers and Their Appl Tetsuya Kimura,Toshiya Yamamoto* a UPOV - 11th BMT スペイン

ication for Identification in Rose nd Yoshiyuki Ban 2008.9

21 原 著 Estimation of Ploidy Levels and Bree Masafumi Yagi*,Tetsuya Kimura, Tos J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78(3)：

論文 ding Backgrounds in Pot Carnation Cultivar hiya Yamamoto* and Takashi Onozaki p335-343 (2009)

s Using Flow Cytometry and SSR Markers *

Genetic Linkage Map of the Japanese Pear Shingo Terakami*, Tetsuya Kimu J. Japan. Soc. Hort. Sci. 78(4)

'Housui' Identifying Three Homozygo ra, Chikako Nishitani*, Yutaka S p417-424 2009

us Genomic Regions awamura*, Toshihiro Saito*, Tosh

io Hirabayashi* and Toshiya Yama

moto*

学 会 濃縮法によるカーネーション学会 のＳＳＲマ 八木雅史*，山本俊哉*，木村鉄也，田 園芸学会研究2009,第8巻別(2)： p52

発表 ーカーの開発 畑哲之*，磯部祥子*，小野崎隆* 1

ＳＳＲマーカーを用いた在来バレイショ品種・ 野口健，木村鉄也，山本俊哉*，杉澤 園芸学会研究2009,第8巻別(2)：p453

系統の識別 武，天野克紀，朝野尚樹

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

登録品種等の標本・ＤＮＡ保存事業について 木村鉄也 池田雄介 山本 憲 杉澤 武 ＤＮＡ鑑定学会基調講演（2009年12

米田 勉 青野桂之田平雅人 月）

雑 誌 断片化したＰＣＲ産物を質量分析することによ 梶原英之＊，佐藤仁敏 生物物理化学2009，第53巻:p70

発表 る特定遺伝子の多検体分析

そ の DNA - based Variety Identification Tech Tetsuya Kimura International Symposium on Mole

他 niques for （2009年11月） Plant Variety cular Techniques for Ohchid V

Protection in Japan arieties Verification at Nationa

l University of Kaohsiung in Tai

wan

（2009年11月）
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22 原 著 Three-dimensional prediction of maize poll Tomoki USHIYAMA*,Mingyuan Du*, Sa Environ. Biosafety Res. 8

論文 en dispersal and cross-pollination, and th toshi INOUE*, Hiroyuki SHIBAIKE (2009) 183-202

e effects of windbreaks *, Seiichiro YONEMURA*, Shigeto

KAWASHIMA* and Katsuki AMANO

論文 果樹類での種判別マーカーの開発 木村鉄也、寺上伸吾*、西谷千佳子*、 DNA多型学会、投稿中

丹羽優治、山本俊哉*

学 会 果樹類での種判別マーカーの開発 木村鉄也、寺上伸吾*、西谷千佳子*、 DNA多型学会第19回学術集会、抄録集

発表 山本俊哉* 57p

雑 誌 ウリ科野菜における果実汚斑細菌病の防除を目 佐藤仁敏 植物防疫，第64巻374-377

発表 的とした種子検査法

品種保護に関する 近の状況について－果樹に 木村鉄也 農業技術第65巻9号,349-353p, 2010

ついて－

そ の The project for preserving specimen and Tetsuya Kimura, TakeshiSugisa May 2010 at Canada, Twelfth Sess

他 DNA of the granted varieties in Japan wa and Masato Taira ion of working group on biochemi

cal and molecular techniques a

nd DNA profiling in particular in

UPOV

農家ほ場で栽培されるトウモロコシの交雑予測 下田聡 遺伝子組替え生物の産業利用におけ

に関する研究 る安全性確保総合研究（農林水産技

術会議事務局：現在成果集製本中）

防風ネット、防風垣等によるトウモロコシの交 天野克紀 遺伝子組替え生物の産業利用におけ

雑抑制効果に関する研究 る安全性確保総合研究（農林水産技

術会議事務局：現在成果集製本中）

注：氏名の＊印は、種苗管理センター職員以外の者である。
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表２－５－３ 国際機関が開催する会議への職員の派遣実績

年度 組織名 国際会議名 派遣国 派遣

人数

18 ＵＰＯＶ 各種技術作業部会 メキシコ、ケニア、中国、ブラジル、マレーシア、韓国 6

ＩＳＴＡ 年次総会 スイス 1

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） 日本 2

ＯＥＣＤ 種子スキーム年次総会 ブラジル 1

19 ＵＰＯＶ 各種技術作業部会 ハンガリー、ケニア、タイ、中国、韓国、ルーマニア 9

ＩＳＴＡ 年次総会及び理事会 ブラジル、スイス 2

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） スイス 1

ＩＴＰＧＲ 締約国理事会 イタリア 1

20 ＵＰＯＶ 各種技術作業部会 オランダ、ポーランド、南アフリカ、韓国、スペイン 8

ＩＳＴＡ 年次総会及び理事会等 イタリア、台湾、ザンビア 3

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） フランス 2

ＩＳＯ ＴＣ３４ 食品専門委員会 アメリカ 1（ ）

／ＳＣ１６

21 ＵＰＯＶ 各種技術作業部会 中国、アメリカ、韓国、フランス、スイス 8

ＩＳＴＡ 年次総会及び理事会 スイス、ドイツ 2

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） オランダ 1

ＩＴＰＧＲ 締約国理事会 チュニジア 1

ＩＳＯ ＴＣ３４ 食品専門委員会 日本（東京） 1（ ）

／ＳＣ１６

22 ＵＰＯＶ 各種技術作業部会 カナダ、クロアチア、フランス、ブルガリア、メキシコ 7

ＩＳＴＡ 年次総会及び理事会等 ドイツ、スイス 3

ＩＳＨＩ Ｖｅｇ （野菜部会） アメリカ 1

ＣＢＤ ＣＯＰ１０ 日本（名古屋） 1

合 計 62

表２－５－４ ＵＰＯＶ同盟国への職員の派遣実績

年度 派遣国 派遣者 検討対象植物 派遣

人数

18 ＣＰＶＯ 本所品種特性審査役 ばら、カリブラコア、ペチュニ 1

（オランダ、 ドイツ） ア

韓国 本所品種特性審査役等 ばら、はくさい 3

イギリス 本所調査員 1

シンガポール品種保護当局 本所業務調整部長 1

19 ＣＰＶＯ 本所首席品種特性審査役 年次協議、きく、バーベナ、ば 4

（ 、 、 、 、 、 、フランス イギリス オランダ 西日本農場品種特性審査役、主 ら ペチュニア カリブラコア

ドイツ） 任調査員 インパチエンス

韓国 西日本農場品種特性審査役 ばら 1

20 ＣＰＶＯ 金谷農場、西日本農場品種特性 きく 2

（オランダ、イギリス、ドイツ） 審査役、主任調査員、調査員

ＵＰＯＶ 西日本農場種苗検査役 1

（ドイツ）

計 14
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表２－５－５ ＵＰＯＶ同盟国からの専門家の受入れ実績

年度 機関名 担当専門家 実施農場等 調査対象植物 派遣

人数

18 ＵＰＯＶ ヨーデンス事務局次長他 本所 16

19 ＣＰＶＯ ウエグナー審査官、 本所、西日本農場、知覧 ペチュニア、カリブラコア 2

キューイット総裁他 農場

韓国 Lee, Jae Wook氏他 西日本農場 3

20 ＣＰＶＯ ウエグナー審査官、 西日本農場、雲仙農場 ペチュニア、カリブラコア、 2

シュルツ審査官 バーベナ

ＵＰＯＶ ＴＷＦ議長 本所 1

21 ＵＰＯＶ ヨーデンス事務局次長、 本所、西日本農場 2

田畑参事官

韓国 農林水産省 2

22 ＣＰＶＯ ブラウン審査官 西日本農場 きく 2

ＮＩＡＢ ポップワース審査官

計 30

表２－５－６ 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

年度 派遣国 研修内容 対象植物 派遣人

数

20 インドネシア 第２回審査基準、審査・栽培試験技術 ニンジン キュウリ トウガン 空心菜 1、 、 、 、

ワークショップ アグラオネマ

ベトナム 国内研修 ニガウリ シンビジューム ジャガイモ 1、 、 、

果樹、りゅうがん、ライチ

タイ 国内研修 植物品種保護 1

シンガポール 国内研修 モガラ、ヘリコリア 2

マレーシア 国内研修 グァバ、 1

21 カンボジア、ラオ 植物品種保護制度に係る現状調査 1

ス

インドネシア 栽培試験実施方法 特性調査及び評価 ホヤ、エスキナンサス、とうがらし 2、 、

審査基準の調和等

タイ 第２回審査基準、審査・栽培試験技術 稲、とうがらし、アグラオネマ 2

ワークショップ

ベトナム 国内研修 さとうきび、カーネーション、グラジオ 2

ラス、ガーベラ

国内研修 ポメロ、オレンジ 2

マレーシア 意識啓発セミナー （品種保護Ｇメン） 1

シンガポール 意識啓発セミナー （品種保護Ｇメン） 1

22 マレーシア 第３回審査基準、審査・栽培試験技術 とうがらし、アグラオネマ、ドリアン、 2

ワークショップ 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

マレーシア 国内研修 きく 1

韓国 関連シンポジウム 1

フィリピン ロードテスト及びワークショップ 1

中国 関連中国派遣 1

計（うち品種保護Ｇメン２名） 24
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表２－５－７ 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

年度 案 件 派遣元 人数

20 基礎研修 タイ・フィリピン 2

短期専門研修 タイ・フィリピン・ベトナム他 9

長期研修 タイ・中国 2

第１回東アジア植物品種保護フォーラム会合視察 50

21 基礎研修 インドネシア・タイ 2

技術補完研修 インドネシア・タイ 2

短期専門研修 マレーシア・ベトナム・タイ他 8

審査官業務研修 インドネシア・タイ 2

22 基礎研修 ラオス・タイ 2

短期専門研修 インドネシア・マレーシア・中国他 7

審査官業務研修 インドネシア・マレーシア・フィリピン 3

視察 インドネシア 4

要人研修 カンボジア・ミャンマー・ラオス他 9

合 計 102

表２－５－８ ＪＩＣＡからの要請に基づく職員の派遣実績

年度 案件 派遣先 派遣者

20 ＪＩＣＡ短期専門家 バレイショ栽培技術指導 モンゴル 上北農場種苗生産専門役（ ）

22 ＪＩＣＡ国内研修（植物品種保護） ベトナム 雲仙農場主任調査員

表２－５－９ ＪＩＣＡからの要請に基づく研修の受入れ実績

年度 案 件 派遣元 人数

18 集団研修「植物品種保護」コース ブラジル・中国・マレーシア他 8

集団研修「植物遺伝資源の保存と持続的利用」コース ネパール・モンゴル・スリランカ・シリア 5

スリランカ国別研修「種子品質管理（圃場検査 」コース スリランカ 5）

集団研修「野菜栽培技術Ⅱ」コース バングラディシュ・ボリビア・マダガスカ 8

ル他

ブータン国別研修「野菜・種子生産」コース ブータン 2

マネージメント研修 チュニジア 6

19 集団研修「植物品種保護」コース カンボジア・中国・インドネシア他 11

集団研修「植物遺伝資源の保存と持続的利用」コース マダガスカル・スリランカ・トーゴ・ベト 5

ナム

集団研修「農業普及企画管理者」コース アフガニスタン・バングラデシュ、中国他 14

スリランカ国別研修「種子品質管理（圃場検査 」コース スリランカ 7）

集団研修「野菜栽培技術Ⅱ」コース 16

ラオス国別研修「稲種子増殖システム」コース ラオス 4

20 集団研修「植物品種保護」コース カンボジア・中国・ケニア他 10

集団研修「植物遺伝資源の保存と持続的利用」コース インド・スリランカ・マダガスカル・パキ 4

スタン

ラオス稲種子プロジェクト 3

集団研修「野菜栽培技術Ⅱ」コース 12

集団研修「農業政策企画」コース インドネシア・ベトナム・ミャンマー他 12

ブルキナファソ国別研修「種子品質管理（圃場検査 」コ ブルキナファソ 1）

ース

21 集団研修「植物品種保護」コース カンボジア・中国・インドネシア他 10

ブルキナファソ国別研修「種子品質管理（実験室検査 」 ブルキナファソ 2）
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集団研修「植物遺伝資源の保存と持続的利用」コース チリ・ミャンマー・スリランカ 4

マダガスカル国別研修「稲種子増殖および検査システム マダガスカル 6

の設計」

集団研修「野菜栽培技術Ⅱ」コース 11

地域別研修「園芸作物・普及」コース ケニア・タンザニア・エチオピア他 7

集団研修「農業政策企画」コース モンゴル・ミャンマー・インドネシア他 10

ラオス国別研修「増殖システム設計」 ラオス 5

アフガニスタン国別研修「野菜育種」コース アフガニスタン 1

ブルキナファソ国別研修「種子行政・制度」コース ブルキナファソ 2

22 集団研修「国際的に調和された植物品種保護制度」コー インドネシア・マレーシア・中国他 6

ス

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・スリランカ・ミャンマー 4

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・ネパール他 11

合 計 212

表２－５－10 その他依頼に基づく役職員の海外派遣実績

年度 派遣先 派遣先 派遣者 人数

18 ＣＩＯＰＲＡ国際会議（アジア育成者権国際会 中国 本所副品種保護対策役 1

議）

日中農業科学技術交流考察団 中国 本所副品種保護対策役 1

植物新品種の育成者権行使に関する国際会議 日本(東京) 本所品種保護対策役 1

日中官民合同ミッション 中国 本所品種保護対策課長 1

「植物新品種ＤＵＳテスト技術と標準の導入」 中国 本所技術顧問 1

19 日中農業科学技術交流グループ第２６回会議に 中国 本所調査研究調整役 2

基づく訪中考察団 本所栽培試験課品種特性審査役

日ロ農業技術交流「農業分野の知的財産保護の ロシア 本所栽培試験課長 1

強化のための協力の推進」訪ロ農業視察団

ＡＯＡＣ総会・妥当性試験海外調査（米国） アメリカ 本所調査研究調整役 1

中国品種権裁判事例交流考察団 中国 本所品種保護対策課長 1

20 植物品種保護制度に関する講演 台湾 業務担当理事 2

本所品種保護対策課長（品種保護Ｇメ

ン）

種子伝染性病害検査を主とした種子検査に関す 台湾 本所種苗検査役 1

る講演

東アジア植物品種保護制度調査 フィリピン 西日本農場長 1

東アジア植物品種保護制度調査 インドネシア 西日本農場長 1

日中農業技術交流グループ 中国 本所品種保護対策役 1

台湾国際蘭展国際植物品種保護検討会 台湾 理事長 2

本所業務調整部長

21 国際スイカシンポジウム 台湾 本所種苗検査役 1

分子技術マーカーに関する国際ミニシンポジウ 台湾 本所品種保護対策役 1

ム

台湾制度調査 台湾 本所品種保護対策課長 1

日中農業技術交流 中国 本所主任調査員 2

西日本農場品種特性調査役

22 中興大学との共同研究打合せ 台湾 本所種苗検査役 1

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 1

合 計（うち品種保護Ｇメン1名） 24
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表２－５－11 その他依頼に基づく研修等の受入れ実績

年度 案 件 派遣元 人数

18 韓国山林庁国立樹木園 韓国 2

中国江西省農業科学学院 中国 5

韓国農林部国立種子管理所 韓国 2

韓国農林部国立種子管理所 韓国 3

韓国農林部国立種子管理所 韓国 4

19 ＡＰＳＡ研修生来所 2

北京市蔬菜研究センター 中国 7

日ロ農業技術交流係る調査団 ロシア 2

韓国農林部国立種子管理所視察 韓国 1

中国視察団 中国 3

ミャンマー視察団 ミャンマー 4

20 韓国農業関係者 韓国 10

国立種子院視察 韓国 1

台湾種苗改良繁殖場及び高雄区農業改良場 台湾 2

ＪＩＴＣＯ研修 中国 17

21 視察 インドネシア 3

韓国農業大学校学生見学 韓国 23

国立種子院視察 韓国 2

国立種子院視察 韓国 1

ＪＩＴＣＯ研修 中国 22

22 国立政治大学智慧財産研究所視察 台湾 4

ばれいしょＶＦ種苗作製及びＭｎＴ生産技術研修 シリア 1

香港特別行政区Plant Varieties Protection office視察 中国 2

台湾農業委員会視察 台湾 2

ＪＩＴＣＯ研修 中国 28

合 計 153
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表２－６－１ 遺伝資源業務実績

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計

計 画 10,545点 10,734点 10,893点 11,013点 11,148点 －

栄養体保存点数 実 績 10,518点 10,705点 10,808点 10,935点 11,144点 －

達成率 99.7％ 99.7％ 99.2％ 99.3％ 99.9％ －

計 画 960点 910点 900点 779点 855点 4,404点

種子再増殖点数 実 績 929点 878点 885点 680点 901点 4,273点

達成率 96.8％ 96.5％ 98.3％ 87.3％ 105.4％ 97.0％

計 画 22,267点 20,531点 20,290点 17,047点 18,271点 98,406点

一次特性調査項目 実 績 21,093点 20,100点 20,092点 16,280点 18,523点 96,088点

特 達成率 94.7％ 97.9％ 99.0％ 95.5％ 101.4％ 97.6％

計 画 2,604点 2,389点 2,488点 2,200点 1,559点 11,240点

性 二次特性調査項目 実 績 2,520点 2,377点 2,212点 2,183点 1,497点 10,789点

達成率 96.8％ 99.5％ 88.9％ 99.2％ 96.0％ 96.0％

調 計 画 1,803点 1,580点 1,150点 1,710点 1,795点 8,038点

三次特性調査項目 実 績 1,677点 1,476点 1,152点 1,708点 1,734点 7,747点

査 達成率 93.0％ 93.4％ 100.2％ 99.9％ 96.6％ 96.4％

計 画 26,674点 24,500点 23,928点 20,957点 21,625点 117,684点

合 計 実 績 25,290点 23,953点 23,456点 20,171点 21,754点 114,624点

達成率 94.8％ 97.8％ 98.0％ 96.2％ 100.6％ 97.4％

計 画 － － － 3,000点 3,000点 6,000点

大麦播性調査 実 績 － － － 2,999点 3,000点 5,999点

達成率 － － － 99.9％ 100.0％ 99.9％

計 画 6,000点 6,000点 6,000点 － － 18,000点

種子発芽率調査 実 績 6,182点 6,244点 6,561点 － － 18,987点

達成率 103.3％ 104.1％ 109.4％ － － 105.5％

表２－６－２ 二重保存の実施状況

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

植物種類 11種類 13種類 11種類 11種類 11種類

品種数 999点 1,308点 996点 1,134点 1,202点

表２－６－３ マニュアル作成

年度 マニュアル数 作 物 名

18 ４ びわ、パインアップル、茶、いちご

19 ３ ちょま、くり、小麦

20 ５ そば、いぐさ、いちじく、こうぞ、みつまた

21 ４ くるみ、いんげんまめ、つつじ、うめ

22 ２ こんにゃく、やまのいも

合計 18

注：17種類の栽培・特性調査マニュアル及び１種類のいぐさの栽培マニュアルを作成した。
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表３－１ 予算

表３－２ 収支計画

（単位：百万円）
18～22年度予算 18年度決算19年度決算20年度決算21年度決算22年度決算

金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
収入
　　運営費交付金 15,091 3,133 2,985 3,006 3,011 2,822 14,957 99.11%
　　施設整備費補助金 1,011 211 205 186 200 169 971 96.04%
　　その他補助金 0 0 9 0 0 0 9 －
　　受託収入 285 83 82 88 60 64 377 132.28%
　　諸収入 716 151 139 140 149 164 743 103.77%
　　　　原原種売却収入 669 140 130 135 138 156 699 104.48%
　　　　その他収入 48 11 9 5 10 9 44 91.67%
　　金谷農場及び知覧農場売却収入 374 0 255 235 116 0 606 162.03%
　　前年度からの繰越金 0 0 0 0 170 121 291 －
　　計 17,477 3,577 3,675 3,655 3,706 3,339 17,953 102.72%

支出
　　業務経費 1,462 463 452 453 453 457 2,278 155.81%
　　うち栽培試験業務関係経費 526 90 81 76 89 88 424 80.61%
　　　　種苗検査業務関係経費 377 53 55 54 60 60 282 74.80%
　　　　種苗生産業務関係経費 319 288 281 277 269 267 1,382 433.23%
　　　　調査研究業務関係経費 240 26 27 33 27 22 135 56.25%
　　　　（遺伝資源業務経費） 0 6 7 13 8 19 53 －
　　施設整備費 1,011 211 205 186 200 169 971 96.04%
　　その他補助金 0 0 9 0 0 0 9 －
　　受託経費 285 83 82 88 60 64 377 132.28%
　　農場等集約整備経費 374 0 20 65 172 107 364 97.33%
　　一般管理費 1,731 208 179 179 159 190 915 52.86%
　　人件費 12,613 2,525 2,405 2,428 2,407 2,300 12,065 95.66%
    次年度への繰越金 0 0 235 170 114 14 533 －
　　計 17,477 3,489 3,587 3,568 3,565 3,299 17,510 100.19%

注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

区　　　　　　　別 決算額合計 対予算額比

（単位：百万円）
18～22年度予算 18年度決算 19年度決算 20年度決算 21年度決算 22年度決算

金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額

費用の部 16,520 3,282 3,135 3,157 3,125 3,008 15,707 95.08%
　　　経常費用 16,146 3,281 3,134 3,155 3,106 3,001 15,677 97.10%
　　　　　人件費 12,613 2,626 2,504 2,532 2,510 2,408 12,580 99.74%
　　　　　業務費 1,584 412 412 407 394 383 2,008 126.77%
          一般管理費 1,569 184 164 162 145 156 811 51.69%
　　　　　減価償却費 380 59 54 55 58 55 281 73.95%
　　　財務費用 0 0 0 0 0 0 0 －
　　　臨時損失 374 0 0 2 19 7 28 7.49%

収益の部 16,520 3,282 3,135 3,159 3,126 3,205 15,907 96.29%
　　　運営費交付金収益 14,760 2,920 2,773 2,780 2,734 2,826 14,033 95.07%
　　　受託収入 285 84 82 88 60 64 378 132.63%
　　　補助金等収益 0 0 9 0 0 0 9 －
　　　諸収入 716 151 139 141 149 164 744 103.91%
　　　　　　原原種売却収入 669 140 130 135 138 156 699 104.48%
　　　　　　その他収入 48 11 9 6 10 9 45 93.75%
　　　資産見返運営費交付金戻入 380 119 127 137 150 138 671 176.58%
　　　資産見返物品受贈額戻入 5 8 4 10 13 13 48 960.00%
　　　臨時利益 374 0 0 3 20 1 24 6.42%

　　　純利益 0 1 0 2 1 197 201 －
　　　目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 －
　　　総利益 0 1 0 2 1 197 201 －

注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

区　　　　　　　別 決算額合計 対計画額比
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表３－３ 資金計画

表３－４ 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３－５ 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３－６ 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

（単位：百万円）
18～22年度予算 18年度決算 19年度決算 20年度決算 21年度決算 22年度決算

金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額

資金支出 17,477 3,489 3,587 3,568 3,565 3,299 17,509 100.18%
　　業務活動による支出 16,092 3,236 3,098 3,112 3,053 2,937 15,436 95.92%
　　投資活動による支出 1,385 254 254 287 398 349 1,542 111.34%
　　財務活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 －
　　次年度への繰越金 0 0 235 170 114 14 533 －
　　次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 －

資金収入 17,477 3,577 3,675 3,655 3,706 3,339 17,952 102.72%
　　業務活動による収入 16,092 3,367 3,215 3,234 3,220 3,050 16,086 99.96%
　　　　運営費交付金による収入 15,091 3,133 2,985 3,006 3,011 2,822 14,957 99.11%
　　　　その他補助金による収入 0 0 9 0 0 0 9 －

　 　　　　受託収入 285 83 82 88 60 64 377 132.28%
　　　　その他の収入 716 151 139 140 149 164 743 103.77%
　　投資活動による収入 1,385 211 460 186 316 169 1,342 96.90%
　　　　施設整備費補助金による収入 1,011 211 205 186 200 169 971 96.04%
　　　　その他の収入 374 0 255 0 116 0 371 99.20%
　　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 －
　　前年度からの繰越金 0 0 0 235 170 121 526 －
注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

区　　　　　　　別 決算額合計 対計画額比
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表３－７ 管理換実績

年度 機械名 渡　農場 受　農場 取得予想金額

クリーンベンチ 西日本 十　勝 1,666
貨物自動車 八　岳 上　北 4,500
牧草梱包機 八　岳 嬬　恋 3,863
ロールベールカッター 八　岳 嬬　恋 630
土壌消毒器 西日本 嬬　恋 1,533
煙霧機 知　覧 金　谷 520
小型貨物自動車 知　覧 雲　仙 1,200
乗用運搬車 知　覧 雲　仙 820
乗用型茶園防除機 知　覧 雲　仙 2,020
乗用型茶園中刈機 知　覧 雲　仙 2,550
サーマルサイクラー 嬬　恋 鹿児島 600
バックホー 知　覧 鹿児島 1,390
超遠心分離器 十　勝 沖　縄 8,000

29,292
小型乗用自動車 金　谷 西日本 1,117
ホイルトラクター 金　谷 西日本 2,400
ショベルローダー 金　谷 西日本 1,586
バックホー 金　谷 西日本 979
ロータリーハロー 金　谷 西日本 581
運搬車（管理機） 金　谷 西日本 160
茎葉粉砕器 金　谷 雲　仙 830
小型貨物自動車 金　谷 八　岳 1,530
脱穀機 金　谷 八　岳 399
運搬車（管理機） 金　谷 八　岳 160
モアー 八　岳 嬬　恋 1,008
ホイルトラクター 八　岳 嬬　恋 5,960
フォークリフト 八　岳 嬬　恋 2,294
茎葉処理器 八　岳 後　志 1,800
貨物自動車 八　岳 胆　振 1,800
シードドリル 八　岳 上　北 1,339
ローターベーター 八　岳 西日本 739
フォークリフト 嬬　恋 八　岳 1,675
ホイルトラクター 嬬　恋 後　志 6,922
スピードスプレイヤー 中　央 西日本 2,262

35,541
ダンプ自動車 八　岳 上　北 1,800
乗用自動車 八　岳 嬬　恋 4,300
ばれいしょ収納装置 八　岳 嬬　恋 2,394
ベルトコンベヤー 八　岳 嬬　恋 1,150
台秤 八　岳 嬬　恋 767
小型貨物自動車 金　谷 西日本 2,000

12,411
乾熱滅菌機 西日本 本所 300

300
22

22年度小計 １件

19

19年度小計13件

20

20年度小計21件

21

21年度小計 ６件
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表７－１ 施設及び設備の整備・改修等

年度 施設整備・改修内容 実施農場

18年度 ①栽培温室新築工事 西日本

②連棟雨よけ栽培施設新築工事 西日本

③防風柵設置工事 沖 縄

事務室及び検定室屋根改修工事 十 勝

19年度 ①栽培温室新築工事 西日本

②ばれいしょ増殖温室新築工事 北海道中央

③病害検定分析室改修工事 鹿児島

事務室改修工事 西日本

20年度 ①培養系種子増殖温室新築 北海道中央

②増殖施設設置工事（網室改修） 十 勝、嬬 恋

③ばれいしょ品質管理棟新築工事 胆 振

④側枝苗育苗温室新築工事 沖 縄

⑤高圧受電設備及び構内配線改修工事 胆 振

温室移築工事 西日本

表土移設工事 西日本

電力設備工事 西日本

21年度 ①法面崩落防止工事 上 北

②病害虫浸入防止対策工事 北海道中央、後志、胆振、上北

③ばれいしょ選別施設改修工事 後 志

雨よけハウス新築工事 西日本

栽培温室新築工事 西日本

温室設備工事 西日本

外部遮光カーテン工事 西日本

22年度 ③ばれいしょ選別出荷施設新築その他工事 十 勝

用土調整施設新築工事 西日本

育苗温室新築工事 西日本

浄化槽新設工事 西日本

表７－２－１ 人員配置の推移 単位:人

事項 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

削減 12 14 12 27 11

農場管理部門等 5 3 4 3 3

種苗生産部門等 7 11 8 24 8

振替 6 10 9 20 7

本所管理部門等 0 2 1 1 2

栽培試験業務等 6 8 8 19 5

注：人数は組織上の人数であり実員とは一致しない。

表７－２－２ 各期末の常勤職員数

年度 常勤職員数

期初 333

18 329

19 325

20 322

21 305

22 302
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表７－２－３ 職員の採用の推移 単位:人

年度 Ⅱ種農学 Ⅲ種行政 合計

18 8 8

19 5 5

20 6 6

21 7 1 8

22 8 8

合 計 34 1 35

表７－２－４ 人事交流の推移 単位:人

年度 他機関からの転入 他機関への転出

18 24 24

19 18 20

20 14 15

21 12 18

22 18 20


