様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－１０

種苗管理業務の推進

関連する政策・施策

食料の安定供給の確保（食料・農業・農村基本計画）
農林水産省知的財産戦略 2020

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施に係る根拠（個別法条文など）

国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２．主要な経年データ
①主な定量的指標等

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

28 年度

29 年度

30 年度

予算額（千円）

2,667,531

2,378,293

2,530,023

栽培試験の実施点数（点）

653

684

709

決算額（千円）

2,250,854

2,404,843

2,532,514

種類別審査基準案の作成又は改正数（種類）

13

12

14

経常費用（千円）

2,212,749

2,188,423

2,377,080

75.9

74.8

71.5

経常利益（千円）

2,213,419

2,187,802

2,374,928

15,066
/3,047

15,482
/3,085

15,248
/3,055

行政サービス実施
コスト（千円）

1,991,750

1,974,965

2,184,628

依頼検査の報告までの日数（日以内）

50

50

50

202.5

197.3

201.0

拡大された検査項目（種類）

2

1

1

63,659
/60,617
/61,809

栽培試験結果報告書の平均提出日数（日）

（３）農作物（飼料作物を除く）の種苗検査、指定種苗の集取、立入検査等
指定種苗の表示検査数及び集取数（点）

従業人員数

（４）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
ばれいしょ
道県の需要量に対する原原種の生産・配布量（袋(生産量
/配布量/道県の需要量(申請数量))

67,449
/64,384
/64,628

66,353
/62,203
/62,216

原原種の品質検査結果（配布した原原種の萌芽率：％）

98.7

98.4

99.4

さとうきび
県の需要量に対する原原種の生産・配布量（千本）
(生産量/配布量/県の需要量(申請数量))

2,299/2,136 2,229/2,073 2,104/2,085
/2,136
/2,073
/2,085

原原種の品質検査結果（配布した原原種の発芽率：％）

93.7

94.9

92.8

かんきつ
2 品種

かんきつ
2 品種

かんきつ
2 品種

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
研究開発部門が育成した新品種の種苗の増殖等の取組状況
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31 年度

32 年度

種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況

種苗業者へ 種苗業者へ 種苗業者へ
の技術指導 の技術指導 の技術指導
9名
4名
12 名

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）業務推進の基本方針
農業の生産性を高め、農産物の品質の向上を図るためには、優良な種苗の生産・流通が不可欠であ
る。このため、適正な品種登録の実施及び優良な種苗の流通の確保を図るための種苗の管理を総合的
に行う種苗管理センターを置く。
業務運営は、品種登録制度の公正性・信頼性の確保の必要性等も考慮し、理事長及び副理事長以外の
代表権を有する役員の下で、（２）～（５）及び別添２に示した業務を行う。

（１）業務推進の基本方針
農業の生産性を高め、農産物の品質の向上を図るためには、優良な種苗の生産・流通が不可欠である。このため、種苗管
理センターを設置し、種苗法（平成 10 年法律第 83 号)に基づく農林水産植物の栽培試験、農作物の種苗の検査、ばれいし
ょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布など、農業生産の最も基礎的かつ重要な種苗管理業務を、（２）～
（５）及び別添２に示したとおり行う。
業務運営は品種登録制度の公正性・信頼性の確保の必要性等も考慮し、理事長及び副理事長以外の代表権を有する役員
の下で行う。

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
農林水産植物の品種登録に係る栽培試験は、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に基づき実施するも
のであり、「農林水産省知的財産戦略 2020」等を踏まえ、育成者が国内外において育成者権を取得し
やすい環境を整備することが重要なことから、品種登録審査の国際調和を推進するとともに、品種登
録審査を着実に推進するための栽培試験を確実に実施する。また、侵害相談、品種類似性試験等の育成
者権の侵害対策及び活用促進を行う。

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
種苗法に基づく品種登録審査を着実に推進するため、農林水産植物の栽培試験を農林水産大臣の指示に基づき確実に実
施する。また、「農林水産省知的財産戦略 2020」等に基づき、育成者が国内外において育成者権を取得しやすい環境を整
備することが重要なことから、新規植物や新しい特性等に対応する審査基準案の作成及び品種登録審査の国際調和を推進
する。さらに、侵害相談、品種類似性試験等の育成者権の侵害対策及び活用促進を行う。

（３）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
（３）農作物（飼料作を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等
我が国の優良な種苗の流通を確保するため、種苗法に基づく指定種苗の検査を確実に実施する。ま
我が国の優良な種苗の流通を確保するため、種苗法に基づく指定種苗の検査を、農林水産大臣の指示に基づき確実に実
た、国際的な種子流通の活性化に対応するため、依頼検査を実施するとともに、依頼者のニーズに即し 施する。また、国際的な種子流通の活性化に対応するため、依頼検査を実施するとともに、依頼者のニーズに即した検査項
た検査項目の拡大を図る。
目の拡大を図る。
（４）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
ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率が低く、病害虫に弱
いことから、健全無病な種苗を安定的に供給するため、種苗生産は、原原種（種苗管理センター）、原
種（道県）及び採種（農協）の３段階増殖体系を基本とする。
原原種については、農林水産省が定めた「ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和
62 年４月１日付け 62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）等に基づき種苗管理センターが道県の需要量
に即した健全無病な種苗を確実に生産し、配布するものとする。

（４）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
ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率が低く、病害虫に弱いことから、健全無
病な種苗を安定的に供給するため、種苗生産は、原原種（種苗管理センターが実施。）、原種（道県が実施。）及び採種（農
協が実施。）の３段階増殖体系を基本とする。
原原種については、農林水産省が定めた「ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和 62 年４月１日付け
62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）等に基づき、農林水産省と協議しつつ種苗管理センターが道県の需要量に即した健全
無病な種苗を確実に生産し、配布するものとする。

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
法人統合による相乗効果を発揮するため、研究開発部門が開発した新技術を速やかに導入し、種苗
管理業務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門が開発した新品種の早期普及のための種
苗増殖、種苗に関する情報提供等を行う。
なお、種苗管理センターは、その業務に関する調査研究を「第３の９農業研究業務の推進」の研究推
進・評価体制に組み入れる。また、育成者権に関する知見を活かし、農研機構全体で行う「第３の５知
的財産マネジメントの戦略的推進」に貢献する。

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
法人統合による相乗効果を発揮するため、研究開発部門が開発した DNA 品種識別技術や病害検査等に係る新技術を速や
かに導入し種苗管理業務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門が開発した新品種の早期普及のための種苗増
殖、品種登録出願者や種苗業者等への種苗に関する情報提供等を行う。
なお、種苗管理センターは、その業務に関する調査研究を「第１の９ 農業研究業務の推進」の研究推進・評価体制に組
み入れる。また、育成者権の侵害対策や活用促進等に関する知見を活かし、農研機構全体で行う「第１の５ 知的財産マネ
ジメントの戦略的推進」に貢献する。

【別添２】種苗管理業務の推進
期間中（平成 28 年度～平成 32 年度）に以下の種苗管理業務を行う。
１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
（１）栽培試験の確実な実施
ア 品種登録審査を着実に推進するため、栽培試験については前年度出願点数（資料調査によるもの
を除く。）の 70％以上を計画的かつ的確に実施する。

【別添２】種苗管理業務の推進
期間中（平成 28 年度～平成 32 年度）に以下の種苗管理業務を行う。
１
農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
（１）栽培試験の確実な実施
ア 品種登録審査を着実に推進するため、農林水産省との緊密な連絡調整を図りつつ、前年度出願点数（資料調査によるも
のを除く。）の 70％以上の栽培試験を計画的かつ的確に実施する。
101

イ

栽培試験対象植物の種類を拡大するために、種類別審査基準案を作成又は改正（中長期目標期間 イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するために、種類別審査基準案を新規に作成するとともに、既存の種類別審査基準に
中に 60 種類程度）する。さらに、植物種類別の栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアル
ついて新しい特性を追加する等の技術的検討を行い、中長期目標期間中に 60 種類程度の作成又は改正を行う。
を作成又は改正（中長期目標期間中に 50 種類程度）する。
さらに、植物種類別の栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアルを同期間中に 50 種類程度作成又は改正する。
ウ リファレンスコレクション（栽培試験に対照品種や標準品種等として用いる比較品種）について ウ リファレンスコレクション（栽培試験に対照品種や標準品種等として用いる比較品種）については、育種の方向や出願
は品種ごとの保存の必要性に留意しつつ 6,000 品種以上を維持する。また、出願品種種子及び種菌
品種の動向等を踏まえつつ整理を行い、6,000 品種以上を維持する。また、出願品種種子及び種菌の確実な保存を行う。
の確実な保存を行う。
エ 栽培試験結果報告書の提出は、栽培試験終了後、平均 80 日以内に農林水産省に報告する。
エ 栽培試験結果報告書の提出は、電子化システムを利用した栽培試験情報の活用・共用による報告書の迅速な作成等に
より、栽培試験終了後平均 80 日以内に農林水産省に報告する。
オ 品種登録審査の国際標準化に資するため、植物新品種保護国際同盟（UPOV）が開催する会議に職員 オ 品種登録審査の国際標準化に資するため、植物新品種保護国際同盟（UPOV）が開催する会議に職員を派遣し、テストガ
を派遣し、テストガイドライン等の作成に参画する等、審査の国際調和を推進する。
イドライン等の作成に参画するなど、国際調和を推進する。
（２）育成者権の侵害対策及び活用促進
ア 育成者権の侵害対策等について、機動的な全国対応を行う。
イ 我が国の登録品種の海外における育成者権侵害に関する情報を関係行政機関で共有するととも
に、特に税関に対し、水際対策に関する情報がある場合には速やかな提供を行う。
ウ 育成者権者、公的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という。）からの侵害及び
活用に関する相談に対し、対抗措置及び活用方法等の助言を行うとともに、６次産業化の促進に向
け、品種の保護活用に関するアドバイスを行う。
エ 育成者権者等からの依頼に基づく育成者権侵害状況の記録、品種類似性試験等を実施する。研究
開発部門等で開発した導入可能な DNA 品種識別技術については品種類似性試験の対象植物に加える。
また、登録品種等の DNA 情報のデータベース化を行う。
オ ASEAN＋日中韓の 13 カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラム」を戦略的に展開
し、我が国の知的財産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を図る活動を支援する。

（２）育成者権の侵害対策及び活用促進
ア 育成者権の侵害対策等について、品種保護対策役の柔軟な配置等による運営体制の下で、機動的な全国対応を行う。
イ 我が国の登録品種の海外における育成者権侵害に関する情報を関係行政機関で共有するとともに、特に税関に対し、
水際対策に関する情報がある場合には速やかな提供を行う。
ウ 育成者権者、公的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という。）からの侵害及び活用に関する相談に
対し、対抗措置及び活用方法等の助言を行うとともに、６次産業化の促進に向け、品種の保護活用に関するアドバイスを
行う。
エ 育成者権者等からの依頼に基づく育成者権侵害状況の記録、品種類似性試験等を実施するとともに、研究開発部門等
が開発した導入可能な DNA 品種識別技術の妥当性を確認し、その技術の対象となっている植物の種類を品種類似性試験
の対象に加える。また、登録品種等の DNA 情報のデータベース化を行う。
オ
ASEAN＋日中韓の 13 カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラム」を戦略的に展開し、我が国の知的財
産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を図る活動を支援する。

２
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
（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充実
ア 指定種苗の表示検査(15,000 点程度／年度)及び集取（3,000 点程度／年度）を計画的かつ的確に
実施する。
イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（昭和 58 年農林水産省告示第 1666 号）に係る純度検査(170 点
程度／年度)及び病害検査(220 点程度／年度)を計画的かつ的確に実施する。

２
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
（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充実
ア 農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査(15,000 点程度／年度)を行うとともに、過去の検査結果等を踏ま
えた点数の集取（3,000 点程度／年度）を計画的かつ的確に実施する。
イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（昭和 58 年農林水産省告示第 1666 号）に係る純度検査（170 点程度／年度）及び
病害検査（220 点程度／年度）を計画的かつ的確に実施する。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施
ア 検査依頼のあった日から、原則として 50 日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の意向を
把握し、業務の質の向上を図るとともに、検査結果についてクレームがあった場合には、適切に処理
する。
イ 国際的な種子流通の活性化、種苗業者におけるリスク管理の必要性の高まり等に対応するため、
研究開発部門で開発した最新の病害検査手法等を活用し、依頼検査における検査項目の拡大を図る。
ウ 種苗検査等の業務に関係する国際機関である国際種子検査協会（ISTA）等が開催する会議に職員
を派遣し、国際規格の策定に参画する。
エ 種子の輸出を促進するため、民間の検査機関等が参加する種子検査ネットワークを構築し、種子
病害検査法の標準化、普及を促進する。
オ OECD 品種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施
ア 検査依頼のあった日から、原則として 50 日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の意向を把握し、業務の質の
向上を図るとともに、検査結果についてクレームがあった場合には、適切に処理する。
イ

国際的な種子流通の活性化、種苗業者におけるリスク管理の必要性の高まり等に対応するため、研究開発部門で開発
した最新の病害検査手法等を活用し、依頼検査における検査項目の拡大を図る。
ウ 種苗検査等の業務に関係する国際機関である国際種子検査協会（ISTA）等が開催する会議に職員を派遣し、国際規格の
策定に参画する。
エ 種子の輸出を促進するため、民間の検査機関等が参加する種子検査ネットワークを構築し、種子病害検査法の標準化、
普及を促進する。
オ
OECD 品種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。

（３）国からの指示により実施する検査の実施
（３）国からの指示により実施する検査の実施
ア 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
ア 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第 97 号）第 32 条の規定
（平成 15 年法律第 97 号）第 32 条第２項の規定に基づく農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、 に基づき、同条第２項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する。
検査及び収去を的確に実施する。
イ EC（現 EU）との協議に基づく EU 向け輸出野菜種子の検査を着実に実施する。
イ 農林水産省からの指示に基づき、種苗業者が EC（現 EU）加盟国のナショナルカタログへ品種登録した種子の事後検定
を着実に実施する。
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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
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
ア 「食料・農業・農村基本計画」に即し、道県の需要量に対応した原原種の供給量を安定的に確保（需 ア 「食料・農業・農村基本計画」に即し、道県の需要量に対応した原原種の供給量を安定的に確保（需要量のほぼ 100％
要量のほぼ 100％を確保できる生産配布計画の作成）する。また、道県の需要に対応した健全無病な
を確保できる生産配布計画の作成）する。その方策として、同一品種を複数農場で栽培すること等により、台風や冷害等
種苗の供給を前提に、品質・生産力の向上、省力化及びコストの低減を図り、効率的な原原種の生産
の気象変動や病虫害の発生等のリスク分散を行う。また、道県の需要に対応した健全無病な種苗の供給を前提に、品質・
を行う。
生産力の向上、省力化及びコストの低減を図り、効率的な原原種の生産を行う。
イ 新たな病害の発生等に対応し、原原種の無病性（病害罹病率 0.1％未満）と品質（ばれいしょ萌 イ 新たな病害の発生等に対応し、病害虫防除等を講じる。無病性については、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさ
芽率 90％以上、さとうきび発芽率 80％以上）を確保する。
とうきび原原種の病害罹病率を 0.1％未満とする。また、品質においては、ばれいしょの萌芽率 90％以上、さとうきびの
発芽率 80％以上を確保する。
ウ ばれいしょ原原種の生産体系において、変異体のチェックを強化し品種の純粋性の維持を図る。 ウ ばれいしょ原原種の生産体系において、変異体のチェックを強化し、品種の純粋性の維持を図る。
エ ミニチューバー等を用いた原原種生産体系の拡大により、緊急時における新品種等の原原種の供 エ ミニチューバー等を用いた原原種生産体系の拡大により、緊急時における新品種等の原原種の供給期間を大幅に短縮
給期間を大幅に短縮した増殖体系の構築を図る。
した増殖体制の構築を図る。
オ 原原種の配布先の意向等を把握するためのアンケート調査を実施する。
オ 原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケート調査を実施し、業務の質の向上を図るとともに、ク
レームがあった場合には、適切に処理する。
カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術の提供及び健全無 カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術の提供及び健全無病種苗の配布を行う
病種苗の配布を行い、新品種の開発・普及を支援する。
とともに、母本の早期無毒化等により、新品種の開発・普及を支援する。
４
種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
（１）研究成果の生産現場への橋渡し
ア 研究開発部門で開発した新品種の早期普及のため、種苗の増殖を支援する。
イ 研究開発部門からの要請に応じて、畑作物の試験研究用種苗等を増殖する。
（２）情報提供
ア 品種登録出願者に対する情報提供や、種苗業者に対する技術指導、ばれいしょ及びさとうきび種
苗生産者等に対する技術指導、情報提供等を行う。
イ 種苗管理業務を通じて得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

４ 種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
（１）研究成果の生産現場への橋渡し
ア 研究開発部門で開発した品種の早期普及のため、新品種の種苗の増殖を支援する。
イ 研究開発部門からの要請に応じて、輪作ほ場を活用し、早期普及が必要な畑作物の試験研究用種苗等を増殖する。
（２）情報提供
ア 品種登録出願者に対する出願等に係る情報提供や、種苗業者に対する技術講習会の開催による技術指導、ばれいしょ、
さとうきび種苗生産者等に対する技術講習会の開催による技術指導、情報提供等を行う。
イ 種苗管理業務を通じて得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上
（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上
種苗管理業務に係る先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗管理担当者の業務運営能力の向上を図る。
種苗管理業務に係る先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗管理担当者の業務運営能
力の向上を図る。
評価軸・評価の視点及
び評価指標等

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

（１）業務推進の基本方
針
【評価の視点】
・適正な品種登録の実
施及び優良種苗の流
通確保のための、以下
の（２）～（５）の種
苗管理の取組が適切
に行われているか。

（１）業務推進の基本方針
種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に基づく農林水産植物の栽培試
験、農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要
な種苗の生産及び配布等、農業生産の最も基礎的かつ重要な種苗管
理業務を、適正な品種登録の実施及び優良な種苗の流通の確保を図
るための種苗の管理を総合的に行う種苗管理センターにおいて、
（２）～（５）及び別添２に示した業務を適切に行う。

（１）業務推進の基本方針
適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保のために行われる種苗管理業務
（農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、品種保護対策、農作物の種苗の検査、
ばれいしょ及びさとうきびの原原種の生産・配布及び研究開発成果の現場への橋
渡し等）について、業務の質の向上及び業務運営の効率化にも留意しつつ、以下の
（２）～（５）及び【別添２】のとおり着実に実施した。

＜評定と根拠＞
評定：B

（２）農林水産植物の品
種登録に係る栽培試験
等
【評価の視点】
・品種登録審査を着実
に推進するための栽
培試験等が適切に実
施されているか。

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
品種登録審査の国際調和の推進に寄与するとともに栽培試験対
象植物の拡大等を図りつつ、種苗法に基づく品種登録審査を着実に
推進するための栽培試験を確実かつ迅速に実施する。さらに、適切
な職員配置の下で、侵害相談、品種類似性試験等の育成者権の侵害
対策及び活用促進を的確に行う。

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
品種登録に係る栽培試験 709 点を確実に行い、栽培試験終了後平均 71.5 日で報
告書を農水省に提出した。また、新たな植物種類の種類別審査基準案や栽培・特性
調査マニュアルの作成・改正等を行い、栽培試験対象植物の拡大等を図るととも
に、植物新品種保護国際同盟（以下、UPOV)が開催する技術作業部会への参画等を
通じ栽培試験技術の調和を進める等、品種登録審査の国際調和の推進に貢献した。
育成者権の侵害対策について、品種保護対策役（品種保護 G メン）を７農場に
20 名配置し、侵害及び活用に関する相談への助言を行い、品種類似性試験を実施
した。また、DNA 分析による品種類似性試験のメニューにブドウとカンキツを追加

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験
等
目標の 691 品種以上（70%以上）の栽培試験実
施に対して、18 品種多い 709 品種を実施し、達
成率 102.6％として目標を超えた。また、平均
80 日以内の報告書提出に対して、8.5 日少ない
71.5 日で提出し、品種登録の迅速化に貢献し
た。更に、オランダの栽培試験実施機関と連携
協定に基づいた試験技術の調和により、２植物
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自己評価

根拠： 種苗管理業務の推進については、適正
な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保の
ため、以下の（２）～（５）の定量的指標を達
成しており、また、計画に掲げた事項が着実に
実施されていることから、評定を B とする。

した。
（３）農作物（飼料作物
を除く）の種苗の検査、
指定種苗の集取、立ち入
り検査等
【評価の視点】
・指定種苗の検査及び
依頼検査が確実に行
われているか。また、
ニーズに即した依頼
検査項目等の拡大が
適切に行われている
か。
（４）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
【評価の視点】
・道県の需要に対応し
た原原種の供給の安
定確保、健全無病な育
苗の供給生産・配布が
適切に行われている
か。

（３）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
我が国の優良な種苗の流通を確保するため、種苗法に基づく指定
種苗（稲、麦類及び大豆を含む）の検査を確実に実施する。また、
国際的な種子流通の活性化に対応するため、依頼検査を迅速に実施
するとともに、依頼者のニーズに即した検査対象病害の拡大を図
る。

（５）種苗管理業務に係
る研究開発成果の現場
への橋渡し等
【評価の視点】
・種苗管理業務に係る
研究開発成果の現場
への橋渡しや、種苗に
関する情報提供等の
取組が適切に行われ
ているか。

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
法人統合による相乗効果を発揮するため、研究開発部門が開発し
た DNA 品種識別技術や病害検査等に係る新技術を速やかに導入し、
種苗管理業務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門
が開発した新品種の早期普及のための種苗増殖、品種登録出願者や
種苗業者等への種苗に関する情報提供等を行う。
また、育成者権の侵害対策や活用促進等に関する知見を活かし、
農研機構全体で行う「第１の５ 知的財産マネジメントの戦略的推
進」に貢献する。

（４）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
ばれいしょ及びさとうきびの原原種については、農林水産省が定
めた「ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和 62
年４月１日付け 62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）等に基づき
種苗管理センターが道県の需要量に即した健全無病な種苗を確実
に生産し、配布するものとする。また、平成 27 年に国内で初めて
発生が確認されたジャガイモシロシストセンチュウへの対策とし
て、緊急増殖体制を維持する。

【別添 2】種苗管理業務の推進
１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
（１）栽培試験の確実な実施
ア 品種登録審査を着実に推進するため、農林水産省と緊密な連絡
調整を図りつつ、前年度出願点数（資料調査によるものを除く。）
の 70％以上の栽培試験を計画的かつ的確に実施する。
加えて、主要農作物種子法の廃止に対応し、新たに実施する水
稲の栽培試験に向け、本所において試行的に実施するとともに、
西日本農場のほ場整備等の準備を進める。

（３）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
指定種苗の検査に関して、農林水産大臣の指示に基づき 15,248 点の表示事項の
検査を行い、3,055 点の集取を行うとともに、3,153 点の発芽検査を実施した。
また、「指定種苗の生産等に関する基準」（以下、生産等基準）に追加された稲に
ついて発芽率検査を実施した。
依頼検査に関しては、全検査点数 1,840 点のうち１点を除き、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。また、依頼者からの要望に沿って、
種子伝染性病害について新たに１種類を追加した。

種類の品種登録審査の国際標準化に貢献する
とともに、オランダの強い要望で、計画にはな
かったキクについても技術調和を開始した。加
えて、新たに実施する水稲の栽培試験に向けた
準備を着実に実施した。
育成者権の侵害対策では、自治体担当者への
専門会合の開催により育成者権侵害対策や品
種登録制度に関する情報を提供したほか、ＤＮ
Ａ分析による品種類似性試験に２種類の植物
を追加するなどの新たな取組を行った。
（３）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
大臣の指示に基づき、順調に検査を行い、表
示検査及び集取・品質検査の年間計画点数を達
成した。また、新たに稲の発芽検査を実施した。
依頼検査に関しては、依頼のあった日から、全
検査点数 1,840 点のうち 1 点を除き、50 日以内
に検査結果の報告を行った。依頼者の要望によ
り病害検査 1 種類を追加した。

（４）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
ばれいしょ原原種については、平成 30 年秋植用の生産量は 2,531 袋、配布量は
2,195 袋であり、申請数量に対する充足率は 100％であった。また、平成 31 年春
植用の生産量は 61,128 袋、配布量は 58,422 袋であり、申請数量に対する充足率
は 98.0％であった。
さとうきび原原種については、平成 30 年夏植用の生産量は 1,088 千本、配布量は
1,085 千本であり、申請数量に対する充足率は 100％であった。また、平成 31 年
春植用の生産量は 1,016 千本、配布量は 1,000 千本であり、申請数量に対する充
足率は 100％であった。
ジャガイモシロシストセンチュウへの対策として、北海道農業研究センター等 （４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要
と連携し、ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種及び抵抗性を示すとされ な種苗の生産、配布等
道県の需要に対応したばれいしょ・さとうき
る品種の無病化・増殖を行った。
び原原種の供給の安定確保は一部品種を除き
達成できた。また、健全無病な種苗の生産・配
（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
研究開発部門と共同で作成したブドウとカンキツの DNA 品種識別技術の妥当性 布を適切に行った。更に、ジャガイモシロシス
を確認し、DNA 分析による品種類似性試験のメニューにブドウとカンキツを追加し トセンチュウ抵抗性品種及び抵抗性を示すと
される品種の増殖を着実に実施・推進した。
た（再掲）。
また、研究開発部門で開発した果樹２品種の増殖を行ったほか、新たに水稲１品
種の種子増殖の試作を行った。さらに、新たに都道府県知的財産担当者会合を開催 （５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場
し、育成者権侵害対策や品種登録制度に関する情報提供を行ったほか、講習会の開 への橋渡し等
研究開発部門と共同で作成した DNA 品種識別
催による種苗業者への技術指導を行った。
このほか、農研機構全体の知的財産マネジメントに資するため、本部知的財産部 技術の現場業務への導入を行うとともに、研究
開発部門の知的財産マネジメントに資するた
に育成者権の保護と権利行使に関する提言を行った。
め、農研機構における育成者権の保護と権利行
使に関する提言を本部知的財産部へ行った。
【別添 2】種苗管理業務の推進
また、研究開発部門等と連携し、種苗管理業
１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
務に係る技術開発を行ったほか、研究開発部門
（１）栽培試験の確実な実施
ア 品種登録審査を着実に推進するため、農水省と緊密な連絡調整を図り、前年度 で開発した果樹２品種の増殖、水稲１品種の試
出願点数（資料調査によるものを除く 986 点）の 70％(691 点)を超える 709 点 作を行った。更に、種苗業者からの要請に基づ
（達成率 102.6%）の栽培試験を計画的に実施した。実施に当たっては、雲仙農 き講習会を開催するなど、情報提供と技術指導
場が抱える春の強風害を回避するため、つくば技術支援センターの協力を得て、 を行った。
谷和原畑圃場にレタスやエンドウ等を配置換えし、本所で的確な栽培試験を実施
＜課題と対応＞
した。
加えて、新たに実施する水稲の栽培試験に向けて増員を図るとともに、本所で （２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験
は、谷和原水田圃場を利用し、次世代作物開発研究センターから栽培技術の指導 等
を受け、水稲の試作栽培試験を実施して栽培・特性調査マニュアル案を作成する ・栽培試験の効率的かつ確実な実施に向け、引
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栽培試験対象植物の種類を拡大するため、栽培試験を実施した
ことがない種類について必要性の高い種類から栽培方法等につ
いて検討を行うとともに、農林水産省からの依頼に基づき、12 種
類程度の植物種類について、種類別審査基準案の作成又は既存の
種類別審査基準の技術的検討（新しい特性の追加等）による改正
のための情報を収集し、その情報を農林水産省に提供する。さら
に、10 種類程度の植物種類について栽培・特性調査マニュアル及
び特殊検定マニュアルの作成又は改正を行う。
ウ 出願者から提出された出願品種種子及び種菌を確実に保存す
る。また、リファレンスコレクション（栽培試験に対照品種や標
準品種等として用いる比較品種）については、出願品種の動向、
種苗入手や増殖の難易等を踏まえつつ整理を行い、6,000 品種以
上を維持する。
エ 栽培試験結果報告書は、電子化システムの利活用により迅速な
報告書の作成に努め、栽培試験終了後平均 80 日以内に農林水産
省に提出する。
オ 品種登録審査の国際標準化に資するため、植物新品種保護国際
同盟（UPOV）が開催する会議に職員を派遣し、テストガイドライ
ン等の作成に参画する等、国際調和を推進する。
加えて、国際連携協定を締結したオランダの栽培試験実施機
関と連携して、共通の栽培・特性調査マニュアルを作成し、栽培
試験技術の国際調和に取り組む。

き続き、植物種類に応じた適切な栽培場所の
とともに、不足していた育苗等の栽培方法の情報を取りまとめた。これらの取組
検討並びに栽培環境の維持整備に努めるとと
により、来年度から水稲栽培試験を実施する体制を整えた。更に、西日本農場に
もに、新たに開始する水稲栽培試験を確実に
おいては、水田ほ場の設置場所、工事仕様書の作成や造成に着工、栽培用の機材
実施するため、習得した栽培技術の修練や適
類の購入を行う等の準備を進めた。
イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するため、農水省の依頼に基づき、審査基準が
切な調査を行い、水稲栽培試験の習熟に努め
ないハラン種等 18 種類の植物について栽培や植物の特性情報を収集した。この
る。
うち、専門家と連携して目標を 2 種類上回る 14 種類の種類別審査基準案を作成
して農水省に提供し、新たな植物種類の審査実施に寄与した。更に、栽培・特性 （３）農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検
調査マニュアルが未整備のシネラリア種や審査基準が改正されたナデシコ属等 査、指定種苗の集取、立入検査等
・これまでの指定種苗検査結果を分析し、効率
12 種類の植物種類について、新規作成４種類及び改正 8 種類を行った。
的な検査のあり方を検討する。
・依頼検査に関して、満足度に関する調査の結
果を踏まえ、対象病害を拡大する。
ウ 出願者から提出された全ての出願品種の種子及び種菌について、特性に応じ
て確実に保存した。また、リファレンスコレクションのうち栄養系品種について
は、出願品種の動向、種苗入手や増殖の難易等を考慮して、花色等の特性が酷似 （４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要
している品種が増大したことから整理を行った。その結果種子系 4,616 品種、栄 な種苗の生産、配布等
・ばれいしょの原原種生産について、引き続き、
養系 1,806 品種、計 6,422 品種を維持管理した。
ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種
エ 栽培試験結果報告書は、電子化システム(VIPS: 品種登録迅速化総合電子シス
及び抵抗性を示すとされる品種の早期無病
テム等)を活用するとともに、植物種類ごとの提出目標を設定し、的確な進行管
化・増殖体制を維持する。
理を行い、平均 80 日以内よりも 8.5 日早い平均 71. 5 日で農水省に提出した。
オ 品種登録審査の国際標準化に資するため、UPOV が開催する技術作業部会の３ ・原原種配布先へのアンケート調査結果を踏ま
つの会合(鑑賞植物及び樹木：ニュージーランド､農作物：ケニア､野菜：中国)に
え、原因究明し、改善を行う。
各１名､計３名の職員を派遣して UPOV テストガイドライン（以降「ＴＧ」）の作
成等に参画した。このうち、新たに作成するキンセンカＴＧ及び稲のＴＧでは、 （５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場
職員が作業部会の座長を務め国際統一を行った。また、カブＴＧ改正では、日本 への橋渡し等
・引き続き研究開発部門と共同で作成した DNA
の審査基準にある 14 の調査形質について新たに追加した。
品種識別技術の現場業務への導入を図る。
加えて、CPVO（欧州品種庁：EU の品種登録機関）の主要な栽培試験実施機関で
ある Naktuinbouw (オランダ)との連携協定に基づき、本年度は、ナス（46 の調
査形質中 43 を調和）及びアンスリウム（39 の調査形質中 37 を調和）の栽培・
特性調査マニュアルを作成し公開し、国際標準化に貢献した。
また、Naktuinbouw の強い要望に応じ、計画にはなかったキクについても作成
を開始した。

（２）育成者権の侵害対策及び活用促進
（２）育成者権の侵害対策及び活用促進
ア 育成者権の侵害対策等について、品種保護対策役の併任発令に ア 育成者権者、公的機関及びその他育成者権の関係者（以下、育成者権者等）か
らの侵害相談に対して助言を行ったほか、依頼に応じて品種類似性試験等を実施
より、７農場 20 名体制の下で、機動的な全国対応を行う。
した。
イ 我が国の登録品種の海外における育成者権侵害に関する情報 イ 近年相談が多く育成者権者でもある都道府県知的財産担当者を集めた会合を
新たに開催し、我が国の登録品種の海外における育成者権侵害対策や品種登録制
を関係行政機関で共有するとともに、特に税関に対し、水際対策
度に関する情報提供を行うなど啓発活動を積極的に行った。これにより、会合に
に関する情報がある場合には速やかな提供を行う。
関するアンケート結果からも我々の業務と品種登録制度への関心が高まったこ
とが確認できた。
また、品種登録制度に関する講演などにおいて、水際取締に関する情報も紹介
した。
ウ 育成者権者、公的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者 ウ 育成者権者等からの侵害に関する相談 26 件（昨年 19 件）（制度に関する問
い合わせ等全体では 142 件）（昨年 110）に対し、対抗措置等の助言を行った。
権者等」という。）からの侵害及び活用に関する相談に対し、対
品種登録制度に関する講演などにおいて、６次産業化の促進に関する支援につ
抗措置及び活用方法等の助言を行う。また、６次産業化の促進に
いても紹介を行った。
向け、地方農政局等関係行政機関、研究機関、種苗会社等から情
報を収集し、育成者権者等に品種の保護活用に関するアドバイス
を行う。
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育成者権者等からの依頼に基づく育成者権侵害状況の記録、品 エ 育成者権者等からの依頼に基づく品種類似性試験（比較栽培）を１件実施した
種類似性試験等を実施するとともに、研究開発部門等が開発した
ほか、19 件の寄託を受けた。果樹茶業研究部門と共同でブドウとカンキツの DNA
導入可能な DNA 品種識別技術の妥当性を確認し、その技術の対象
品種識別技術を作成し、平成２７年度以降追加されていない DNA 分析による品
となっている植物の種類を品種類似性試験の対象に加える。ま
種類似性試験のメニューに、ブドウとカンキツの 2 種類を追加した。
た、公募事業を活用して登録品種等の標本・DNA の保存を行うと
農水省の委託事業により登録品種等の凍結乾燥標本・DNA （302 品種・30 品
ともに、導入した DNA 品種識別技術を用いて、登録品種等の DNA
種）の保存を行うとともに、カーネーション登録品種の DNA 情報データベース
情報データベースを追加・拡大する。
を 30 品種拡大した。
オ 「東アジア植物品種保護フォーラム」を戦略的に展開し、参加 オ 「東アジア植物品種保護フォーラム」の活動で、稲の調査方法、標準品種設定
国に対する栽培試験技術の付与や品種保護関係の人材育成のた
方法についての技術指導のためミャンマーに職員 1 名を専門家として派遣し、
栽培試験技能向上に貢献した。また、農水省事業の海外出願マニュアル作成のた
めの専門家の派遣や研修を積極的に実施する等、我が国の知的財
めの制度調査（ベトナム、オーストラリア）、日本の品種の普及状況調査（中国・
産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を図る
韓国）に職員を延べ４名を派遣し、海外出願を促進するための活動への支援、我
活動を支援する。
が国の品種が海外で適切に保護されるための活動への支援を行った。
２ 農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立 ２ 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
入検査等
（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示 （１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査
や品質の検査等の充実
等の充実
ア 指定種苗の表示検査（15,000 点程度）について、流通段階も含 ア 農水大臣指令に基づき、流通段階の種苗について、15,248 点の表示検査を実
めて農薬使用回数表示の検査を重点的に行うとともに、過去の検
施し、3,055 点を集取し、3,153 点の表示発芽率に対する発芽検査を行った。そ
査結果を集取点数に反映させることにより、的確かつ効果的な集
の結果、表示不備が 27 点（0.2%）、表示発芽率を満たさないものが 68 点（2.2％）
であった。該当する種苗業者に照会し、違反の原因や当該ロットの対応、今後の
取（稲、麦及び大豆を含む 3,000 点程度）を行い、全てについて
対策について文書で回答を受けた上で農水省に報告した。
表示発芽率に対する発芽検査を行う。
また、生産等基準に追加された稲について大臣指令に基づき、3 業者に対して
7 点の発芽率検査を実施し、基準を満たしていることを確認した。
イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（昭和 58 年農林水産省告示 イ 生産等基準に係る品種純度検査 173 点、病害検査 222 点のほか、基準が定め
られている種類全てについて発芽検査 2,880 点、純潔検査 2,865 点、含水量検査
第 1666 号）に係る純度検査（170 点程度）、病害検査（220 点程
1 点を行った。検査の結果、基準を満たさないものは、純度検査で 173 点中 0 点
度）及び集取した種子のうち、基準が定められている種類全てに
（0%）、病害検査で 222 点中 17 点（7.7％）、発芽検査で 2,880 点中 36 点（1.3％）
ついての室内検査（発芽・純潔・含水量）を実施する。
であり、気密包装種子が対象となる含水量検査では 1 点中 1 点が基準を満たさ
なかった。表示検査と同様に、該当する種苗業者に照会し、回答を受けた上で農
水省に報告した。なお、純潔検査では検査した 2,865 点全てが基準を満たした。
（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施
（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施
ア 的確かつ迅速な検査を基本に、検査試料の提出が遅れたもの等 ア 的確かつ迅速な検査に努め、全検査点数 1,840 点のうち１点を除き、検査依
頼のあった日から 50 日以内（平均 23.2 日）に検査結果の報告を行った。病害検
特別の事情があるものを除き、検査依頼を受け付けた日から 50
日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の関心事項及び満
査では、種苗業者からの依頼希望が多く、検査のスケジュールや人員配置の綿密
足度を調査し、業務の改善を図るとともに、クレームがあった場
な計画を立てて実施するとともに、検査の精度を確保しつつ、検査効率を向上さ
合には、適切に対処する。
せるために現行法の改良を行って対応した。
また、依頼者の関心事項及び満足度に関する調査の結果、特に、要望が多かっ
た病害検査対象病害の拡充のため、機構内の病理研究者と構築した種子病害ネッ
トワーク内で要望される病害の情報を共有するとともに、検査法の策定を始める
ための人材資源を把握するため、病害に対して経験を持つ研究者のリストを作成
した。
イ 依頼者から要望があった種子伝染性病害に対し、調査研究結果 イ 依頼者からの要望があった種子伝染性病害について、調査研究結果等を踏ま
等を踏まえ、依頼検査の対象病害を 1 種類以上拡大する。
え「Alternaria japonica によるアブラナ属野菜及びダイコンの黒斑病」を依頼
検査の対象に追加した。
ウ 国際種子検査協会（ISTA）が日本で開催する総会について、開 ウ 農水省に働きかけて招致した、わが国で初めて開催する国際種子検査協会
（ISTA）年次総会について、ISTA 承認を受けた 4 機関と連携して組織した国内
催国の事務局として準備を進め ISTA に協力し開催する。また、
実行委員会の事務局として、参加者の入国ビザ取得支援、ISTA や会場施設との
ISTA 等が開催する会議について、農林水産省からの職員の派遣の
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要請に基づき、職員を派遣する等積極的に参画する。さらに、国
際健全種子推進機構（ISHI）が行う比較試験等の検査法の国際標
準化に向けた活動に参画し、必要に応じ職員を派遣する。

エ

種子の輸出を促進するため、民間の検査機関等が参加する種子
検査ネットワークを活用し、種子病害検査法の標準化、普及を促
進する。
オ OECD 品種証明制度に基づく種苗業者の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があった場合には的確かつ迅
速な検査を実施し、検査結果を報告する。

連絡、国内の種苗業界の要望に沿ったセミナー（種子活力）の設定等、総会の準
備を行った。総会には 39 ヵ国から 177 名が参加し、これまで数名の参加しかな
かった日本からは 49 名が参加した。総会では、憲章や検査法の改定、追加、修
正が採択された。
また、年次総会後、日本で初めてとなる ISTA ワークショップ（品質保証とラ
ボ認証）をつくば市で事務局として開催した。8 ヵ国、22 名が参加し、種子検査
ラボが有すべき品質保証システム、サンプリング、機器校正等に関する知識と技
術を学んだ。年次総会及びワークショップともに、参加者からは会議運営につい
て高い評価を受け、農研機構の知名度向上に貢献した。
ISHI 会議における病害検査法の作成状況について情報を収集するため、日本
種苗協会が主催した ISHI 国内会議に参加し、培養法から遺伝子解析技術を利用
した方法に移行する傾向であるという情報を得た。
エ 民間の検査機関と構築した種子検査ネットワークを活用し、民間検査機関等
の検査対象病害の拡大のため、技術習得の求めに応じ「アブラナ属野菜の黒腐病
の検査法」等に関する講習会を３回開催した。
オ OECD 品種証明制度に基づく種苗業者の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。

（３）国からの指示により実施する検査の実施
（３）国からの指示により実施する検査の実施
ア 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確 ア カルタヘナ法第 32 条第２項の農林水産大臣の指示はなかった。農水省からの
保に関する法律」（平成 15 年法律第 97 号）第 32 条の規定に基
要請に応じて妥当性確認試験（パパイヤ、ペポカボチャ及びペチュニア、合計 63
づき、同条第２項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、
サンプル）に協力した。
検査及び収去を的確に実施するとともに、その結果を農林水産省
に適切に報告する。また、農林水産省からの要請に応じて、検査
に関する協力等の対応を行う。
イ 種苗業者が EC ナショナルカタログへ品種登録した野菜種子の イ 日本の種苗業者が EU 諸国のナショナルカタログに品種登録している野菜種子
事後検定を年次計画について実施し、農林水産省に報告する。
を EU 諸国へ輸出する際、日本と EU との取決めにより行われる事後検定につい
て、年次計画に従って 9 種類 22 品種を実施した。
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 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
ア 「食料・農業・農村基本計画」に即し、道県の需要量に対応し ア 道県の需要量に対応した原原種の供給量を安定的に確保し、農業生産者の農
た原原種の供給量を安定的に確保（需要量のほぼ 100％を確保で
業生産を上げ農業所得の向上に資するため、主要な品種について同一品種を複数
きる生産配布計画の作成）する。「ばれいしょ原原種及びさとう
農場で栽培するなど、リスク分散を考慮し原原種を生産配布した。
きび原原種配布要綱」（昭和 62 年４月１日付け 62 農蚕第 1969
号農蚕園芸局長通知）第６配布の申請に基づく道県からの申請
平成 30 年秋植用ばれいしょ原原種では、霜害防止とウイルス病感染予防のた
数量に対して支障をきたすことのないように生産・配布する。生
めの被覆資材が 4 月中旬の強風により破損し、茎葉の折損も確認されたが、速や
産に当たっては、同一品種を複数農場で栽培すること等により、 かな資材の補修と殺菌剤・殺虫剤の散布を行い生育の回復を促したことにより、
台風や冷害等の気象変動や病虫害の発生等のリスク分散を行
生産計画 2,398 袋に対し配布量は 2,195 袋、申請数量に対する充足率は 100％、
う。また、道県の需要に対応した健全無病な種苗の供給を前提
備蓄を含む生産量は 2,531 袋であった。
に、品質・生産力の向上、省力化及びコストの低減を図り、効率
平成 31 年春植用ばれいしょ原原種では、9 月 6 日に発生した北海道胆振東部
的な原原種の生産を行う。
地震により胆振農場で、収穫後に乾燥中のばれいしょの一部が荷崩れしたが品種
混合しないよう約 3t のばれいしょを廃棄するとともに、原原種の供給が滞るこ
とがないよう、機械器具等が破損する中で選別装置を最優先に復旧させた。また、
原原種ほ場で発生した黒あし病について、北海道農業研究センター等の指導を受
けて作成した黒あし病への対応方針に基づき、病株の除去、収穫後の乾燥（40 日
以上）を徹底するとともに、出荷前のロット検査を実施し、合格した原原種の情
報を配布先に提供した。これらの取組を行った結果、生産計画 62,790 袋に対し
配布量は 58,422 袋、申請数量に対する充足率は 98.0％、備蓄を含む生産量は
61,128 袋であった。なお、配布数量のうち、抵抗性品種の早期普及や気象の影
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イ

新たな病害の発生等に対応し、病害虫防除等を講じる。無病性
については、生育期間中のほ場での肉眼による病害検定を実施
し、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさとうきび原原種の
病害罹病率を 0.1％未満とする。また、品質においては、土壌改
良、輪作年限の確保等の対策を実施し、ばれいしょの萌芽率 90％
以上、さとうきびの発芽率 80％以上を確保する。

ウ

ばれいしょ原原種の生産体系において、変異体のチェックを強
化し、品種の純粋性の維持を図る。

響による原種ほでの不作等に対応するため、特別種苗（採種ほ用）として 369 袋
を配布した。
さとうきびでは、台風被害（生産に被害をもたらした台風の接近・上陸は、鹿
児島で 5 個、沖縄で 7 個であった。そのうち台風 24 号は沖縄で最大瞬間風速
53.8m/s であった。）があり、さとうきびの倒伏、折損、網室等の破損が多数確
認されたが、台風対策マニュアルに基づき、台風襲来前の短時間に剪葉（さとう
きびの頂部の葉をカットすることで風による揺さぶりを低減する作業）により倒
伏や折損の軽減を図るとともに、台風通過直後には人海戦術により倒伏した茎を
起した。収穫では、乱倒伏した茎をより分け虫害がないことを確認し、夏季の高
温の中熱中症に注意を払いながら刈り取り、原原種を配布した。
これらの取組の結果、平成 30 年夏植用さとうきび原原種では、生産計画 1,416
千本に対し配布量 1,085 千本、申請数量に対する充足率は 100％であった。なお、
県からの申請数量を充足できたことから、生産量は 1,088 千本に止めた。
また、平成 31 年春植用さとうきび原原種では、生産計画は 1,265 千本に対し、
配布量は 1,000 千本、申請数量に対する充足率は 100%、生産量は 1,016 千本で
あった。
北海道胆振東部地震により北海道中央農場では地震による停電でミニチュー
バーを生産する施設への給電が止まったため、必要な養液の自動供給（エアロポ
ニックス栽培では 10 分に 1 回程度ポンプによりばれいしょの根に養液を噴霧す
る）ができなくなった。電源復旧までの間、人海戦術により噴霧器等で養液を供
給したことで健全な生育を促し、ミニチューバーの生産計画数量を確保すること
ができた。
台風被害のリスク分散のため、沖縄農場で台風等の被害が発生した場合に備
え、さとうきび原原種のうち２品種（「NiF8」、「Ni22」）について、合計８万
本を鹿児島農場で生産した。
次に、ほ場での病害検定(抜取り)の効率化及び高度化を図るため、ウエアラブ
ルカメラを用いて熟練職員の検定時の視線を撮影し、若手職員への教育材料の作
成を行った。
北海道内３農場（中央、後志、胆振）では、フォークリフトやホイルローダー
等の特定自主検査を外部委託せず、検査資格を有する職員による 10 台の検査実
施や農薬・肥料等資材の一括購入等により経費の削減を図った。
イ ばれいしょでは生育期間中、目視による病徴等株の抜取りを原原種ほで 4～15
回（網掛け栽培除き）実施し、ウイルス罹病株等をほ場から除去するとともに、
薬剤散布を週 1～2 回、合計 9～16 回行う等、徹底した植物体の健全化を図った。
また、採種環境を良好に保つため近隣市町村、JA 等関係機関と連携し、周辺環
境浄化対策に引き続き取り組んだ。以上の対策等により収穫直前の検定における
ばれいしょ原原種の病害罹病率は、平成 30 年秋植用 26 品種及び平成 31 年春植
用 86 品種全てにおいて 0.1％未満であった。
ばれいしょ原原種の萌芽率は、平成 30 年秋植用が 99.8％、平成 31 年春植用が
99.4％であった。
さとうきびでは 12～15 回の抜取りを実施し、ウイルス罹病株等のほ場からの
除去や薬剤散布を行い、徹底した品質管理を実施した。これにより全ての品種に
おいて罹病率は 0.1%未満であった。さとうきび原原種の発芽率は、平成 30 年春
植用が 94.4％、平成 30 年夏植用が 90.6％であった。
ウ 培養系母本を基にした急速増殖技術を用いたばれいしょ原原種の生産体系に
おいて、培養による変異をチェックするため、培養系母本の元となる母塊茎と原
原種の比較栽培を実施し、形態的特性を含めて特性確認調査を実施した結果、原
原種 86 品種全てにおいて変異は確認されなかった。さらに、ミニチューバー生
産に当たって、新たに開花時の写真を撮影して母塊茎と比較し変異がないことを
確認した。
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エ

ミニチューバー等を用いた原原種生産体系の拡大により緊急 エ 植物防疫法上の重要病害虫であるジャガイモシロシストセンチュウの国内で
時における新品種等の原原種の供給期間を大幅に短縮した増殖
の発生を受けて、北海道農業研究センターが育成を進めている同センチュウ抵抗
体制の構築を図るため、エアロポニックス栽培において、早晩性
性品種・系統及び海外からの導入品種等のウイルスフリー化を引き続き行うとと
や早期肥大性等の品種特性に応じたミニチューバーの効率的な
もに、北海道中央農場の緊急増殖施設を活用し、それら品種・系統を増殖した。
生産に取り組む。特に、国内で発生が確認されたジャガイモシロ
なお、北海道や北海道農業研究センターから提供された産地の動向や品種情報を
シストセンチュウの対策として、緊急増殖体制を維持する。
基に、将来のニーズを予測して増殖していた同センチュウ抵抗性品種「フリア」
の早期普及を図るため、北海道からの急遽の配布要請に対応し、特別種苗（採種
ほ用）200 袋（採種ほ 2ha 相当分、農家の生産ほ場で 20ha 相当分）を配布した。
このことにより、植物防疫法による緊急防除が終了する 2020 年に植え付けるた
めの種ばれいしょの供給が可能となる。
オ 原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケ オ ばれいしょ及びさとうきび原原種の配布先に対するアンケート結果における
顧客満足度（５点満点）は以下のとおりであった。
ート調査を実施し、その結果に基づき次年度以降の原原種生産配
（ばれいしょ原原種）平成 30 年春植用：3.58【前年 3.48】、平成 30 年秋植用：
布に関する改善計画を作成することにより業務の質の向上を図
4.25【前年 4.13】
るとともに、クレームがあった場合には、適切に処理する。
（さとうきび原原種）平成 30 年春植用：4.11【前年 4.14】、平成 30 年夏植用：
3.78【前年 4.06】
萌芽や初期生育の不揃いについて改良してほしいとの要望に対して、施肥設計
の見直しや新たな輪作作物の導入のための試作を実施し、さらに、黒あし病を発
生させないようほ場管理に努めてほしいとの要望に対して、明渠の整備等を行う
改善計画を作成した。
また、ばれいしょ原原種に対するクレームとして、貯蔵中の塊茎腐敗等の計 13
件の問い合わせがあった。そのうち、多く寄せられた乾腐症状等については必要
に応じて配布先へ備蓄品から補填配布するとともに、原因として収穫や選別時に
生じた傷口からフザリウム菌が侵入し感染することが考えられるため、対策とし
て収穫・選別時に塊茎に打撲や傷を与えないように機械作業速度を調整した。
また、胆振農場産原原種「とうや」で生育期間中、軟腐病が発生したことから、
発症株の抜取りの徹底、まん延防止のための殺菌剤散布（ナレート水和剤、バク
テサイド水和剤を 7 月中旬から下旬にかけてそれぞれ 1 回ずつ計２回）、ほ場排
水対策として明渠の整備等を行い原原種を生産し、配布先との情報共有を図った
上で配布を行った。
後志分場産原原種「とうや」で配布直後に塊茎表皮に陥没症状が確認されたこ
とから配布先と協議し、配布した原原種を廃棄・回収するとともに発生の経緯に
ついて分析し、併せて、次年度以降の生産現場への影響を最小限にするための生
産計画等の検討を行った。
カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機 カ 試験研究機関等からの申請に対し、調査用種苗の提供を以下のとおり行った。
関等に対し、技術の提供及び健全無病種苗の配布を行うととも （ばれいしょ）平成 30 年秋植用：11 品種（原原種生産していない 2 の有望系統を
に、母本の早期無毒化等により、新品種の開発・普及を支援する。
含む）、708kg
平成 31 年春植用：105 品種（原原種生産していない 44 の有望系
統等を含む）、10,497kg
（さとうきび）平成 30 年夏植用：18 品種、540 本
平成 31 年春植用：3 品種、1,050 本
また、試験研究機関から有望育成系統を受け入れ、母本の無病化、増殖特性の
確認を以下のとおり行った。
（ばれいしょ）無病化：19 系統、増殖特性確認：15 系統、育成中止：22 系統
（さとうきび）無病化：4 系統、増殖特性確認：4 系統、育成中止：６系統
なお、地方独立行政法人北海道立総合研究機構が育成したばれいしょ「ハロー
ムーン（北育 22 号）」を春植用ばれいしょ原原種として初めて配布した。
また、九州沖縄農業研究センターの育成した系統であるさとうきび「KY101380」について、通常の増殖に比べ 2 年早く 2020 年に 70 千本の原原種を配布で
きるよう緊急増殖を実施した。
109

４ 種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
４ 種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
（１）研究成果の生産現場への橋渡し
（１）研究成果の生産現場への橋渡し
ア 研究開発部門が開発した新技術を速やかに導入し、種苗管理業 ア 果樹茶業研究部門と共同で作成したブドウとカンキツの DNA 品種識別技術を
務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門で開発し
DNA 分析による品種類似性試験のメニューに追加した（再掲）。
た品種の早期普及のため、新品種の種苗の増殖を支援する。
また、農研機構内での種子病害に関する総合的な取組を推進するために、研究
開発部門の植物病理研究者と種子病害ネットワーク会合を 5 回開催し、種苗業
界から種子検査の要望のあった種子伝染性病害について情報共有するとともに、
今後、検査法の策定を始めるための人材資源を把握するため、各病害に対して経
験を持つ研究者のリストを作成した。
更に、農研機構の研究課題（中課題）及び農水省の事業も活用し、検査要望の強
い Candidatus Liberibacter solanacearum（Lso）に関して、ニンジン Lso 汚染
種子を供試して種子伝染性の有無及び検出技術の開発に取り組んだ。
ばれいしょの原原種生産では、抜取り作業の省力化に向けた「ばれいしょ原原
種ほ場での病害虫の自動判定」等の試験研究を農業情報研究センターと一緒に課
題化した。本年度の予備調査において種苗管理センターは研究材料を提供した。
また、黒あし病の検定業務の効率化・高度化を図るため、北海道農業研究センタ
ーで開発された黒あし病高度診断技術を原原種生産農場に導入して検証し、来年
度から効率的に検査が可能な体制を整えた。更に、調査ほ場の「イリダ」で黒あ
し病（ディケア）が発生したことから、その発生要因解明のため「イノベーショ
ン創出強化研究推進事業」の緊急対応研究課題「ほ場で突発するジャガイモ黒あ
し病の感染要因の検証」に参画し、各農場における黒あし病発生歴のある圃場の
土壌、圃場周辺の雑草等をサンプリングし、黒あし病菌の有無の検定等を行った。
果樹茶業研究部門が育成したかんきつ新品種「みはや」及び「璃の香」の現場
への早期普及のため、前年度に引き続きウイルスフリーを維持しながら母樹の栽
培管理を行い、健全な穂木の採取を行った。また、果樹茶業研究部門が育成した
果樹新品種の増殖事業については、かんきつに限らず、果樹茶業研究部門と種苗
管理センターとが共同で引き続き実施することとした。
採取した穂木の数量「みはや」：1,410g
「璃の香」：2,014g
新たに、次世代作物開発研究センターが育成した水稲新品種「とよめき」を用
いて、昨年度整備した専用ほ場で種子増殖の試作を実施した。その結果異型タイ
プが確認されたため、次世代作物開発研究センターと一緒に異品種・系統を混入
させないための品質管理マニュアルを作成した。
イ 研究開発部門からの要請に応じて、輪作ほ場を活用し、早期普 イ 今年度は、研究開発部門からの要請がなかったため、畑作物の試験研究用種苗
等の増殖は行わなかった。
及が必要な畑作物の試験研究用種苗等を増殖する。また、輪作ほ
場、不測時の増殖ほ場等を活用して、災害時の代作用種子の生産、
災害対策用そば種子の生産及び予備貯蔵に関しては、災害時の代作用種子とし
予備貯蔵を実施し、必要に応じて都道府県に配布する。
て昨年からの繰越分を含めて 18.0ｔ予備貯蔵を行い、北海道からの要請を受け
て、10.1ｔを配布した。また、次年度の予備貯蔵のために災害対策用そば種子を
2.1t 生産した。
（２）情報提供
（２）情報提供
ア ホームページ等を通じて、品種登録出願者に対する出願等に係 ア ホームページ等を通じ、品種登録出願者を対象に、栽培試験で使用する種苗の
提出形態や栽培試験における各植物種類の栽培方法等に係る情報を引き続き提
る情報提供（講演を含む）を行う。種苗業者に対する技術講習会
供するとともに、種苗法の規定改正に伴う 275 種類中 111 の植物名の表記の更
の開催による技術指導を行う。ばれいしょ、さとうきびの種苗生
新を行った。
産者等に対する技術講習会の開催による技術指導、情報提供等を
また、自治体等からの要請に基づき、品種保護制度に係る講演を 6 回（受講者
行う。
計 312 人）実施し、品種保護対策業務の紹介、品種登録制度や育成者権の侵害対
策などに関して普及啓発活動を行った。
種苗業者と民間検査機関の種子検査能力を向上させて、自ら品質管理すること
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が可能となるよう、研修要請に基づき講習会を開催した。具体的には、発芽検査
の講習会を１回（５名、３業者）、病害検査の講習会を３回（７名、４業者）開
催した。このうち病害検査では「トマト種子のポスピウイロイド検査法」の講習
会を技術開発した中央農業研究センターと連携して開催し、検査法を民間に技術
移転した。
ばれいしょ原原種の配布先に対し病害検定技術等について指導を行うととも
に、「ばれいしょ原原種及び原種生産に係る北海道連絡会」を２回開催（６月、
７月）し、生産者団体等と生産状況、栽培管理、検定技術等に関する情報交換及
び原原種の品質向上と効率的な生産についての意見交換を行った。また、さとう
きびの生産者団体等関係機関に原原種生産に関する情報提供を行うとともに、収
量性、株出し萌芽性、病害抵抗性等に係る有望系統（特に「KY10-1380」に係る
種苗増殖）について意見交換を行った。
イ 種苗管理業務を通じて得られた情報及び知見を農林水産省に イ 種苗室の要請に応じ、栽培試験を通じて得られた審査基準改正に必要な情報
（特性調査形質の追加や標準品種の更新）を提供した。また、ネットオークショ
提供する。
ンサイトでの侵害品の販売や農業者の自家増殖に育成者権を及ぼす植物種類の
追加に関する問合せなどの情報を農水省知的財産課に情報共有した。さらに、原
原種の生産状況等を、種苗行政の基礎資料として農水省に提供した。
（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上
（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上
種苗管理センターが策定する研修計画等に基づき、種苗管理業務 ア 研究開発部門の業務に携わることにより、種苗管理業務に関するより高度な
専門的知識と技術を備えた人材を育成するため、人事交流により北海道農業研究
に係る先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗管理担
センターのバレイショ育種グループ及び病虫害グループに職員を派遣した。
当者の業務運営能力の向上を図る。
イ 栽培試験業務について、品種登録制度の知識を身につけた上で業務に取組め
る人材を育成するために、新たに業務を担当する者に対し栽培試験基礎研修（６
名）を実施した。また、審査基準案作成担当者としての能力を付与するため種類
別審査基準案作成研修（２名）を実施した。さらに、栽培試験実施責任者の知識
の高位平準化を図るため、栽培試験実施責任者の有資格者を対象とする習熟度試
験（28 名受験）を行ったほか、国際的な品種保護制度の理解を深めさせるため、
UPOV が行う植物新品種保護に関する通信学習（e-ラーニング）を受講させた。
品種保護対策業務について、種苗法等の関連知識を身につけるとともに、幅広
く外部からの相談等に対応できる人材を育成するため品種保護Ｇメン研修を実
施し、新たに品種保護Ｇメンに任命された者（１名）については品種保護Ｇメン
資格認定試験を実施した。
種苗検査業務について、依頼検査にスムーズに対応できる人材を育成するた
め、依頼検査事務研修（3 回のべ 9 名）、サンプラー研修（9 名）、発芽検査研
修（1 名）、品種純度検査及び EC 事後検定研修（10 名）等の研修を実施した。
また、検査に関する技術の高位平準化を図るため、指定種苗検査職員資格認定試
験（2 名）、ニンジン黒斑病を対象とした熟練度テスト（４名）、各種病害検査
を対象とした技能評価試験を実施した。
種苗生産業務について、ばれいしょ原原種生産の現場において病害虫対策に
即応できる人材を育成するため、若手職員に対し種苗生産専門技術研修（7 名）
を行い、ばれいしょ原原種生産にとって最も重要な病害虫であるジャガイモシス
トセンチュウの検診方法等を習得させた。
主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
品種登録に係る栽培試験等については、709 点について実施し、年度計画で示した 691 点以上を達成したほか、栽培試験終了後の報告までの日数についても平均 71.5 日と、目標の 80 日以内を達成している。また、新たに出
願された植物種類の種類別審査基準案の作成や栽培・特性調査マニュアルの作成・改正、オランダの栽培試験実施機関との連携協定に基づく栽培試験技術の調和による品種登録審査の国際標準化を進めるなど、着実に業務を
実施している。
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指定種苗の表示検査については 15,248 点、集取・室内検査（発芽率、含水量等）については 3,055 点を行い、年度計画で示した 15,000 点、3,000 点以上をそれぞれ達成している。また、新たに生産等基準に追加された稲に
ついて大臣指令に基づき３業者に対し７点の発芽率検査を実施した。種苗業者等からの依頼検査についても、全検査点数 1,840 点のうち再検査が必要となった 1 点を除き、検査依頼日から目標である 50 日以内に検査結果を報
告している。
更に、種子のサンプリングや品質検査の検討を行う国際種子検査協会の年次総会を我が国で初めて開催した。総会には 39 ヵ国から 177 名が参加し、我が国から過去最高の 49 名の参加があった。会議運営について参加者か
ら高い評価を受け、農研機構の知名度向上に貢献している。
種苗の生産・配布については、適切なマネジメントにより、ばれいしょ原原種の配布量は道県の申請数量に対して充足率 98％、さとうきび原原種の配布量は県の申請数量に対して充足率 100％と配布種苗の品質目標を達成
している。
研究開発成果の現場への橋渡しについては、研究開発部門等と連携し、ブドウとカンキツの DNA 品種識別技術、種子伝染性病害の検査技術及び種ばれいしょ生産における病害虫対策技術等の開発を行っている。また、種苗
管理センターにおいて研究開発部門で開発した新品種（果樹２品種）の増殖を行っている。
以上のとおり、年度計画に基づいた着実な業務運営が行われていることから、B 評定とする。
＜今後の課題＞
今後も行政部局や関係機関と密接に連絡調整を図り、適正な品種登録の実施、優良種苗の流通確保に向けた種苗管理業務の質の向上及び業務運営の効率化が実施されることを求める。
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様式２－１－４－２
国立研究開発法人
年度評価
項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式
１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１１

農業機械化の促進に関する業務の推進

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該事業実施に係る根拠（個別法条文な
ど）
関連する政策評価・行政事業レビュー

当該項目の重要度、難易度

国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条
行政事業レビューシート事業番号：0170

２．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

技術講習会などへの講師派遣回数
（回）
)
農業機械化促進に関する技術相談な
どの件数

28 年度

29 年度

30 年度

59

57

52

127

181

186

31 年度

32 年度

備考

28 年度

29 年度

30 年度

予算額（千円）

1,885,680

2,110,811

2,292,165

決算額（千円）

1,904,853

2,161,514

2,673,657

経常費用（千円）

1,676,747

1,577,629

1,605,108

展示会への出展件数などの広報実績

26

25

24

経常利益（千円）

1,671,647

1,607,669

1,604,517

見学件数

78

80

120

行政サービス実施コスト（千円）

1,729,822

1,570,185

1,686,432

74.8

73.9

74.0

従業人員数（人）

31 年度

32 年度

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標（平成 30 年 4 月 1 日改正）

中長期計画（平成 30 年 4 月 1 日変更）

（１）業務推進の基本方針
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本計画」等に即して生産現場が直面する問題
の速やかな解決、生産流通システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資
するため、ロボット技術、ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、農業機械に関する試験研究及
び実用化、安全性検査等の業務を総合的かつ効率的に実施する。
併せて、農作業の安全に資する情報収集・分析、それを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の
高度化並びに農業用ロボットの性能や安全性確保に関する評価手法の確立を図る。
また、農業競争力強化支援法(平成 29 年法律第 35 号)に基づき、農業機械等の開発について、良
質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、大学及び民間事業者
等と連携を図る。

（１）業務推進の基本方針
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解決、生産流
通システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資するため、ロボット技術や ICT 等の先端技術の活
用を一層図りつつ、以下の研究推進方向に沿って、効率的かつ効果的な試験研究及び実用化の業務を実施する。
農業機械の安全性検査等の業務については、安全性評価及び環境性能評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果的に実施す
る。
併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関係団体や都道府県など関係機関と緊密に連携して収集・分析を図り、
その結果を農業機械の開発研究及び評価試験の高度化に活用する。また、今後、社会実装が見込まれる農業用ロボットに求
められる性能や安全性確保要件については、評価手法の確立を目指す。
また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35 号）に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ低廉な農業資材
の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、大学及び民間事業者等と連携を図る。
業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化に取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との連携を日常的に
強化し、現場からの要望、要請に適切かつ的確に対応する。対応状況は、農業者、農業者団体、大学、行政等から構成され
る外部委員会による検討を踏まえ改善に努める。

（２）研究の推進方向
（２）研究の重点化及び推進方向
ア 農業機械等の試験研究の推進
ア 農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活躍できる環境を
農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻な問題となっている中、若者・女性等多様な人
整え、担い手のニーズに応えるためには、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の新技術の導入、未機械化分野
材が活躍できる環境を整え、担い手農業者のニーズに応えるためには、省力化・低コスト化に資す
への対応及び機械部品の共通化・標準化、より安全な機械の開発なでを一層進めていく必要がある。こうした課題に対応
るロボットや ICT 等の新技術の導入、未機械化分野への対応及び機械部品の共通化・標準化、より
するため、別添 1 の 1(6)に示した研究を農業研究業務と協力分担して重点的に推進する。
安全な機械の開発などを一層進めていく必要がある。こうした課題に対応するため、農業機械等の
研究の推進に当たり、（１）で示した外部委員会による開発計画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産現場の声を踏
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試験研究及び実用化とこれに資する基礎・基盤的研究を重点的かつ計画的に実施する。これらのこ
まえ、中間評価、終了時評価及び単年度評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果及び研究開発成果については、
とを実現するため、別添 1 の 1(2)に示した研究を農業研究業務の研究開発と協力分担して進める。
できる限り定量的な手法、視覚的な表現も用いつつ国民に分かりやすく、また、ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅
なお、研究の推進に当たっては、研究のステージに応じて研究評価(生産現場への普及性の観点を
広く情報提供を行う。
含む)を適切に実施し、研究の実施に反映させるとともに、その評価結果及び研究開発成果について
は、できるだけ定量的手法を用いて国民に分かりやすい形で情報提供を行う。
イ 行政ニーズへの機動的対応
イ 期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を的確に実施する。
期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を的確に実施する。
ウ 地域での農業機械開発への研究支援
ウ 地域での農業機械開発への研究支援として、都道府県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、担い手、メ
都道府県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、担い手、メーカー、関係省庁など、 ーカー、関係省庁など、関係者が参画した機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う地域農業研究センター
関係者が参画した機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う地域農業研究センターな
などと協力分担して研究支援する。
どと協力分担して研究支援する。
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項
農業機械等の試験研究及び実用化を効率的・効果的に進めるため、以下の事項に配慮する。研究
課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニーズに的確に対応するため、各地域農業研究センタ
ー、行政部局、大学、担い手農業者、民間事業者、研究機関等から現場ニーズに係る情報を定期的
に収集し、機動的に課題化する体制を構築するとともに、農業研究業務における作業技術、情報技
術、農業経営など関連する研究分野との連携を強化する。
また、スマート農業（ロボット技術や ICT を活用した超省力生産及び高品質生産を実現する新た
な農業）の実現に向けて、ロボット技術、ICT 等の異分野の技術を活用した先進的・革新的な機械
の開発、通信規格の標準化等の研究に異分野の研究機関等との連携も図りながら積極的に取り組
む。このほか、電動化など将来的に必要なものの未確立の基盤技術については、大学、異分野の研
究機関等と連携協力して研究に取り組む。
実用化に当たっては、担い手農業者、行政部局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、
情報収集及び提供、製造業者ごとに異なる部品の共通化及び汎用化等が促進される体制の構築に取
り組む。
なお、農業政策上で緊急的に措置が必要な課題については、迅速かつ柔軟に人的・経済的資源を
投入し、優先的に取り組む。

（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項
（１）に掲げた農業機械等の試験研究及び実用化を効率的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配慮する。
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニーズに的確に対応するため、各地域農業研究センターや行政部局、
大学、担い手、異分野を含むメーカー、研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る情報を定期的に収集し、機動的に課
題化する体制を構築するとともに、従前の農業機械分野に限らず、開発・改良に当たっては、農業研究業務における作業
技術や情報技術、農業経営はもとより、育種、栽培、病害虫防除など関連する研究分野との連携を強化する。
イ スマート農業の実現に向けて、平成 25 年に農林水産省が設置した「スマート農業の実現に向けた研究会」（以下「スマ
ート農業研究会」という。）での審議を踏まえ、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活用した先進的・革新的な機械の
開発に当たり、異分野の研究機関との連携を図る。
ウ 実用化に当たっては、現場の担い手農業者、行政部局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、情報収集及び
提供、メーカー毎に異なる部品の共通化及び汎用化等が図られる体制を構築する。
エ ロボット技術の安全性の確保については、スマート農業研究会で策定予定の農林水産業用ロボットの安全性確保ガイド
ラインを踏まえつつ、技術の開発とその評価方法に関する研究を推進する。
オ スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化を図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を把握するとともに、
関係企業・団体等と連携して、我が国で適用する規格の策定と標準化を推進する。
カ 電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術については、大学や異分野の研究機関等との連携協力により、研究の課
題化や研究開発の促進を図る。

（４）農業機械の安全性検査等
ア 農業機械の開発・改良の促進や農作業の安全性の確保、環境保全に資するため、リスクアセス
メントの考え方、安全性検査等の実施結果等を踏まえて、安全性検査等内容の充実を図る。
なお、環境保全の観点からは、農業機械の省エネルギー化や排出ガスなどの低減に向けて積極
的な対応を行う。
イ 申請者の利便性の向上に資するため、より効率的な検査の実施、事務処理の合理化等により、
成績書の早期提出に努める。
ウ このほか、農業機械の安全性検査等の結果については、継続的にデータベースの充実を図ると
ともに、インターネット等を通じて幅広く情報提供を行う。また、農作業事故は高齢者に多いこ
とを考慮に入れ、農作業事故防止のための安全な農業機械の普及促進や農作業安全対策の啓発に
取り組む。
エ 今後我が国の農業機械等の国際展開が進む中で、我が国の農業機械が有する高い作業性能、安
全性能、環境性能等のグローバルスタンダード化を促進する観点から、農業機械メーカー、その
団体等の協力を得て、OECD トラクターテストコードなど農業機械に係る国際標準の設定等に関す
る議論に積極的に関与する。

（４）農業機械の安全性検査等
ア 農業機械の安全性の向上に向け、国内外の規制・基準の動向、機械安全に関するリスクアセスメントの考え方、事故調
査・分析の結果、事故防止に関する開発・改良研究の成果等を踏まえ、事故防止・被害低減に向けた安全性評価に資する
よう農業機械の評価試験の充実を図る。また、環境性能の向上に向け、国内外の規制の動向、環境に関連する開発・改良
研究の成果等を踏まえ、OECD トラクターテストコード等の国際基準を考慮した省エネルギー化の推進や排出ガスの規制強
化を含む対応に資するよう農業機械の評価試験の充実を図る。
イ 検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、事務処理の合理化等を進め、成績書等の早期提出に努める。
ウ

安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベースの充実とともに、その情報をウェブサイト等で広く提供する。併
せて、外部から寄せられた安全性検査等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で迅速にウェブサイトを通じて情報
提供を行う。

エ

農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブサイト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真に必要な利用者へ
の情報提供を行う。
オ 経済協力開発機構（OECD）、アジア・太平洋地域農業機械試験ネットワーク（ANTAM）への会議に参画して、情報収集を
行うとともに、農業機械メーカー及びその団体等の協力を得て、国際的な標準化に対する議論に積極的に関与する。

（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の高度
化
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化
農作業の安全確保を進めるためには、農業機械・装置の安全性の一層の向上を図ることが必要で
農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農作業の安全確保を図るため、以下のとおり、重点的に推進する。
ある。高齢農業者、新規就農者の安全確保はもとより、農業経営の急速な規模拡大により、農業機 ア 行政部局等との連携により、農作業事故情報の収集を充実するとともに、事故情報の分析に当たっては、労働安全分野
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械の大型化、高性能化及び中古農業機械の利用が進む中で、中核的な担い手や雇用労働者の安全確
の専門家等外部専門家も交えた検討会を開催する等、より的確な分析結果を得られる体制を整備する。また、その分析情
保にも留意していく必要がある。
報を農業機械のリスクアセスメントの考え方に基づく安全設計や安全利用に資するよう、行政部局、関係団体等と連携し、
このため、行政部局、関係業界、労働安全分野の専門家等との連携の下、農作業事故の実態をよ
ウェブサイトのみならず多様なルートを通じて農業機械メーカーや農業現場へ伝達・普及する。また、分析情報を基に、
り的確に把握・分析する体制を設け、その分析情報について、農業機械の安全設計や安全利用に資
メーカーによる改善に向けたリスクアセスメントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向けて、民間企業へのリスク
するよう、農業機械メーカーや生産現場へフィードバックする。また、分析情報を基に、メーカー
アセスメントの助言指導などを行うほか、安全性向上に向けたメーカー等での取組情報等を把握・共有し、事故分析や啓
による改善に向けたリスクアセスメントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向けて、民間企
発活動に活かしていく。
業へのリスクアセスメントの助言指導などを行うほか、安全性向上に向けたメーカー等での取組情 イ 農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と健康被害の防止に資する農業機械・装置、作業負担の軽減に資する農
報等を把握・共有し、事故分析や啓発活動に活かしていく。加えて、事故分析結果については、農
業機械・装置の開発、機械・装置の安全性や取扱いの利便性の向上に係る計測・評価試験方法の高度化のほか、優れた安
作業の安全の向上、健康障害の防止及び作業負担の軽減に資する農業機械・装置の開発、機械・装
全性能を有する機種をより適正に評価する仕組みづくりに活かしていく。
置の安全性や取扱いの利便性の向上に係る計測・評価試験手法の高度化のほか、優れた安全性能を
有する機種をより評価する仕組みづくりに活かしていく。
評価軸・評価の視点及び評
価指標等（平成 31 年 2 月
14 日一部変更）

年度計画

主な業務実績等

（１）業務推進の基本方針
○生産現場が直面する問題
の速やかな解決、生産シス
テムの革新による大幅な生
産性の向上及び新たな価値
の創出等に資するため、以
下の（２）～（５）の農業
機械に関する試験研究及び
実用化、安全性検査等の取
組・体制の構築が適切に行
われているか。

（１）業務推進の基本方針
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本
計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解
決、生産流通システムの革新による大幅な生産性の向上
及び新たな価値の創出等に資するため、ロボット技術や
ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、以下の研究推
進方向に沿って、効率的かつ効果的な試験研究及びその
実用化の業務を実施する。
農業機械の安全性検査等の業務については、安全性評
価及び環境性能評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果
的に実施する。

（２）研究の推進方向
○研究の推進に当たって、
研究ステージに応じ、研究
評価が反映される体制が構
築されているか。また、行

併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関
係団体や都道府県等関係機関と緊密に連携して収集・分
析を図り、その結果を農業機械の開発研究及び評価試験
の高度化に活用する。また、今後、社会実装が見込まれ
る農業用ロボットに求められる性能や安全性確保要件
については、評価手法の確立を目指す。
また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35 号）
に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ低廉な
農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定する
とともに、大学及び民間事業者等と連携を図る。
業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化に
取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との連携
を一層強化し、現場からの要望、要請に適切かつ的確に
対応する。対応状況は、異分野の研究機関、農業者、大
学、行政等外部の有識者による検討を踏まえ一層の改善
を図る。
（２）研究の重点化及び推進方向
ア 農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻
な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活
躍できる環境を整え、担い手のニーズに応えるために
は、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の

（１）業務推進の基本方針
今後の研究開発、検査等農業機械化促進業務の推進方向、推進方策及び推進
体制については、
平成 30 年４月１日付け農業機械化促進法の廃止及び平成 29 年 8 月 1 日施行
の農業競争力強化支援法への対応を踏まえ、平成 30 年４月１日付けで新たな組
織体制を構築した。
とりわけ、担い手等生産現場のニーズを収集・分析し、異分野を含む、農業
機械化に取り組むメーカー、関係団体、研究機関等農業機械の関係者が一体的
に連携し新たな研究開発等技術的な現場対応を迅速に行う仕組みとして農業機
械技術クラスターを新たに設置した。
このクラスターにより、時代に即した農業機械・生産システムに係る先端・
基盤研究の拠点機能、安全性検査（国際基準化を含む）や安全研究・分析の拠
点機能、担い手ニーズに応じた開発・改良の結節点機能の推進を図ることとし
た。
農作業安全に関して、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関係団体や
都道府県関係機関と緊密に連携して収集・分析し、各現地の安全推進担当者に
フィードバックするとともに、研修会等での啓発・情報提供活動に活用した。
また、安全性が確保された農業機械の開発・普及に資するため、今後、社会実
装が見込まれる農業用ロボットを含めて必要な安全装備の確認と利用環境の改
善を促す、新たな安全性検査体制を構築し、実施に移した。
さらに、次世代の農業機械のコアとなる基礎・基盤技術や自動化農機の安全
な利用方法に係る研究等を推進した。

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
自己評価
＜評定と根拠＞
評定：B
根拠：
農業機械化促進法の廃止に伴う推進方向や推進体制に
係る抜本的な見直しについては、
農業機械化促進法の廃止及び農業競争力強化支援法の
施行を受け、民間企業・研究機関・農業者等の連携による
国際競争性を有した農業機械の開発促進に向けた農業機
械技術クラスターを設置し、農作業安全の推進や将来を
見据えた基礎・基盤技術研究を実施する新たな組織体制
を構築した。

高性能農業機械等の試験研究に関しては、
自動運転田植機は、無人運転により省力化を実現する
とともに、本年度特許出願した制御プログラムにより熟
練者以上の高速・高精度な田植えを実現し、スマート農業
技術の開発・実証プロジェクト及びスマート農業加速化
実証プロジェクトの中で現地に複数台導入されることと
なった（普及成果情報）。籾殻燃焼バーナーについては、
穀物乾燥にかかる灯油使用料を 7 割削減でき、燃焼灰に
ついては結晶質シリカの発生を検出限界以下に抑制する
ことに成功するとともに、燃焼機構に関する国際特許（6
カ国）を出願し、平成 31 年度中の実用化の見通しを得た。
高速高精度汎用播種機は、開発目標を達成し平成 31 年３
月に市販化が決定した。第 1 期「戦略的イノベーション創
造プログラム」（以下 SIP１という。）の成果では、40～
60PS のトラクタに後付け可能で、本体価格が 100 万円を
切る自動操舵補助装置が平成 30 年 10 月から、GPS 情報と
マップに従い可変施肥ができる、マップベース可変施肥
対応オートガイダンス装置が平成 30 年 9 月から市販化さ
（２）研究の重点化及び推進方向
ア 今後の研究開発の推進方向、推進方策及び推進体制については、（１）に れた。
作業能率が高く減肥栽培の可能性を有する野菜用高速
記載したとおりである。
局所施肥機は、平成 31 年 3 月に市販化が決定し、2018 年
・ 土地利用型農業の高度営農システム確立では、籾殻を燃焼利用して穀類乾 農業技術 10 大ニュースに選定された。
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政及び生産現場のニーズに
対応するため、関係者が参
画した機械開発・改良・実
用化の取組に対して、連携・
協力が十分であるか。
＜評価指標＞
・研究の推進に当たって、
研究ステージに応じた評価
を反映するとともに、関係
者が参画した機械開発・改
良・実用化に協力分担して
取り組んでいるか。

新技術の導入、未機械化分野への対応及び機械部品の
共通化・標準化、より安全な機械の開発等を一層進め
ていく必要がある。こうした課題に対応するため、別
添 1 の 1(6)に示した研究を農業研究業務と協力分担
して重点的に推進する。
研究の推進に当たり、（１）で示した外部の有識者
による開発計画、進捗状況及 び開発成果の検討及び
生産現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価及び単
年度評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果
及び研究開発成果については、できる限り定量的な手
法、視覚的な表現も用いつつ国民に分かりやすく、ま
た、ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅広く情報
提供を行う。

燥の燃料費を 70%程度低減し、燃焼灰に結晶質シリカをほぼ含まない籾殻燃焼
システムが平成 31 年度に市販化予定となった。自動運転田植機については、三
角形や湾曲畦畔のほ場などにも対応し、非熟練者 1 名で作業可能で、慣行の２
名作業に比べ所要労働時間を 44％削減した。メーカーへ技術移転中であり、市
販化が期待され、普及成果情報として取りまとめた。このほか、高速高精度汎
用播種機については、全国各地で稲・麦・大豆・牧草・トウモロコシを対象に
実証試験を行い利用マニュアルの整備を進め、平成 31 年３月の市販開始が決定
した。また、高機動畦畔草刈機の派生機である電動リモコン草刈機（法面・樹
園地等向け）が平成 30 年 6 月に市販化された。SIP１で開発と現地実証試験を
進めた機器のうち、マップベース可変施肥対応ガイダンス装置が平成 30 年９
月、自動操舵補助装置（GNSS オートガイダンス）が平成 30 年 10 月に市販化さ
れた。さらに、超音波による物理的な病害虫防除システムについても、受注生
産ではあるが平成 30 年度に市販が開始された。
・ 地域特性に応じた園芸等に資する農業機械・装置の開発に関しては、昨年
度の成果情報で報告した高能率軟弱野菜調製機は全国のホウレンソウ産地で現
地実証試験を実施し、平成 30 年 11 月に市販を開始した。また、野菜用高速局
所施肥機は、キャベツ以外の葉茎菜類への適応性の検討を進め、平成 31 年３月
に試験販売開始予定である。本機は 2018 年農業技術 10 大ニュースに採択され
た。ニンニク盤茎調製機は地域限定で試験販売が開始された。手持ち式花蕾採
取機は慣行と比較し同等の作業精度で作業時間が７～８割程度削減されること
を確認し、新規課題で市販化に向けた検討を開始する。豚舎洗浄ロボットは高
機能型肥育豚舎用及び分娩・育成豚舎用試作機の性能を確認するとともに低価
格型肥育豚舎用の実証試験を実施し市販化に向けた取組を開始する。
・ 農作業安全、環境負荷低減では、歩行用トラクターの挟まれ防止安全装置
を試作するとともに、挟まれ事故防止技術の動作要件を定量的に同定するため
のハンドル負荷測定装置を試作し、関連特許２件を出願した。ロボット農機の
安全機能評価試験方法及びロボット作業の安全性確保のうち人・障害物検出に
よる評価試験方法に関して、ISO 10975、ISO 18497 や国内のガイドラインを考
慮し、国内農機メーカーとの協議を経て、平成 30 年度より開始した農業機械の
安全性検査においてロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び評価基準
を策定した。この点については普及成果情報として取りまとめた。農作業用身
体装着型アシスト装置・技術のアシスト効果やその評価については、アシスト
力測定装置を開発し、運動状態での再現性の高い性能評価手法に見通しを得た。
施設園芸用電動耕うん機の開発については、電動農機の出力特性、エネルギー
消費特性を明らかにした。バイオマス素材の育苗培地の固化･成形技術について
は、有機栽培農家でも利用可能なバイオマス由来資材の利用条件及び問題点を
整理した。
・ 研究の推進に向けたマネジメントに関しては、中課題設計検討会を開催し、
各課題が現場や地域のニーズを踏まえた内容となっているかを検討、確認を行
った。併せて、所内全研究者、機構内関係研究者、本省関係部局の担当者も含
めた研究課題検討会等を開催し、小課題の内容ごとに進捗状況、研究成果、次
年度計画等を検討するとともに、中長期計画、当該年度計画、当年度成果、次
年度計画に照らした内部評価を実施して、次年度の研究に反映させることとし
ている。なお、わかりやすい研究成果等の情報提供については、プレスリリー
スをはじめとして、HP 上やイベントでの広報活動を効果的に進めるために、動
画・静止画の編集やデザインにたけた人材を昨年に引き続き確保し広報体制の
充実と国民にわかりやすい情報提供に努めた。
イ 年度中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要 イ 年度中に生じた行政ニーズへの機動的対応では、平成 29 年度に生産者と県
から要請のあったりんご黒星病の予防について現地農家等で調査し落葉収集機
な研究開発を的確に実施する。
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その他、果樹花粉生産者のための手持ち式花蕾採取機
の開発研究では、作業時間を慣行の７割削減でき、実用化
の可能性を見いだした。中小規模養豚農家でも導入でき
る豚舎洗浄ロボットについては、人力作業と比べて 7 割
弱の作業時間削減を実現し、実用化の可能性を見いだし
た。電磁波を使った非破壊水分計の研究では、粗飼料の水
分測定に必要な電磁波の伝送指数などのパラメータを選
定し、水分の推定が可能であることを示した。
研究の推進方向については、
メーカー、農業者団体、行政等で構成する農業機械技術
クラスターを発足させ、検討会を延べ８回開催し、現場ニ
ーズの検討を踏まえた研究課題の企画立案を実施した。
さらに、農業者、異業種（建設機械、流通、金融）大学、
産総研、行政からなる農業機械技術検討委員会を設立し、
農業機械技術クラスターで企画立案した研究課題に対し
て評価を受けた。
効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項とし
ては、
関連する研究分野との連携では、９大学、18 の公設試
等と連携して研究を進めた。異分野の研究機関等との連
携では、21 の異分野業種機関と連携を図った。通信規格
の標準化では、異分野の 1 関係機関と取組を推進した。電
動化等未確立の基盤技術については、１大学及び異分野
の民間研究所 1 機関と取組を進めた。
農業機械の検査は、
安全性検査合格機は、９社 49 型式であり、このうち、
ロボット・自動化農機は、1 社 2 型式であった。（平成 31
年 1 月末現在）
農作業の安全に資する情報収集・分析、農業機械の開発及
び評価試験の高度化については、
検査 Q&A では、質問と回答について 18 件の HP 掲載を
行った。農作業安全の講習会や研修会等で CD 版の農作業
安全 e ラーニング及び危険作業動画（6 件、19 枚）の配布
を行うとともに、直接講師として参加した（34 回、参加
者合計約 1,100 名）。（平成 31 年 1 月末現在）
OECD トラクターコード及び ANTAM について、年次会合
や技術部会等に出席し、基準改訂への参画や関連情報を
収集し、関係者への提供を行った。特に、OECD トラクタ
ーコード年次会合（平成 31 年２月：パリ）では、議長と
して議事をリードした。ISO18497 についても、国際標準
化会議への出席（平成 30 年４月：ブラジル）等により情
報収集を行った。
18 道県の協力の下、現地の事故情報の詳細を把握し、
労働安全分野の外部専門家の意見を踏まえた分析を通じ
て得られた事故要因と対策方針について、各現地の安全
推進担当者にフィードバックするとともに、研修会等で

ウ

地域での農業機械開発への研究支援として、都道府
県(農業試験場、普及組織等を含む。)、商工関係者、
担い手、メーカー、関係省庁等、関係者が参画した機
械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う
地域農業研究センター等と協力分担の体制を強化し
て一層の研究支援を図る。

（３）効率的・効果的な
研究開発を進めるための
配慮事項
○研究課題の選定・実施に
当たって、生産現場のニー
ズに対応するため、現場ニ
ーズに係る情報収集や課題
化する体制が構築されてお
り、連携・協力が十分であ
るか。
また、ロボット技術や ICT
等の異分野の技術を活用し
た先進的・革新的な機械の
開発に、異分野の研究機関
などとの連携・協力が十分
であるか。
＜評価指標＞
・課題設定に当たって、各
地域農業研究センターや行
政部局等から生産現場のニ
ーズについて情報収集し、
研究の重点化を図っている
か。
・先端的、基盤的な技術の
開発・導入のためロボット
技術や ICT 等の異分野の研
究機関等との連携に取り組
んでいるか。また、電動化
等未確立の基盤技術につい
て、大学や異分野の研究機
関等との連携協力に取り組
んでいるか。

（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮
事項
（１）に掲げた農業機械等の試験研究及びその実用
化を効率的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配
慮する。
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場の
ニーズに的確に対応するため、各地域農業研究セン
ターや行政部局、大学、担い手、異分野を含むメー
カー、研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る
情報を定期的に収集し、機動的に課題化する体制を
構築するとともに、従前の農業機械分野に限らず、
開発・改良に当たっては、農業研究業務における作
業技術や情報技術、農業経営はもとより、育種、栽
培、病害虫防除等関連する研究分野との連携を強化
する。
実用化に当たっては、担い手農業者、行政部局等
と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、情
報収集及び提供、製造業者ごとに異なる部品の共通
化及び汎用化等が促進される体制の構築に取り組
む。
イ スマート農業の実現に向けて、「未来投資戦略
2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）の審議を踏ま
え、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活用した
先進的・革新的な機械の開発に当たり、異分野の研
究機関との連携を図る。
ウ 実用化に当たっては、現場の担い手農業者、行政
部局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよ
う、情報収集及び提供、メーカー毎に異なる部品の
共通化及び汎用化等が図られる体制の構築に向けた
検討を進める。
エ ロボット技術の安全性の確保については、「農業
機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
を踏まえつつ、技術の開発とその評価方法に関する
研究を推進する。

の開発を開始した。また、昨年度行政からのニーズに対応して開始したニンニ の啓発・情報提供活動を行った。
「農作業安全情報センター」ウェブサイトに、農作業事
ク盤茎調製機については、平成 30 年に地域限定で試験販売が開始された。
故低減のための安全学習資材「農作業安全 e ラーニング」
ウ 地域での農業機械開発では７大学、30 の生産者団体・民間企業等、13 の公 等のコンテンツを掲載し、一般の利用に供するとともに、
設試等と協力分担して現地適用化の研究支援を行った。また、地域農業研究セ 農業機械作業の安全に係る情報を 11 回 11 件掲載して、
ンターなどとの協力分担では、高速汎用播種機の開発は東北農業研究センター 情報提供を行った。（平成 31 年 1 月末現在）
併せて、人・障害物検出及び安全機能について国際規格
と、大豆用高速畝立て播種機の現地実証と高度利用では中央農業研究センター
と、栽培管理用 AI ロボットの研究開発は中央農業研究センターと、強害雑草の 等との整合性を図りつつ、平成 30 年度より開始した農業
物理的防除技術は中央農業研究センター及び九州沖縄研究センターと、農作業 機械の安全性検査においてロボット・自動化農機検査の
事故の詳細調査・分析に関する研究では農村工学研究部門と、稲麦二毛作地帯 主要な実施方法及び評価基準を策定した。
このほか、開発機械等の普及に関しては、乗用型トラ
向けの水稲乾田直播用機械の開発は九州沖縄研究センターとそれぞれ協力分担
を行った。なお、埼玉県とは年１回定期的な情報交換を行い研究支援と連携を クターの片ブレーキ防止装置が累計 47,532 台、自脱コ
ンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置が累計 6,483
図っている。
台）と急速な普及が図られている。（平成 31 年 1 月末
現在）また、高能率水田用除草装置は累計で 254 台の普
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項
及実績に至ったほか、平成 29 年発売の高精度な自動操
舵装置が累計 180 台販売された。平成 30 年４月販売の
高性能で高耐久性を有するコンバインは 64 台販売され
た。平成 30 年 10 月販売の高能率ホウレンソウ調製機は
ア メーカー、農業者団体、行政等で構成する農業機械技術クラスターを発足 33 台販売された。
させ、検討会を延べ８回開催し、現場ニーズの検討を踏まえた研究課題の企
以上のように研究開発の進展、成果の普及、国際標準
画立案を実施した。さらに、農業者、異業種（建設機械、流通、金融）大
化等の取組が中長期計画及び研究ロードマップに整合し
学、産総研、行政からなる農業機械技術検討委員会を設立し、農業機械技術
クラスターで企画立案した研究課題に対して評価を受けた。また、育種、栽 て順調に進行していると判断できるため、評定を B とし
培、病害虫防除など関連する研究分野との連携の強化では、１大学、５民間 た。
企業等、４公設試と連携して研究を進めた。
＜課題と対応＞
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本
計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解
決、生産流通システムの革新による大幅な生産性の向上
及び新たな価値の創出等に資するため、ロボット技術や
ICT 等の先端技術の活用をより一層図り、農業・食品分
野に係る Society5.0 の早期実現を目指す。
具体的には、スマート農業技術の開発・実証プロジェ
クト及びスマート農業加速化実証プロジェクトにより現
イ 異分野との連携では、21 の異分野業種機関と連携を図った。特に、先端
的、基盤的な技術の開発・導入のため、ロボット技術や ICT 等に関しては、 場導入されるロボット農機等のスマート農業技術の効果
の検証や安全利用に係る課題抽出等により、スマート農
１大学、１独法等研究機関、２公設試、ベンダー企業等異業種を含む 12 社
業技術の低コスト化や包括的な安全性の確保に関わる研
と連携して取り組んでいる。
究開発や検査方法、効率利用・標準化への対応に反映す
ウ 今年度に設置した農業機械技術クラスターの中で、標準化・共通化推進委 る。
今後開発する技術・機械に関しては、電動化手法、走
員会を設け、部品の規格化・共通化等についての検討を開始した。
行台車、自律走行制御系、画像認識 AI など各技術のモ
ジュール化と汎用利用を可能な限り図り、技術開発リソ
ースの効率的利用を進める。
個別の農家が販売会社から機械を購入し使用する現在
エ ロボット農機の安全機能評価試験方法の開発については、ロボット農機の
安全機能のうち、人・障害物検出に関して、ISO10975、ISO18497 や国内のガ の仕組みの他に、新たなビジネスモデルとしてリースや
シェアリングなど機械を共同利用できる仕組みを構築す
イドラインを考慮し、国内農機メーカーとの協議を経て、平成 30 年度より
開始したロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び評価基準を策定し ることも必要。このため、農業機械技術クラスターを積
極的に活用し、農業現場で緊急的に解決すべき課題、将
た。
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オ

（４）農業機械の安全性
検査等
○農業機械の安全性、環境
性能の向上及び申請者の利
便性の向上につながるもの
であるか。また、国際標準
の設定などに関する議論に
貢献がなされているか。
＜評価指標＞
・安全性評価・環境性能評
価の充実に向けた取組が行
われているか。
・安全性検査等業務におい
て、効率的な検査の実施、
事務処理の合理化等によ
り、成績書の早期提出に努
めているか。
・農業機械作業の安全に係
る情報、安全性検査等に関
する質問及び回答等につい
て、ホームページ等を通じ
て適切に情報提供が行われ
ているか。その際、高齢者
にも配慮した取組をおこな
ているか。
・国際標準の設定等に関す
る議論に積極的に関与して
いるか。

（５）農作業の安全に資
する情報収集・分析とそ
れを踏まえた農業機械の
開発及び評価試験の高度
化

スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化
を図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を把
握するとともに、我が国初となる ISOBUS 認証の実績
も踏まえ、関係企業・団体等と連携して、我あが国
で適用する規格の策定と標準化を推進する。
カ 電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術に
ついては、大学や異分野の研究機関等との連携協力
により、研究の課題化や研究開発の促進を図る。

オ 通信規格の標準化では、積極的に海外に出向き、国際標準である ISOBUS
の関連技術の最新動向の把握に努めた。また、北海道のメーカーや産業振興
組織と連携し、農研機構で開発している ISOBUS に対応した農業機械間通信
制御装置について、自動制御対応機能に係る追加実装を進めた。

（４）農業機械の安全性検査等
ア 農業機械の安全性の向上に向け、国内外の規制・
基準の動向、機械安全に関するリスクアセスメント
の考え方、事故調査・分析の結果、事故防止に関す
る開発・改良研究の成果等を踏まえ、事故防止・被
害低減に向けた安全性評価に資するよう農業機械の
検査等の充実を図る。また、環境性能の向上に向
け、国内外の規制の動向、環境に関連する開発・改
良研究の成果等を踏まえ、経済協力開発機構（以
下、 「OECD」という。）トラクターテストコード等
の国際基準を踏まえた省エネルギー化の推進や排出
ガスの規制強化を含む対応に資するよう農業機械の
評価試験の充実を図る。
イ 検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、
事務処理の合理化等を進め、成績書の早期提出に努
める。

（４）農業機械の安全性検査等
ア 平成 31 年度から、安全性検査に電動農機を対象機種として加え、安全装
備やロボット・自動化農機を対象とした基準改正を行い、安全性の段階評価
を導入することとしている。
平成 30 年度から新たに開発が必要となった農業用ドローンの防除性能の
標準化については、防除作業の実態を調査するとともに、防除効果を安定的
に知るための試験装置の設計・試作を行った。

ウ

安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベ
ースの充実を図るとともに、ウェブサイト等で広く
提供する。あわせて、外部から寄せられた安全性検
査等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で
迅速にウェブサイトを通じて情報提供を行う。
エ 農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブ
サイト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真
に必要な利用者への情報提供を行う。

オ

OECD、アジア・太平洋地域農業機械試験ネットワ
ーク（ANTAM）への会議に参画して、情報収集を行う
とともに、農業機械メーカー及びその団体等の協力
を得て、 国際的な標準化に対する議論に積極的に関
与する。

（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを
踏まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化
農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農作
業の安全確保を図るため、以下の通り、研究・検査体
制を強化し重点的に推進する。

カ 電動化等未確立の基盤技術については、施設園芸用電動耕うん機の開発に
向け、1 大学と異分野の民間研究所機関の１機関と連携協力して取り組ん
だ。

イ 昨年度で廃止された型式検査及び安全鑑定に合格した機械の安全性検査へ
の適合審査を 42 件、安全鑑定適合機の構造変更処理を 87 件実施するなど、
新制度の円滑な移行に努めた。(平成 31 年１月末現在)
ウ 検査結果の公表では、ホームページに検査合格機 49 件の情報を掲載し、
報道関係にも周知した。(平成 31 年 1 月末現在)
検査鑑定 Q&A の HP 掲載では、 質問と回答について平成 31 年１月までに
新たに２件の掲載を行った。(平成 31 年１月末現在)
エ 高齢者をはじめとした農業従事者のため、各地の農作業安全の講習会や研
修会等へ CD 版の農作業安全 e ラーニング及び危険作業動画（6 件、19 枚）
を配布。また、34 回の講習会等に講師等として参画し、講習会等出席者は約
1,100 名であった。（平成 31 年１月末現在）
オ OECD、ANTAM 会議等への参画、情報提供等については、 ANTAM テストコー
ドテクニカルワーキンググループ会合（平成 30 年６月：マレーシア）、
ANTAM 年次会合（平成 30 年 11 月：インドネシア）、OECD トラクターテスト
コード年次会合（平成 31 年２月：パリ）等に出席し、基準改訂への参画や
関連情報を収集し、関係者への提供を行った。特に OECD 年次会合では、議
長として議事をリードした。また、ISO18497 についても、国際標準化会議
（平成 30 年４月：ブラジル）への参加等により、情報収集を行った。内容
は、平成 31 年 2 月に開催したメーカー説明会を通じて関係メーカー等に提
供した。
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開
発及び評価試験の高度化
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来の農業のあるべき姿を見据えた課題等について取り組
み、研究開発の効率化と成果の迅速な社会実装を進め
る。
農作業事故の詳細調査・分析結果に基づく、より安全
性の高い農業機械の開発・改良では、引き続き農業機械
技術クラスターでの取組を通じ、農機メーカーとの連携
強化に取り組んでいく。機械装備の安全機能の開発・改
良を引き続き進めるのみならず、ほ場インフラ・地域の
安全機能、システムを検討するため、農村工学研究部門
との連携を推進する。さらに、ロボット農機の実用化と
普及さらには国際標準化を見据え、safety2.0（協調安
全）の考え方を取り入れた農作業安全の推進に取り組ん
でいく。

○農作業の安全に資する情
報収集・分析が農業機械の
安全性の向上及び安全利用
の推進に寄与するものであ
るか。
＜評価指標＞
・農作業事故の実態を効果
的に把握・分析し、農業機
械メーカーや生産現場に対
するフィードバックに取り
組んでいるか。
・分析結果に基づき、新た
な機械開発に向けたリスク
アセスメントの助言指導を
行うとともに、安全性向上
に向けた取組情報等を把
握・共有し、事故分析や啓
蒙活動に取り組んでいる
か。
・農業機械の安全設計の取
組が促進されるよう、評価
試験手法への反映に取り組
んでいるか。

ア

行政部局等との連携により、農作業事故情報の収
集を充実するとともに、事故情報の分析に当たって
は、労働安全分野の専門家等外部専門家も交えた検
討会を開催する等、より的確な分析結果を得られる
体制を整備する。また、その分析情報を農業機械の
リスクアセスメントの考え方に基づく安全設計や安
全利用に資するよう、行政部局、関係団体等と連携
し、ウェブサイトのみならず多様なルートを通じて
農業機械メーカーや農業現場へ伝達・普及する。ま
た、分析情報を基に、メーカーによる改善に向けた
リスクアセスメントの実施を促すとともに、新たな
機械開発に向けて、民間企業へのリスクアセスメン
トの助言指導などを行うほか、安全性向上に向けた
メーカー等での取組情報等を把握・共有し、事故分
析や啓発活動に活かしていく。

イ

農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と
健康被害の防止に資する農業機械・装置、作業負担
の軽減に資する農業機械・装置の開発、機械・装置
の安全性や取扱いの利便性の向上に係る計測・評価
試験方法の高度化のほか、優れた安全性能を有する
機種をより適正に評価する仕組みづくりに活かして
いく。

ア
・安全・事故情報の収集・分析と安全設計情報等の提供、フィードバック
農作業事故の実態を的確に把握・分析する体制として、農作業事故詳細調
査・分析アドバイザー会議を設けている。18 道県の協力の下、現地の事故情
報の詳細を把握し、労働安全分野の外部専門家の意見を踏まえた分析を通じ
て得られた事故要因と対策方針について、各現地の安全推進担当者にフィー
ドバックするとともに、研修会等での啓発・情報提供活動を行った。
・農業機械事故の詳細調査・分析に関する研究については、詳細調査の対象地
域を３県（宮城県、広島県、福岡県）新たに追加し、協力先と連携して詳細
調査・分析事例を増やすとともに、他産業の労働安全の専門家から安全啓発
に関する知見を得た。また、協力先における生産者意識調査結果を分析し、
機械・施設、環境、作業・管理の要因に対する本質的・工学的な改善に向け
た啓発の必要性を確認した。これらの結果及び平成 29 年度までに得られた
知見を基に、事故対策等に関する現場指導者が活用できるコンテンツとし
て、原因の詳細分析結果や対策手法を含む農作業事故事例検索システムを試
作した。
・農作業事故の防止を目指し、「農作業安全情報センター」ウェブサイトに、
農作業事故低減のための安全学習資材「農作業安全 e ラーニング」等のコン
テンツを掲載し、一般の利用に供するとともに、農業機械作業の安全に係る
情報を 11 回 11 件掲載して、情報提供を行った。さらに、高齢者への配慮の
ため、ウェブサイト以外の情報提供として、各地で開催される農作業安全の
講習会や研修会等へ CD 版の農作業 e ラーニング及び危険作業動画（6 件、19
枚）の配布を行うとともに、直接講師を延べ 34 回派遣した（約 1,100 名の
参加者）。(平成 31 年１月末現在)
イ 安全性等の評価試験方法の高度化と安全性能評価手法の策定
歩行用トラクターの安全技術の開発については、後退時の挟まれ事故防止
技術について、安全装置の実用化を図る上での要件を農機メーカーとの議論
を踏まえて検討した。さらに、これに基づいて考案した新たな動作機構を用
いた安全装置を試作した。また、規格化・標準化において必要となる事故防
止技術の動作要件を定量的に同定するためのハンドル負荷測定装置を試作し
た。
農作業用身体装着型アシスト装置に関する評価試験方法の開発について
は、農作業での身体の持上げ動作等に計算手法について検討を行いモデル化
に必要な要素を明らかにした。また、アシスト装置の機能及び性能のための
アシスト力測定装置を開発し、運動状態での再現性の高い性能評価の可能性
を見いだした。アシスト装置の安全性については、ISO13482、JISB8446 等
を参考に安全装備の優先的事項を抽出した。

主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
農業機械化促進法の廃止及び農業競争力強化支援法の施行を受け、民間企業・研究機関・農業者等の連携による国際競争性を有した農業機械の開発促進に向けた農業機械技術クラスターを設置し、農作業安全の推進や将来
を見据えた基礎・基盤技術研究を実施する新たな組織体制を構築している。その上で、高速高精度汎用播種機や、トラクタに後付け可能で、本体価格が 100 万円を切る自動操舵補助装置や、GPS 情報とマップに従い可変施
肥ができる、マップベース可変施肥対応オートガイダンス装置等を実用化しており、農業者の負担軽減、農作業効率化につながる成果を生み出している。また、りんご黒星病の予防やニンニク盤茎調整期の開発など、年度中
に生じた行政ニーズに関しても的確かつ機動的に研究開発を実施している点は評価できる。
農業機械の検査・鑑定については、OECD トラクターテストコード年次会合で議長国として運営に携わるほか、ANTAM（アジア太平洋地域農業機械試験ネットワーク）やロボット農機の安全機能評価試験方法に関わる
ISO18497 の国際標準化会議への参加を通じて情報収集を図り、農業機械メーカー等へ安全性向上に関わる情報提供を行っている。また、検査・鑑定制度を見直し、自動化農機やロボット農機等の先進的な農業機械の安全性
確認にも対応できる農作業機械の安全性検査を新たに設け運用を開始した。
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農作業安全に資する情報収集については、18 道県の協力のもと現地の事故情報の詳細を把握し、現地の安全推進担当者に対して、外部専門家の意見を踏まえた分析結果や対応方針をフィードバックしている。また、農作
業事故低減のため、ウェブサイトに「農作業安全 e ラーニング」を掲載し、一般の利用に供している。
なお、本業務の決算額が予算額を大きく上回るが、その乖離は農業機械化促進法廃止に伴う関係会社の株式清算による収入とその国庫返納であり、業務運営とは無関係の外的要因によるものである。
以上のように、平成 30 年度に実施した事業について、中長期計画に対して順調に実施していると判断できるため、B 評定とする。
＜今後の課題＞
自動化農機やロボット農機等の先進的な農業機械の普及が今後更に進展すると考えられることから、これまで以上に農業機械の安全性の確保に関する取組を強化していくことを求める。
また、平成 30 年度から、これまで農業機械化促進法に基づき行っていた農業機械の安全性の検査や農業機械の研究開発については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法を改正し、農研機構の業務として
位置付けられたところであり、今後は、農研機構が実施主体となり、①国際流通に必要な基準に基づく農業機械の安全性の検査、②担い手や異分野メーカー等との連携により、国際競争性を有した農業機械の開発に向けた試
験研究等の業務を引き続き、確実に実施することを求める。
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様式２－１－４－１
国立研究開発法人
年度評価
項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式
１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１２

生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

99

83

131
(※85)

57

53

99
(※49)

社会実装が図られた研究
開発の本数（件）

15

25

マスコミ等に取り上げら
れた研究開発の本数
（件）

87

「『知』の集積と活用の
場」で紹介された研究開
発の本数（件）

５

公募開始から研究機関の
採択に要した日数（日）
公募締切から採択に要し
た日数（日）

31 年度

32 年度

備考

28 年度

29 年度

30 年度

予算額（千円）

19,316,009

26,935,535

22,769,276

決算額（千円）

22,237,631

26,932,089

22,771,779

38

経常費用（千円）

8,824,058

12,135,860

16,081,143

240

568

経常利益（千円）

4,387,063

9,514,948

17,073,489

行政サービス実施コスト（千円）

8,833,836

11,675,504

15,045,415

12

34
13.9

14.0

21.2

※農水省が公募
～１次審査を実
施後、センターに
移管した事業を
除いた値。

従業人員数（人）

31 年度

32 年度

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

農林漁業、飲食料品製造業及びたばこ製造業等の成長産業化を図るため、「農林水産研究
基本計画」等、国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発を、大学、高等専門
学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託することにより促進する。
特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の革新的技術の導入や、「『知』の集積
と活用の場」による技術革新を通じて、オープンイノベーションを推進し、基礎的な研究開
発を推進する。
研究開発の推進に当たっては、恒常的に管理運営に当たる担当者を配置するとともに、外
部の幅広い有識者を活用して研究機関の審査を行い、さらに、採択後は可能な限り定量的手
法を用いた評価を実施し公表するなど、透明性を確保した体制を整備する。
また、関係府省や他分野の研究支援機関との連携強化、関連情報の収集、支援対象とする研
究機関等に対するマネジメント機能の発揮等を通じ、研究開発の環境整備を推進する。

（１）基礎的研究業務の実施
「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術の開発に関する国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発を、交
付の際に示された条件に従い、大学、高等専門学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託することにより適正かつ着実に実施する。
特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の革新的技術を取り込みながら事業化・商品化といった出口を念頭に行う研究
や、『知』の集積と活用の場における技術革新を通じたオープンイノベーションによる研究、生産現場における革新的技術体系の実
証を行う研究、次世代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進する。
（２）研究管理体制の充実
研究開発プロジェクトの推進に当たっては、恒常的に運営管理に当たる担当者を適切に配置する。
また、外部有識者を委員とする評議委員会を設置すること等により、研究機関（研究課題）の採択審査や採択後の評価等を適切に
行う。
なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、できるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価結果については評価体制と
ともに公表する。
（３）研究開発の環境整備
科学技術等に係る国の方針等を注視し、関係府省連携に留意するととともに、他の分野の研究支援機関との情報交換を通じ、異分
野融合、オープンイノベーションに係る情報等を把握し、連携を強化する。
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また、研究成果の事業化、商品化、農林漁業等の現場への普及につなげるため、研究当初から、研究成果の現場での活用に当たっ
て対応すべき法規制や知的財産マネジメントに関する国等の指針を踏まえ、適切に対応するとともに、研究開発を行う機関に対し、
必要に応じて助言を行う。
評価軸・評価の視点及び評価
指標等
○革新的技術シーズの実用化
など、社会実装に至る研究
開発が適切に推進されてい
るか。
＜評価指標＞
・広く研究機関が公募される
とともに、社会実装を目指
す研究機関の採択が行われ
ているか。

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

（１）基礎的研究業務の実施
「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技
術の開発に関する国が定めた研究戦略等に基づいて
行う基礎的な研究開発を、交付の際に示された条件
に従い、大学、高等専門学校、国立研究開発法人、民
間企業等に委託することにより適正かつ着実に実施
する。
特に、近年画期的な技術開発が進展している異分
野の革新的技術を取り込みながら事業化・商品化と
いった出口を念頭に行う研究や、『「知」の集積と活
用の場』における技術革新を通じたオープンイノベ
ーションによる研究、基礎・応用段階から実用化段
・研究機関の採択に当たって 階までの研究、生産性を飛躍的に向上する研究、生
は、透明性を確保しつつ、公 産現場における革新的技術体系の実証を行う研究、
正・公平に行われているか。 次世代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進す
る。

主な業務実績等
（１）基礎的研究業務の実施
課題の採択では、平成 30 年度に生産現場における経営体強化のための革新
的技術体系の実証を行う研究、先端技術を活用し生産性革命に資する実証型の
研究、基礎段階から実用化段階の提案公募型の研究、農林水産業等の生産性革
命・競争力の強化、食による健康増進社会の実現、生物機能を活用したものづ
くりによる持続可能な成長社会の実現を目指す研究を推進するため、以下の 5
事業（プロジェクト）について新規課題採択のための公募を 9 回実施した。
いずれの事業についても、公募開始時に公募情報のウェブサイトへの掲載や
メールマガジンへの掲載、農水省と連携したプレスリリースによる情報発信、
及び地方開催を含めた説明会の開催など、公募及び公募内容のより幅広い周知
を図った。その結果、前年度を上回る 288 課題（前年度 70 課題）の応募があ
った。
課題の採択に当たっては、選考に係る透明性・公正性を確保するため、あら
かじめ農水省に評議委員会委員の選考を依頼し、指名された者に委員委嘱する
選定手続きを経て、外部有識者からなる評議委員会の審査による選考を行っ
た。また、審査基準等については、ウェブサイト上の公募要領の中で採択審査
前に公表し、より詳細な審査要領についても審査結果とともにウェブサイト上
で公表した。さらに、不採択となった応募者にはその理由を付して通知するな
ど、透明性の確保と公正・公平な審査の実施に努めた。
また、採択審査に際しては、研究成果の普及手法や波及効果等を審査基準と
する審査要領を定め、社会実装を目指す研究機関の採択を図った。これらの手
続きを経て、民間企業や大学を含む幅広い研究機関の応募の中から 55 課題を
採択した。（公募課題数に対する応募課題数の倍率 5.2 倍＜競争的資金である
イノベーション創出強化推進事業を除いた倍率 3.8 倍＞（前年度 2.6 倍））

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

根拠： 今年度は、10 月 1 日に全国からのアクセスの利便性
の高い川崎に事務所を移転し、それを活かし、新たに優れた
提案を促すための応募前研修、企業への働きかけ、来所相談
などの提案促進活動を行う等、31 年度の公募に幅広い分野
からの応募の間口を広げる活動を実施した。
また、研究成果については、前年度強化した普及部門を中
心に、川崎移転を契機として、新たに主催イベント「生研支
援センターフォーラム in KAWASAKI」を開催するとともに、
アグリビジネス創出フェアにも農研機構の研究部門と一体
となって出展した。加えて新たなパンフレット作成やウェブ
サイトの充実化などを行い、国民に対する情報提供を積極的
に実施した。
こうした新たな活動や川崎移転準備と並行して、新たな競
争的資金の措置や農水省からの事業移管、補正予算により、
追加財源が措置されたこと等により、前年度の 1.7 倍、前中
長期計画期間の平均の約 4 倍の 393 課題について、研究リー
ダーを５名増員（合計 25 名）するなどマネジメント体制の
強化を図るとともに、研究管理のための会議を事務所内等で
実施し、効率化を図ることにより円滑に研究支援を推進し
た。
これらの活動の結果はマスコミに取り上げられる回数の
増加という形で社会に浸透していることにも現れているほ
◉「革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）平成 29 年 か、38 件の社会実装も確認されている。
さらに、社会実装を明確に意識した計画作成を促すため、
度補正」追加公募 ４月公募 ６月採択 ［応募数４課題：１課題採択］
平成 31 年度競争的資金の公募において、実用化時期等の目
◉「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」追加公募
標の明確化、ロードマップの作成を義務付けた。
４月公募 ６月採択 ［応募数１課題：１課題採択］
◉「イノベーション創出強化推進事業」
以上、公募課題数に対する応募課題数の倍率が前年度を上
公募
１月公募 ６月採択 ［応募数 220 課題：34 課題採択］
回っていること、マスコミで取り上げられた件数が増加して
追加公募
６月公募 ７月採択 ［応募数 1 課題：1 課題採択］
いること、社会実装の件数を前年度以上に確保していること
７月公募 ８月採択 ［応募数 1 課題：1 課題採択］
に加え、事務所移転を契機とした新たな取組を実施している
10 月公募 12 月採択［応募数 1 課題：1 課題採択］
ことなど、上記取組は高く評価できることから、Ａ評価とす
11 月公募 １月採択［応募数 1 課題：1 課題採択］
移行審査
９月募集 3 月移行決定［応募数 16 課題：5 課題移行］ る。
◉「戦略的イノベーション創造プログラム（以下 SIP という。）第２期スマー
（１）基礎的研究業務の実施
トバイオ産業・農業基盤技術」公募
今年度は、川崎に事務所を移転し、それを活かし、新たに
７月公募 10 月採択［応募数 58 課題：14 課題採択］
◉スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（うち先導研究プロジェクト） 優れた提案を促すための応募前研修（89 名参加）、企業への
働きかけ（71 件）、来所相談（41 件）を行う等、31 年度の
公募
2 月公募 3 月採択［応募数 1 課題：1 課題採択］
公募に幅広い分野からの応募の間口を広げる活動を実施し
さらに、平成 31 年度の公募に向けて、10 月 1 日に東京駅や羽田空港からの た。この取組により、114 名が公募説明会に参加、うち異業
アクセスがよい川崎に事務所を移転したことを活かし、優れた提案を促すため 種から 47 名の参加につながった。
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○研究管理体制の整備・充実
が図られているか。
＜評価指標＞
・事業の実施に支障がないよ
う、研究機関の採択等に係
る事務処理が迅速に行われ
ているか。

・研究開発の評価に当たって
は、有識者の活用による評
価が行われ、資金配分等に
反映されているか。

（２）研究管理体制の充実
研究開発プロジェクトの推進に当たっては、恒常
的に運営管理に当たる担当者を適切に配置する。
また、外部有識者を委員とする評議委員会を設置
し、研究課題の採択審査や採択後の評価等を適切に
行う。
なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、
できるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価
結果については評価体制とともに公表する。
さらに、利用者の利便性を図るための事務所の移
転等普及機能を強化し研究開発成果の社会実装が促
進されるよう必要な体制の整備を行うとともに、シ
ンポジウムの開催やわかりやすい成果資料の作成・
提供を行う。

の応募前研修、企業への働きかけ（71 件）、来所相談（41 件）を行う等、幅
広い分野から応募されるよう間口を広げる活動を実施した。この取組により、
114 名が公募説明会に参加、うち異業種から 47 名の参加につながった。併せ
て、社会実装を明確に意識した研究実施に向けた課題管理機能の強化のため、
「平成 31 年度イノベーション創出強化研究推進事業」の公募において、「解
決すべき課題と性能スペック、実用化時期の目標の明確化」「目標実現に向け
たロードマップの作成」を義務づけた。
また、同事業について、公募情報をこれまでの手段に加え、他機関が発行す
るメールマガジンやウェブサイトへ掲載することにより、さらに広範な周知を
図った。
今年度は、当初予算に新たに競争的資金である「イノベーション創出強化推
進事業」が措置されるとともに、併せて農水省が平成 29 年度まで実施してい
た農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の継続課題が移管されたこと、
さらに TPP 等関連政策に対応した事業や内閣府事業 SIP 第 2 期について補正
予算による追加的な財源措置により 228 億円の運営費交付金を計上し、前年度
の 1.7 倍の 393 課題について研究開発委託を行うことで、前年度に引き続き大
学、民間企業、地方自治体、農林漁業者等広範な機関への研究支援を実施した。

こうした新たな活動や川崎移転準備と並行して、新たな競
争的資金の措置や補正予算により追加財源が措置されたこ
と等により、前年度の 1.7 倍の 393 課題についてマネジメン
ト体制の強化と研究管理の効率化を図ることにより的確に
研究を支援した。公募に当たっては公募要領等をウェブサイ
ト上で公表し、説明会も実施した。その結果、幅広い分野へ
の資金供給による研究開発支援業務を実施した。また、平成
31 年度の競争的資金の公募に当たり目標の明確化、ロード
マップの作成を義務づけ社会実装を目指す研究機関の採択
に努めた。
また、採択審査の審査基準の、ウェブサイト上での公表、
外部有識者からなる評議委員会による選考等透明性の確保
と公正・公平な審査の実施に努めた。

（２）研究管理体制の充実
10 月 1 日に東京駅や羽田空港からアクセスがよく、関係機関との連携が図
れるなど利便性が高く、製造業等の企業も多く立地する川崎市にさいたま市よ
り移転した。これにより、従来、参加者のアクセスの利便性から東京都心の外
部の会議室を借りて実施していた進行管理・評価等を行う外部有識者を委員と
する評議委員会、推進会議等を所内や事務所周辺の会議室で実施することが可
能になり、研究管理の効率化や委託先指導の充実が図られた。
競争的資金・平成 29 年度補正予算・SIP 第２期の公募採択と前年度の 1.7 倍
の課題の進行管理を着実に実施するため、新たに措置された競争的資金を担当
する課を新設し、職員を 3 名、課題管理を担う研究リーダーを 5 名（合計 25
名）増員配置し、研究管理体制の強化を図った。
研究機関の採択に係る事務処理については、合計 288 の応募課題について、
公募締切から採択決定までを関係機関との協議を経て、平均 99 日（前年度は
平均 53 日）で行い、採択決定後、速やかに採択先への通知を行った。
課題管理については、川崎への事務所移転作業と並行して、次表の各事業の
各課題について川崎市内・現地等での運営委員会及び推進会議等を通じて実施
した。
これらの事業については、国が選定した中立公正な外部有識者で構成される
評議委員会を開催し、次表の通り評価を行い次年度以降に継続する課題は結果
を計画の見直しに反映させた。

（２）研究管理体制の充実
アクセスの利便性の高い川崎へ事務所を移転するととも
に、移転後、進行管理・評価のための会議、打合せを所内や
周辺の会議室で実施したことにより、研究管理の効率化等を
図った。
競争的資金等の公募採択と前年の 1.7 倍の課題の進行管
理に対応するため、事業担当職員を 3 名、課題管理を担う研
究リーダーを 5 名増員配置し、マネジメント体制の強化を図
った。
原則として毎年度、事業の課題別評価を実施し、これを、次
年度の資金配分等に反映することにより、PDCA サイクルを
回した。また、評価結果及び評価体制は公表した。
さらに研究成果については、前年度強化した普及部門を中
心に新たに主催イベント（「生研支援センターフォーラム
inKAWASAKI」）（218 名出席）を開催するとともに、アグリ
ビジネス創出フェアにも、新たに農研機構の研究部門と一体
となって出展した。また、パンフレット作成やウェブサイト
の充実化などを行い、国民に対する情報提供を積極的に実施
した。その結果はマスコミに取り上げられる回数の増加とい
う形で社会に浸透していることにも現れているほか、38 件
の社会実装も確認されている。
補正事業については、外部有識者である PD 及び PO の氏名
を公表し、その役割分担・業務内容も明確化している。
また、平成 31 年度から「研究課題の加速、絞込み、統合等、
研究課題の予算増減の提案」を実現可能な権限を有する専任
の者（PD）を生研支援センター内に配置するべく公募を行っ
た。

研究実施課題数

評価課題数
31

知の集積と活用の場による革新
的技術創造促進事業

21 (※事後評価を含

イノベーション創出強化研究推
進事業

41

む)

-

以上、上記取組は高く評価できる。
（参考）実施課題数の推移
平成 23 年度 111 課題、24 年度 96 課題、25 年度 59 課題
26 年度 133 課題、27 年度 129 課題、28 年度 223 課題
29 年度 235 課題、30 年度 393 課題

以上、上記取組は高く評価できる。
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農林水産業・食品産業科学技術
研究推進事業

・研究成果発表会等、国民に
分かりやすい形での研究成
果に関する情報提供が行わ
れているか。

・プログラムディレクター
（PD）、プログラムオフィサ
ー（PO）の氏名が公表される
とともに、その役割分担・業

100

50

（３）研究開発の環境整備
主催したイベント（「生研支援センターフォーラム in
KAWASAKI」）、5FA 会合、「知の集積」等において関係省庁・
革新的技術開発・緊急展開事業
200
200
他の研究支援機関・民間企業とファンディングの取組やオー
プンイノベーション等の情報を交換するなど連携を強化し
生産性革命に向けた革新的技術
6
6
開発事業
た。
さらに全国からのアクセスの利便性の高い川崎市に移転
SIP（第１期及び第２期）
25
25
したことを活かし、今年度から応募前研修を実施するなど、
より優れた研究の提案が行われるよう、研究開発の環境整備
計
393
312
を行った。
また、国の方針に基づく知的財産マネジメントの運用への
研究資金の事務処理の円滑化を図るため、事務処理マニュアルについて各課 対応、研究成果の事業化に向けての法制度面からの助言を行
題の委託業務事務担当者を対象とする説明会を、都内で４回にわたり開催し った。
た。課題管理を行う運営委員会や評価を行う評議委員会等においてタブレット
を活用し、作業の省力化とペーパーレス化を図る等、効率的に業務を運営した。 以上、所期の目標を達成している。
また、研究活動の不正行為、研究費の不正使用に対応するため、４月に総務課
に研究公正管理チームを設置した。
＜課題と対応＞
研究成果に関する情報提供については、生研支援センターの川崎移転を周知 （１）基礎的研究業務の実施
するとともに、研究成果を PR するフォーラム「生研支援センターフォーラム ・さらに幅広い分野からの提案を募集するため、応募前研
in KAWASAKI」(11 月）において、研究成果を紹介する講演やポスター展示を行
修、企業への働きかけ、来所相談への対応などの間口を広
い 218 名の参加を得た。また、アグリビジネス創出フェア（11 月）には、今回
げる活動を強化する。
新たに農研機構の研究部門と一体としてブースを出展し、2,912 名の来場者に
研究内容を周知するポスター・研究開発中の装置等の情報を発信した。内閣府 （２）研究管理体制の充実
主催の SIP シンポジウム（2 月）など 25 件（前年度 9 件）のシンポジウム等に ・課題管理を実施する総括研究リーダー等に進行管理の実
ついて主催、共催、協力という形で参画した。このほか、委託先の研究機関が
行性の確保のための予算増減の権限が不明確、目標設定や
主催するイベントとして、「SIP 次世代農林水産業創造技術」については、SIP
社会実装への道筋が明確化されていない課題が散見され
リグニン 2018 公開シンポジウム（10 月）が開催されるなど、50 件（前年度 41
ることから、権限を有する PD を配置する組織改造を行う
件）のシンポジウム等が実施され、さらに、他機関が主催する展示会やシンポ
ことで進行管理の実効性を高め、公募要領に目標の明確化
ジウム等に延べ 241 課題（前年度 167 課題）が参画した。
とロードマップの作成を義務付けることで、研究成果の社
また、「知の集積」による産学官連携協議会が主催するポスターセッション
会実装に向けた PDCA サイクルの強化を図る。
（7 月、10 月）へ出展するなど、各プロジェクトの紹介や事業化促進等で得ら ・採択に係る事務処理期間が延びた要因は、応募課題の太宗
れた成果の PR、研究成果の普及に向けた取組などについての対外的な情報発
を占める競争的資金について、平成 30 年度予算から当該
信を拡充した。
予算の執行事務が農水省から生研支援センターに移行さ
具体的な研究成果の普及活動として、平成 27 年度で終了した「攻めの農林
れたことに伴い、その過渡的措置として、公募及び第一次
水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（うち産学の英知を集結した革
審査までを農水省が行い、以降の審査・採択事務を生研支
新的な技術体系の確立）」について、生研支援センターウェブサイト上で成果
援センターに引き継ぐこととしたが、引継ぎの事務手続に
集を検索しやすい形で公開し、さらに、前年度から始めた出前講座（委託研究
時間を要したことによる。平成 31 年度においては、公募・
を実施した研究者を講師として現場に派遣する活動）について３回実施し、現
審査・採択を生研支援センターが一貫して行うこと及び審
場の農家や普及担当計 160 名に技術のノウハウを伝えた。
査にかかる事務手続き準備を前倒しで行うことにより事
以上をはじめとする取組の結果、マスコミに取り上げられた延べ件数は 568
務処理期間の短縮を図ることとしている。
件（前年度 240 件）と増加したほか、自動運転コンバインや初の国産バナメイ
エビの全国販売開始、知的財産の実施許諾など計 38 件（前年度 25 件）の社会 （３）研究開発の環境整備
実装を確認した。
・研究成果の社会実装の実現のため、企業等からの相談に応
また、ウェブサイトのコンテンツの見直しやパンフレットの作成を行った。
じた成果や研究実施機関の紹介、さらにマッチングの取組
の実施などの研究環境の整備を行う。
補正事業の研究管理については、生研支援センター外の有識者をプログラム
ディレクター（PD）及び専門プログラムオフィサー（PO）として配置し、氏名
を生研支援センターのウェブサイト上で公表している。また、PD 及び PO の役
割分担・業務内容については、ウェブサイト上の各事業の実施要領に記載し公
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務内容が明確化されている
か。
・PD、PO 等による研究課題の
進行管理がどのように行わ
れているか。

開した。また、事業の開始時に、事業を推進するための委員会を開催し、事業
の運営体制について決定したほか、PO 参画による研究計画検討会を開催し、毎
年度の研究計画の確定や、研究コンソーシアム主催の研究推進会議への PO の
出席等を通じ、随時の研究管理を実施した。
さらに、平成 31 年度から「研究課題の加速、絞込み、統合等の提案」、「研
究課題の予算増減に関する提案」を実施可能な権限を有する専任の者（PD）を
生研支援センター内に配置するべく、公募を実施した。
（３）研究開発の環境整備
科学技術等に係る国の方針等を注視し、関係府省
連携に留意するととともに、他の分野の研究支援機
関との情報交換を通じ、異分野融合、オープンイノ
ベーションに係る情報等を把握し、連携を強化する。
また、研究開発成果の最大化、商品化、農林漁業等
の現場への普及につなげるため、研究当初から、研
究開発成果の現場での活用に当たって対応すべき法
規制や知的財産マネジメントに関する国等の指針を
踏まえ、適切に対応するとともに、研究開発を行う
機関に対し、必要に応じて助言を行う。

（３）研究開発の環境整備
第５期科学技術基本計画（平成 28 年１月 22 日閣議決定）や農林水産研究基
本計画（平成 27 年３月 31 日農林水産技術会議決定）等の科学技術等に係る国
の方針を注視しつつ、５FA（ファンディングエージェンシー）理事長会合を始
めとする他の研究支援機関との会合や「知の集積」等において関係省庁・他の
研究支援機関・民間企業とファンディングの実施やオープンイノベーション等
の情報を交換するなど連携を強化した。特に 10 月に NEDO（国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構）本部のある川崎市に事務所を移転した
ことから、生研支援センターフォーラム in KAWASAKI に NEDO 事業による成果
を出展してもらう等連携を深めた。
また、各事業とも、「農林水産研究における知的財産に関する方針」（平成
28 年２月農林水産技術会議決定）に基づく知的財産マネジメントが、適切に実
施されるように、事業の公募時や研究管理の中で、委託先研究機関に対して周
知するとともに、研究計画検討会等において、PO 及び事務局より、研究成果の
事業化に向けての法制度面からの留意事項等について助言を行った。
さらに全国からアクセスの利便性の高い川崎市に移転したことを活かし、今
年度、当センターの委託研究への応募を検討している民間企業等幅広い研究機
関を対象に、より優れた研究の提案が行われるよう委託研究において踏まえて
おく必要のある事項を周知する応募前研修を新たに実施（89 名の受講者が参
加）した。また、新たに企業や研究機関への訪問活動・働きかけ（71 件）及び
企業等からの訪問による相談活動（41 件）を実施し、研究成果の社会実装に向
け、企業等からの相談に応じて、関心のある成果や研究実施機関の紹介など、
研究環境整備を行った。

主務大臣による評価
評定 A
＜評定に至った理由＞
研究課題の公募・採択にあたっては、従来行ってきた取組に加えて、応募前研修の実施、企業への働きかけ、来所相談への対応など事務所を川崎に移転したことに伴う交通の利便性の良さも活かし、幅広い分野からの応募
の間口を広げる活動を実施している。その結果、公募課題数に対する応募課題数は 5.2 倍となり、約 2.6 倍であった昨年を大きく上回る倍率を確保することができている。
また、成果の社会実装に向けては、移転と併せて、マネジメント体制と研究管理の効率化を図ることにより、前年度の 1.7 倍の研究課題を支援するとともに、成果の普及についても、イベントへの出展に加えて、移転に合
わせたフォーラムの実施や新たな広報資料の作成、ウェブサイトの充実を図ったことなどにより、マスコミに取り上げられる回数は 2.37 倍増加（30 年度:568 件、29 年度:240 件）している。社会実装された研究成果の件数に
ついては、昨年度を上回る 1.52 倍（30 年度:38 件、29 年度:25 件）となるなど顕著な成果につながっている。
以上のように、「研究成果の最大化」に向けた顕著な成果の創出が確認できることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
川崎市という地の利を活かしながら、①さらに幅広い分野の研究機関や企業からの応募拡大に向けた取組、②研究成果の社会実装に向けたＰＤＣＡサイクルの強化や事務処理期間の短縮をはじめとした研究管理体制の充実、
③研究成果の社会実装に向けたマッチング機能強化等の取組を期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１３

民間研究に係る特例業務

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

備考

28 年度

29 年度

30 年度

243,421

253,953

189,296

決算額（千円）

92,783

88,661

80,162

経常費用（千円）

163,125

90,108

80,873

経常利益（千円）

114,190

307,728

280,887

△1,683,419

△214,020

△189,723

6.3

6.2

5.9

※

展示会において研
究成果の PR 等を行
った回数

繰越欠損金の縮減
状況 （百万円）

予算額（千円）

27

1,691

23

217

4

行政サービス実施コスト（千円）

193

従業人員数（人）

31 年度

32 年度

※

予算は運営費交付金ではなく売り上げ納付等の自己収入による収入見込みであり、全額執行を予定していない。
当業務では収支差等による繰越欠損金の解消を目指している。

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用化段階の試験及び研究を民間企業等
に委託した民間実用化研究促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）の資金回収業務
を実施するに当たり、その研究成果の早期実用化と、当該業務の経理を行う勘定の着実な繰越欠損
金の解消を図るため、次の措置を講じる。
（１）外部有識者による助言の実施や事業化の進捗状況の把握等、効率的な体制に基づく効果的な
マネジメントの実施

農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用化段階の試験及び研究を民間企業等に委託した民間実用化研
究促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）の既採択案件について、その研究成果の早期実用化を図るととも
に、売上納付の最大化等を計画的に進め、民間研究に係る特例業務を経理する勘定の繰越欠損金の着実な解消を図るため、以
下の取組を実施し、繰越欠損金を縮減する。
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築
ア プログラムオフィサーによるマネジメント体制の構築・強化
売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が発揮できるよう、企業における研究開発等の経験を有する専門分野に応じ
たプログラムオフィサーを配置し、指導・管理体制の構築、質的強化を図る。
イ 外部有識者を活用した助言の実施
対象事業者への助言に当たっては、当該技術分野に精通した専門家、又はビジネス分野の有識者を活用し、専門的な知見に
立った助言を効率的に実施する。

（２）各種技術展示会等を活用した研究成果の需要開拓等の実施及び販売に結びつけるための取組 （２）効果的なマネジメント等の実施
の指導・助言
ア 事業化の進捗状況の把握
対象事業者から毎年度徴収した製品化状況、売上状況に関する報告書の分析や、プログラムオフィサー、外部有識者も参画
した現地調査を通じて、進捗状況を的確に把握し、対象事業者への指導・助言に活用する。
イ 早期事業化に向けた支援
事業化が計画より遅延している案件については、その要因を明らかにした上で、指導・助言を行うとともに、関係機関との
連携・各種技術展示会等を活用した需要者の開拓、積極的な情報提供等の支援を行う。また、知財の活用による新たなビジネ
スチャンスの展開等についても提案を行う。
ウ 事業化以降の収益の最大化に向けた支援
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事業化された案件について収益の最大化が図れるよう、関連市場に関する情報収集、売上を増加させるための情報発信等に
ついて、指導・助言を行うとともに、各種技術展示会等を活用した需要者の開拓、製品改良に向けた他機関との連携に資する
情報提供等の支援を行う。また、知財の活用による新たなビジネスチャンスの展開等についても提案を行う。
（３）繰越欠損金の平成 37 年度までの解消計画の策定及び当該計画の着実な推進、事業化の進捗状
況や（１）、（２）で定めた解消手段の効果の検証を踏まえた計画の随時見直し及びその他必 （３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施
要な処置の実施
ア 計画の実施
繰越欠損金の解消に向けた平成 37 年度までの計画の着実な実施を図る。
イ 計画の検証及び見直し
（１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行い、随時当該計画の見直しを行う。
その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段について、対象事業者への聞き取り等を通じて効果を検証するとともに、成
果が十分でない手段については見直し及びその他必要な措置を実施するなど、着実な繰越欠損金の縮減を図る。

評価軸・評価の視点
及び評価指標等

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

自己評価

○民間研究促進業務
平成 28 年度より「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基づいた法人等への事業化に向 ＜評定と根拠＞
農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用
に 係 る 資 金 回 収 業 化段階の試験及び研究を民間企業等に委託した民間実用化研究 けた指導等の取組を実施しており、今年度もその成果として、追跡調査（現地調査）に 評定：Ｂ
務 の 取 組 が 十 分 で 促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）につ おいて、事業化に向けた取組が従来以上に進展していることが確認されており、売上納
あるか。
いて、その研究成果の早期実用化を図るとともに、売上納付・ 付の増加が見込まれた。また、民間研究特例業務勘定が所有する有価証券について、前 根拠：「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基
委託費の一部返還金の回収額の最大化を計画的に進め、民間研 年度に引き続き信用リスクに留意しつつ、勘定の運営経費を賄うのに十分な運用収益を づき、プログラムオフィサーや中小企業診断士
究に係る特例業務を経理する勘定の繰越欠損金の着実な圧縮を 獲得できる利回りによって運用した。さらに、繰越欠損金の着実な縮減を図るため以下 に加え、公認会計士等によるマネジメント体制
の取組を実施し、193 百万円の欠損金圧縮を行った。
を整備し、法人等への指導を組織的かつ効果的
図るため、以下の取組を実施する。
（参考）
に行うなどの取組を着実に実施した。さらに、
平成 30 年度の主な収入
「知の集積」によるポスターセッション、生研
売上納付 18 百万円、委託費返還 52 百万円、運用収入 203 百万円
支援センター主催のフォーラムに出展するな
ど、あらゆる場面を活用して研究成果の PR 等
に努めた。こうした取組の着実な実施により、
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築
＜評価指標＞
・法人等への指導を、 ア 売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が発揮でき ア 民間による研究開発の経験のあるプログラムオフィサー２名により、全課題の管理 新たな売上げ発生を確認するなど、売上納付は
るよう、企業における研究開発等の経験を有するプログラム
を行った。
増加しており、欠損金も 193 百万円圧縮されて
組織的かつ効果的
オフィサーによる指導・管理を実施する。
イ 平成 28 年度から外部有識者として委嘱した中小企業診断士による商品化・事業化 いることから、Ｂ評価とする。
に行っているか。
イ 中立かつ公正な助言を行えるよう、外部有識者も参画した
の指導・助言を図った。
調査の実施等、適切な評価・助言を実施する。
また、平成 28 年度に委託先１社が破産手続きに入ったという事例があったことを （１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構
築
受けて、新たに公認会計士を雇用し委託先の信用情報を確認する体制を強化した。
プログラムオフィサーや中小企業診断士等
によるマネジメント体制を当初の計画どおり
（２）効果的なマネジメント等の実施
（２）効果的なマネジメント等の実施
ア 製品化状況、売上げ状況について対象事業者から報告書を ア 製品化状況、売上状況について、全 15 課題から提出のあった事業化状況報告書によ 整備し、法人等への指導を組織的かつ効果的に
毎年度徴収するとともに、必要に応じプログラムオフィサー
る追跡調査（書面調査）を実施し、各課題の取組状況を把握した。そのうち、売上げ 行った。加えて、公認会計士を新たに雇用し、
等とともに現地調査を実施することで、事業化の進捗状況を
が発生している 8 課題及び商品の事業化が遅れている 3 課題について、プログラムオ 信用情報を確認する体制を強化した。
フィサー等による追跡調査（現地調査）を実施した。その際、売上げがあった課題に
随時把握する。
ついては税理士も同行し、帳簿のチェックも併せて実施した。このような取組の結果、 （２）効果的なマネジメント等の実施
新たに１課題の売上げが発生したこと（堆肥成分分析装置）、平成 28 年度に新たな売
提出された事業化状況報告書により、取組状
上げが発生した 1 課題の売上が引き続き伸びたこと（水稲用除草剤）、２課題におい 況を確認し、追跡調査及び外部専門家を同行し
て事業化による売上げが発生すること（認知機能の一部を維持するサプリなど）など た現地調査を実施し、新たな販売先の開拓等売
が確認でき、今年度の納付額は前年度の 12.5 百万円から 18.3 百万円に増加した。さ 上納付の向上に資するよう努めた。
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イ 早期事業化に向け、進捗状況から事業化が遅延している要
因を明らかにし、重点的に指導・助言を行うとともに、関係
機関との連携・各種技術展示会等を活用した需要者の開拓、
積極的な情報提供等の支援を行う。
・各種展示会等、あら ウ 事業化された案件について収益の最大化が図れるよう、関
ゆる場面を活用し
連市場に関する情報収集、売上高を増加させるための情報発
て研究成果の PR 等
信等について、指導・助言を行うとともに、各種技術展示会
に努めているか。
等を活用した受容者の開拓、製品改良に向けた他機関との連
携に資する情報提供等の支援を行う。

らに今後１年以内に、1 課題について商品化が予定されている状況が確認できた。
イ 事業化が遅れている委託先 2 課題については、提出された事業化状況報告書により、
早期事業化に向けた要因等を分析し、特に事業化が遅れている 1 課題については、外
部専門家として中小企業診断士による指導等を行い、今後の商品化・事業化に向けて
の取組の指導を行った。
ウ 事業化された案件については、売上の向上による収益納付の増加が図れるよう、
「知
の集積」による産学官連携協議会によるポスターセッションに 1 回、及び生研支援セ
ンター主催のフォーラムで展示し、商品の PR を行うこと等により需要者の開拓及び
情報提供の支援を行った。
（参考）売上納付の推移と見込み
年度
27 年度
28 年度

29 年度

30 年度

（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定
「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基づき、
新たに委託先への指導・助言のため、中小企業
診断士を外部専門家として委嘱する等、計画に
沿った取組を実施した。
計画を着実に進めた結果、売上納付は増加し
た。

＜課題と対応＞
・委託先の研究から事業化へ移るスピードが千
差万別であるため、統一的な対応だけでは不
（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定
（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定
十分であり、委託先の事業化の到達状況に合
ア 計画の策定及びその実施
ア 平成 28 年３月 31 日に作成した「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基づき、追跡
わせたきめ細かな対応を行う。
調査の際に、事業化が遅れている課題について中小企業診断士が指導・助言を行う等、
繰越欠損金の解消に向けた平成 37 年度までの計画を着実
委託先の経営改善に努めた。
に実施する。
イ 計画を着実に推進するため、商品の PR 活動及び外部専門家による指導・助言等を行
イ 計画の検証及び見直し
った。この結果、売上納付が増加し、今後とも引き続きこれらの取組を継続していく
（１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行い、必要に
こととした。
応じ当該計画の見直しを行う。
その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段について、
対象事業者への聞き取り等を通じて効果を検証するととも
に、成果が十分でない手段については適宜見直しを行い、新
たに改善のための措置を講じるなど、着実な繰越欠損金の縮
減を図る。
売上納付
21 万円
51 万円
1,253 万円
1,833 万円
（注）当該年度の売上納付は、前年度の売上から計算される。

・繰越欠損金の解消計
画に沿った取組を
行っているか。
・事業化の進捗状況や
取組の効果の検証
を踏まえた計画の
見直しを行ってい
るか。

31 年度
（見込）
2,034 万円

「知の集積」によるポスターセッション及び
生研支援センター主催のフォーラムで展示し、
研究成果の PR に努めた結果、新たな売上げを
確認するなど売上納付が増加した。

主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
民間研究促進業務にかかる資金回収について、売り上げ納付額は 18 百万円と計画上の売上納付額（679 百万円）に対して低水準であるものの、29 年度（13 百万円）から着実に増加をしている。加えて、投資有価証券の運用
によって 203 百万円の収益を上げ、繰越欠損金の圧縮に努めている。
また、事業化された案件の売り上げ向上を図るため、「知」の集積と活用の場のポスターセッションや生研支援センター主催のフォーラムでの積極的な PR 活動に取り組むとともに、指導・助言等の取組を通じて新たに 1 課
題で商品化が予定されていることから、次年度以降も売上納付の拡大が見込まれている。
なお、本業務の決算額（支出額）が予算額（収入見込額）を 10％以上下回るが、本業務の運営は自己収入のみに依存し、かつ自己収入と業務経費等の収支差により繰越欠損金の解消を行うことを目指しているため、決算額
が予算額と乖離することに問題はない。
以上のように、資金回収業務については、計画上の納付額より低水準であるが、昨年より売上納付額が増加し、繰越欠損金が減少していること、また将来的に解消に目処がつきつつあることから、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
繰越欠損金の解消に向けて、売上納付額を増加させるための更なる取組の強化を求める。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－１

業務の効率化と経費の削減

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２－①主な定量的指標
28 年度

29 年度

30 年度

一般管理費の削減状況（％）

3

3

３

業務経費の削減状況（％）

1

1

１

237

383

117

共同調達品目の拡大（品目）

2

3

5

調達担当者会議の開催（回）

9

6

4

その他の指標

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

共同調達等効率化の取組状況

研究用消耗品単価契約品目の拡大（品目）

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、年度計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）一般管理費等の削減
（１）一般管理費等の削減
運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費を除
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費を除く。）につい
く。）については毎年度平均で少なくとも対前年度比３％の抑制、業務経費については毎年度平均で少な ては毎年度平均で少なくとも対前年度比３％の抑制、業務経費については毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制
くとも対前年度比１％の抑制を行うことを目標とする。
を行うことを目標に、削減する。
（２）調達の合理化
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）等
を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による、適正で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、毎年度策
定する「調達等合理化計画」の中で、定量的な目標や具体的な指標を設定し、取組を着実に実施する。
特に、短期間での納入が必要な研究開発用物品について、調達に要する時間の大幅な短縮が可能となる
よう、公正性を確保しつつ、迅速な調達方法の検討・導入を進める。
また、JIRCAS など他の独立行政法人との共同調達などの連携に積極的に取り組み、一層の効率化を図
る。

（２）調達の合理化
農研機構が、研究開発成果の最大化に向け研究業務をスピード感を持って実施していくために、公正性・透明性を確保
しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組み、適正で迅速かつ効果的な調達の実現に向け取り組む。
特に、短期間での納入が必要な研究開発用物品については、調達に要する時間の大幅な短縮を可能とし、研究者が意欲
的かつ効率的に研究に取り組むことができるよう、公正性を確保しつつ、随意契約によることができる具体的事由を見直
し、規程等に明確に規定するとともに、単価契約の対象品目の拡大、随意契約が可能な限度額の拡大など、調達事務の合
理化、調達手続きの簡素化を図る観点から、迅速な調達方法の検討・導入を進める。
また、JIRCAS など他の独立行政法人との共同調達などの連携のほか、調達の際の調査の合理化を図る観点から落札価
格情報を共有するなど調達事務の効率化に積極的に取り組む。
これらを PDCA サイクルにより、効果を検証しつつ確実に実施するため、毎年度６月末までに「調達等合理化計画」を
策定し、調達日数の削減など定量的な目標や具体的な指標を設定し、着実に実行するとともに、毎年度の実績評価の際に
は研究現場での実施結果を踏まえ的確に見直しを行う。

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
評価軸・評価の視点
及び評価指標等
年度計画
主な業務実績等
（１）一般管理費等 （１）一般管理費等の削減
（１）一般管理費等の削減
＜評定と根拠＞
の削減
運営費交付金を充当して行う事業について
運営費交付金を充当して行う事業については、従前より実施している以下の対策の更なる見 評定：B
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自己評価

【評価の視点】
・業務の見直し・効率
化を進め、法人運
営に支障を来たす
ことなく業務経
費、一般管理費削
減の数値目標が達
成されているか。

（２）調達の合理化
【評価の視点】
・調達等合理化計画
の適正かつ迅速な
調達を実現するた
めに定量的な目標
や具体的な指標と
して、どのような
ものを設定してい
るか。その目標や
指標が達成されて
いるか。達成のた
めにどのような取
組を行っている
か。

は、業務の見直し及び効率化並びに施設の集約
化の検討を進め、一般管理費（人件費を除く。）
については少なくとも対前年度比３％の抑制、
業務経費については少なくとも対前年度比１％
の抑制をすることを目標に、削減する。

（２）調達の合理化
農研機構が、研究開発成果の最大化に向け研
究業務をスピード感を持って実施するために、
引き続き公正性・透明性を確保しつつ、自律的か
つ継続的に調達等の合理化に取り組み、適正で
迅速かつ効果的な調達の実現に向け取り組む。
特に、短期間での納入が必要な研究開発用物
品については、調達に要する時間の大幅な短縮
を可能とし、研究者が意欲的かつ効率的に研究
に取り組むことができるよう、単価契約の対象
品目の拡大の必要性の検討を行うとともに、随
意契約が可能な限度額の拡大等、調達事務の合
理化、調達手続きの簡素化を図る観点から、研究
現場の意見を踏まえつつ、調達担当者会議等に
おいて各種手順の見直しを検討する等迅速な調
達方法の検討・導入を進める。
また、JIRCAS 等他の独立行政法人との共同調
＜その他の指標＞
・共同調達等効率化 達等の連携のほか、調達の際の調査の合理化を
図る観点から落札価格情報を共有する等調達事
の取組状況
務の効率化に積極的に取り組む。
※表中に記載。

直しを講じて経費の節減に努めるとともに、研究資源集約化委員会において研究施設の集約
化を加速し、使用予定のなくなった施設の減損及び除却を進めた結果、補正予算及び当年度の
各年度の業務に応じた増減経費を除き、前年度予算に対して一般管理費３％、業務経費１％の
削減の削減目標を達成した。
① 研究機器等の保守管理業務について、年間保守契約からスポット保守契約に見直し、併
せて保守対象範囲を見直し平成 31 年度分の契約で約 5.7％削減となる契約を締結した。
（前
年度 100 万円以上の保守契約についての削減額：6 百万円）
② 外国雑誌の年間購読契約について購読実績に基づき購読雑誌を見直し
③ 国外の電子ジャーナルについて、利用頻度に応じて学術論文をダウンロードする都度課
金される PPV 方式に契約方法を見直し（②及び③で、前年度から 2 百万円(0.9%)の増であ
ったが、28 年度と比較すると 24 百万円(8.6％)の減）
④ 電気供給契約について、引き続き一般競争への移行を推進（前年度随意契約から一般競
争に移行した契約における削減額：23 百万円(18.9%)）
⑤ 施設の減損及び除却
施設の減損：件数 18 件、減損額 71 百万円(農研勘定)
施設の除却：件数 23 件(農研勘定 18 件、機械勘定 5 件)、
除却額：31 百万円（農研勘定 19 百万円、機械勘定 12 百万円）
⑥平成 29 年度対策を講じた事項の平成 30 年度の実績
・安濃野菜研究拠点の温室群暖房について集中暖房方式から個別暖房方式に変更
（前年度からの削減額：2 百万円、削減率 44.4％）
・研究実験施設等電気・機械設備運転保守管理業務について、業務仕様を見直し
（前年度からの削減額：100 百万円、削減率 11.1％）
また、役員会等において、引き続きタブレット端末を利用したペーパーレスを推進し、利
用を拡大することで紙媒体での情報周知を減らす取組を進め、昨年度より業務の効率化をさ
らに進め、コピー機の稼働及び用紙の削減に努めた。
このような取組を行った結果として、農研機構は平成 27 年度から実施された省エネ法定期
報告に基づく事業者クラス分け評価において、平成 29 年度まで 3 年連続で省エネ優良事業者
（S クラス）に評価（平成 30 年度公表）されている。

根拠： 業務の効率化と経費の削減については、おおむ
ね年度計画通り進捗した
（１） 一般管理費等の削減
確実な経費削減を実行するため、従前より講じていた対
策をさらに見直しつつ確実に実行するとともに、施設の集
約化を加速するなどの対策を講じた結果、一般管理費、業
務経費ともに数値目標を達成した。また、イントラネット
による情報伝達ツールの利用を拡大し、紙媒体での情報周
知を減らす取組を進め、昨年度より業務の効率化を図っ
た。
（２）調達の合理化
調達の合理化及び不適正経理の防止のため、調達等合理
化計画を策定しその数値目標をクリアする等、計画を着実
に実施している。
＜課題と対応＞
（１）一般管理費等の削減
・今後、さらに効率化を図るには管理業務及び研究業務等
に支障を来さないよう留意しつつ、管理業務の集約化・
効率化を図る必要があることから、現場の意見を踏まえ
た上で引き続き経費の削減及び効率化の検討を進める。

（２）調達の合理化
・一者応札・応募の改善を図るため、業者等に対するア
ンケートを継続して実施し、当該結果を類似契約案件
も含めて仕様書等へ反映させる。
・調達期間の短縮を図るため、調達担当者会議等で調達
（２）調達の合理化
要求から検収納品までの各種手順の見直しを行う等、
平成 30 年 6 月 19 日付けで、調達等合理化計画を策定し、ウェブサイトで公表した。当該計
改善・効率化の検討を引き続き行う。
画の主な実績は以下のとおりである。
【重点取組分野】
○一者応札・応募の改善
・入札不参加の要因分析のため、業者に対するアンケート、電話等によるヒアリングを引き
続きを行い、要因として認識された「資格要件の緩和」を行うことにより、応札が二者以
上となった案件もあった。（web 画面改修業務）
・応札者拡大のため、電子メールによる入札説明書等の配布を行った。
一者応札率：平成 30 年度 38.2%（前年度 47.7%）
○研究開発に係る物品及び役務の調達
・随意契約基準に該当するかを常に点検し、該当する案件は随意契約を行うことにより、公
告期間相当分の調達の効率化を行った。
・試薬及び研究用消耗品の単価契約について、新たに必要な品目の追加を行い、調達手続き
の簡素化と納期の短縮図った。（追加品目数 117）
・複数年度の契約を活用し、調達金額の節減及び調達手続きの効率化を図った。（CAS 情報
提供業務）
・つくば地区研究センター等 2 箇所で研究職員を交えた意見交換会を実施し、調達手続き
における問題点等の洗い出しを行い、当該問題点改善のため、システム上での調達要求
処理状況の把握や単価契約の品目検索の利便性について、次期財務会計システムの構築
に向けて課題要望として取り組むこととした。
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これらを PDCA サイクルにより、効果を検証し ○一般的な物品及び役務の一括調達、共同調達
つつ確実に実施するため、6 月末までに「調達等
・共通仕様により一括調達が有効なコピー用紙、トイレットペーパー、トナーカートリッジ、
合理化計画」を策定し、調達日数の削減等定量的
パソコン、テレビ会議システム及び同一地域（北海道地区、九州地区）においてまとまっ
な目標や具体的な指標を設定し、着実に実行す
た調達が可能な燃料類等について、前年度から引き続き一括調達若しくは共同調達を行っ
るとともに、毎年度の実績評価の際には研究現
た。（JIRCAS,森林研究・整備機構）
・今年度は、北海道地区において、これまでの森林研究・整備機構との共同調達に水産研究・
場での実施結果を踏まえ的確に見直しを行う。
教育機構を新たに加えたほか、九州地区では森林研究・整備機構との共同調達品目に共通
仕様が可能な宅配便業務を加えるなど他の法人との共同調達拡大を図った。
○つくば管理センター調達担当者会議
・つくば地区研究センター等の調達担当者のスキルアップ及び情報共有のため、6 回の会議
を開催した。
【調達に関するガバナンスの徹底】
○随意契約に関する内部統制の確立
・競争性のない随意契約案件については、随意契約審査委員会で、随意契約によることがで
きる事由の整合性、より競争性のある調達手続の実施の可否についての事前審査を行っ
た。（審査実施率 100％）
○不適正な経理処理の発生の再発防止のための取組
・全役職員を対象とし、適正な調達手続きを含んだコンプライアンスについての e-ラ－ニン
グを平成 30 年 11 月に実施した。（受講率 100％）
・つくば管理センター検収チームでの一元化による検収体制により、適正な事務処理の徹底
を引き続き行うとともに、写真撮影を牽制効果と業務の履行確認のバランスを取りながら
無作為抽出方式に切り替え効率化を図った。また、納入業者に対する納品・検収ルールの
再周知を行った。
・内部監査において、物品等の納品が確実に行われているか実査を行うとともに、契約取引
の多い業者に会計帳簿等の提出を要請し、不適切な取引が無いか等の点検を行った。
主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
一般管理費等の削減については、運営費交付金による事業について、研究機器等の保守管理業務に係る契約方法や保守対象範囲の見直し、外国雑誌の年間購読の見直しを行い経費の節減を図ったほか、役員会等において、タ
ブレット端末を利用したペーパーレスを推進しコピー機の稼働及び用紙の削減に努める等、各種業務において経費の節減に努めた結果、一般管理費、業務経費ともに中長期計画に基づく削減の数値目標を達成している。
調達の合理化については、平成 30 年６月に策定した調達等合理化計画に基づき、一者応札・応募の改善に向け、業者アンケートの結果を入札公告に反映させる等、きめ細やかな対応を行っているほか、手続きの簡素化と納
期短縮等を図るため一括単価契約の対象品目の拡大が行われている。また、他法人とコピー用紙等の共同調達を継続して行うほか、宅配便業務の共同調達などに新たに取り組んでいる。さらに、競争性のない随意契約案件につ
いては、随意契約審査委員会で、随意契約の適正性についての事前審査を行うなど調達に関するガバナンスの徹底に取り組んでいる。
以上のとおり、経費の削減や、調達の合理化に向け着実に取り組んでいることから、Ｂ評定が妥当である。
＜今後の課題＞
今後も、経費の削減や、調達の合理化に向けた継続的な取組を求める。特に、一般管理費や業務経費については、現行の第４期中長期計画の最終年度（令和 2 年度）まで毎年度削減の数値目標が課されることから、業務に支
障のないことに留意しつつ、さらなる削減に向けて適切に取り組むことを求める。

131

様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－２

統合による相乗効果の発揮

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、年度計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）組織・業務の再編
法人統合を踏まえ、人材、研究資金等の資源を法人全体として有効に活用することにより、相乗効果
を最大限に発揮することが重要である。このため、従来の組織の枠組みにとらわれずゼロベースで組織
の見直しを行い新たな組織体制を構築する。特に、つくば地区について、基礎から応用・実用化までの
一貫した研究体制により研究成果の創出・社会実装の加速化を図るため、研究推進組織を再編する。ま
た、研究の進捗に応じ、機動的に研究推進体制を見直し研究者を配置できる仕組みを構築する。
業務についても見直しを行うとともに、効率化のため法人内の業務システムの整備を進める。特に、
つくば地区において、管理業務やほ場業務等について可能なものの一元化等を進める。また、テレビ会
議システムや ICT を活用した業務効率化を図る。

（１）組織・業務の再編
ア 平成 28 年度からの４法人統合を踏まえて、従来の組織を再編し、次のとおり新たな組織を整備する。
（ア）作物開発、スマート農業推進、農業環境研究の分野で、基礎から応用・実用化まで総合的に研究を進めつつ、法人
全体の研究の中核かつ外部との窓口となる重点化研究センターを設置する。
（イ）従来の農研機構の研究分野毎の内部研究所は研究部門とする。
（ウ）食品産業のニーズに対応し、マーケットイン型研究開発及びその成果普及を推進する部署（食農ビジネス推進セン
ター）を設置する。（第１の１（１）に記載。）
（エ）高度な分析機器・施設の共同利用を進める部署（高度解析センター）を設置する。（第１の１（３）に記載。）
（オ）つくば地区の管理業務のうち、調達、検収、営繕の各業務を可能な限り一元的に実施する部署（つくば管理センタ
ー）を設置し、業務の効率化と円滑な研究推進を図る。併せて管理部門の OJT を行うなど円滑な人材育成を図る。
（カ）ほ場管理などを行う研究技術支援部門について、つくば地区の業務や人員管理を一元的に実施する部署（つくば技
術支援センター）を設置し、研究技術支援業務の効率化を行う。
（キ）地域農業研究センターの産学官連携を強化するための体制を整備する。（第１の３に記載。）
（ク）上記の取組により、間接部門の人員の事業部門への振り分け等を行い、業務体制の最適化を図る。
イ 別添１の研究開発の推進に当たっては、研究課題毎に責任者を配置し、目標達成のために必要な研究者で内部研究組
織横断的な研究体制（プログラム・プロジェクト）を構築して推進する。各プログラム・プロジェクトの構成員は研究
の進捗にあわせ適宜見直す。
ウ 業務については次の取組により効率化を進める。
（ア）ICT（テレビ会議システム、ビデオ配信システム、e-ラーニング等含む。）を活用し、遠隔地等も含めた意思決定の
迅速化、情報共有、また、各種教育等を行う。
（イ）業務システムについては、ガバナンスの強化、リスク管理への対応、研究開発成果の最大化に資するために、会計、
資産、研究業績、薬品、規制物質等の管理等の各種システムが有機的に統合・連関するシステムとして、再構築を
行う。これらシステムを管理運用するために、専門スタッフを配置した部署（情報統括監）を設置する。

（２）研究拠点・研究施設・設備の集約（施設及び設備に関する計画）
（２）研究拠点・研究施設・設備の集約
限られた予算・人員を有効に活用し長期的に研究開発成果の最大化を図るためには、将来の研究の重 ア つくば地区に主な機能を有する組織が再編されることを契機として、同地区における、同一の研究棟に複数の内部組
点化方向に対応するとともに、省エネルギーの推進や維持・管理経費の節減、老朽化施設の安全の確保
織が置かれたり、同一の内部組織が複数の離れた施設に分散しているなど業務運営の効率化の支障となる組織配置を可
等を図る観点から、法人全体として、研究拠点・研究施設・設備を最適化することが重要である。この
能な限り解消し、内部組織間等で施設・設備の共同利用を促進するとともに、現在の利用状況、第４期中長期目標期間
ため、法人統合を踏まえたつくば地区の再編、地域の近接する研究拠点や小規模な研究拠点等の再編・
内の研究課題との関係及び将来の利用予測等を考慮した上で、研究課題に応じた適切な再配分・再配置を行う。こうし
見直しを進める。これらに関しては、中長期計画に具体的な方向を明記し、可能なものは第４期中長期
た取組を通じて、つくば地区内の研究資源の効果的かつ効率的な利用を図り、維持管理費の節減や省エネルギーの推進、
目標期間内に、必要に応じ第５期中長期目標期間にわたって実施を図る。
老朽化施設の安全の確保に努める。
イ 地域農業研究センターについては、地域研究のハブ機能を強化するという観点から専門分野別に研究体制を検証し、
研究開発成果の最大化に配慮しつつ研究資源の効果的かつ効率的な利用を促進する。また、遅くとも第５期中長期目標
期間中に再編することとして検討を進める。
ウ 小規模な研究拠点について、第３期中期目標期間内における検討において組織を見直すこととした研究拠点等は、地
元などの理解を得ながら、組織見直しの実施計画に基づき、着実に再編・統合を行う。
（３）施設及び設備に関する計画
【農業技術研究業務勘定】
平成 28 年度～平成 32 年度施設、設備に関する計画
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（単位：百万円）
施設・設備の内容
予定額
研究設備の整備
研究援助施設の整備
機関維持運営施設の整備
その他業務実施上必要な施設・設備の整備等
合計
3,728±χ
（注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費
【農業機械化促進業務勘定】
平成 28 年度～平成 32 年度施設、設備に関する計画
（単位：百万円）
施設・設備の内容
予定額
研究設備の整備
研究援助施設の整備
機関維持運営施設の整備
その他業務実施上必要な施設・設備の整備等
合計
464±χ
（注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費
評価軸・評価の視点及び
評価指標等

財 源
施設整備費補助金

財 源
施設整備費補助金

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

（１）組織・業務の再編
（１）組織・業務の再編
（１）組織・業務の再編
○統合による相乗効果を ア 法改正や情勢の変化等に適切に対応するため、平成 ア 統合により農業・食品のほぼ全ての分野において基礎から応用まで幅広い研究を実施する機関
となった強みを活かし、より一層の相乗効果を発揮するため、理事長の平成 30 年度組織目標に掲
最大限に発揮するため、
30 年に一部組織の再編を行う。また、政策ニーズや情
げられた、連携強化、知財・国際標準化活動強化、認知度向上に対応した組織見直しを 7 月に役
従 来の枠組み にとらわ
勢の変化等に適切に対応し、必要に応じて組織・業務
員会で決定し、10 月には本部内組織を再編し、産学連携室、知財部、広報部を設置した（Ⅰ-2、
れ ない適切な 組織見直
の見直しの検討を行う。
Ⅰ-5 及び 1-6 に詳述）。また、10 月には組織委員会を立ち上げ、平成 31 年 4 月以降の組織改正
しが行われているか。
内容を重点的に検討することとした。さらに、平成 30 年度において重点的に進めた、開発目標と
＜評価指標＞
社会実装時期を明確にしたロードマップ作成による全研究課題の見直しにおいて、共通課題の横
・統合による相乗効果を最
串推進としてドローン活用や病虫害制御技術等 7 課題について、組織の枠組みを超えて取り組む
大 限に発揮す るための
体制とした。合わせて、外部資金の獲得や連携強化のため、共同研究の実施に係る伺書による事
組 織体制の整 備が行わ
前確認の徹底を図り、外部資金獲得に向けた契約事務を一元的に行う体制構築（平成 31 年 7 月実
れているか。また、研究
施予定）につなげた。
の進捗に応じ、機動的に
平成 31 年度に向けて、農研機構全体の研究開発の戦略策定と推進を中心とする本部の司令塔機
研 究体制を見 直し研究
能の強化のため、企画調整部を大幅に改組して企画戦略本部とする見直しの他、理事長直下に農
者 を配置する 仕組みが
研機構の中長期的な戦略立案等を担うシンクタンクの新設を決定した。また、情報セキュリティ
整備されているか。
対策の強化・情報システムの適切な運用管理を推進するため、本部の情報統括組織の拡充・見直
しを行うこととした。さらに、つくば地区の管理部署、技術支援部署の効率的な運営を目的とし
・つくば地区の研究推進組
たエリア管理事業部の新設に向けた検討に着手した。
織を再編し、基礎から応
なお、前年度決定に基づき農業技術革新工学研究センターの組織体制（農業機械化促進法の廃
用・実用化までの一貫し
止対応）の見直し、西日本農業研究センターの生物多様性グループの新設（平成 30 年 4 月）、及
た研究体制の構築・運用
び畜産研究部門から中央農業研究センターに飼養管理技術研究領域を移行させる見直しを完了さ
がされているか。
せた（平成 30 年 7 月）。
イ 農業データ連携基盤や農業 AI 研究の推進を図るた イ AI、農業データ連携基盤の開発拠点となる農業情報研究センターの準備室を 4 月に設置し、10
月に同センターを開設した（Ⅰ-2 に詳述）。
め、平成 30 年度上期に農業データ利用研究拠点（仮
称）を整備する。そのための準備室を平成 30 年４月
に設置する。
ウ 別添１の研究開発の推進に当たっては、「中課題検 ウ 農業情報研究センターにおいては、農業 AI 研究の推進と OJT による ICT 人材の育成を行うため、
外部から AI 研究専門家を招へいするとともに、研究センター等から AI 関連課題を担う研究者を兼
討会等での課題検討方針」に基づく評価結果等を踏ま
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A
根拠： 理事長の組織目標に沿った
組織改正を速やかに実施し、情勢の
変化に対応して効率的、効果的に業
務を実施するための組織横断的な研
究課題推進体制を構築した。本部機
能の強化、事業場管理のための組織
改正も進め、統合による相乗効果の
発揮に向けた顕著な進捗があったこ
とから、年度計画を上回る成果が得
られたと判断し、自己評価を A とす
る。
（１）組織・業務の再編
10 月に農業情報研究センターを新
設し、AI 技術とデータ連携基盤を活
用して研究センター等が提案する研
究課題に取り組む体制を構築した。
産学連携、広報及び知財の戦略的
推進のための組織改正を行い、本部
の司令塔機能を強化し、共同研究実
施に係る伺書により外部資金獲得に
係る情報を本部が一元的に管理する
体制を構築した。
組織委員会を立ち上げ、企画部門
の機能強化や、管理部署と技術支援

○統合に対して、一元化が
可能な業務の集約や ICT
活 用等による 業務効率
化が行われているか。
＜評価指標＞
・業務の効率化が図られて
いるか。特に、つくば地
区 の管理業務 やほ場業
務等についての一元化、
高 度機器等の 相互利用
等 の業務の効 率化が図
られているか。

（２）研究拠点・研究施設・
設備の集約(施設及び設備
に関する計画)
○法人統合を踏まえ、研究
の重点化方向、長期的な
維 持管理経費 節減に向
け て研究拠点 ・研究施
設・設備の集約の計画を
適切に策定しているか。
そ の実現に向 けた取組
が行われているか。
＜評価指標＞
・将来の研究の重点化方向
に対応するとともに、省
エ ネルギーの 推進や維
持・管理経費の節減、老
朽 化施設の安 全対策等
が図られているか。
・つくば地区の再編、地域
の 研究拠点や 小規模研
究拠点等の再編・見直し
の取組が行われ、施設・
設 備の最適化 の見直し
が進められているか。

任させる体制とした。その他、平成 31 年 4 月に、野菜分野における連携研究の強化のため西日本 部署の運営を組織単位からエリア管
え、大課題・中課題が効率的、効果的に進捗するよう
農業研究センター及び野菜花き研究部門の組織体制を一部見直す。また、国際重要伝染病対策の強 理に移行し、つくば地区の一体的な
に、担当するグループ・ユニット等やその構成員の見
運営による効率化を図るための体制
化のため動物衛生研究部門の一部ユニットを組み替える。
直しを行う。
エ 意思決定を迅速化する電子決裁への移行に当たっ エ 文書管理システムにおける稟議文書の電子決裁について、平成 31 年２月に本部への試験導入を 構築について検討を進めた。
行った。また、本部への導入後、動作確認や検証を進め、運用ルールを定めた上で、早期に機構全
て、関係する部署と連携し、電子化の取組みを更に進
体への導入を図ることとしている。
（２）研究拠点・研究施設・設備の集
め、利用範囲を広げるとともに運用ルールを策定す
情報システムの知見を備えた専門家を 2 名採用し、平成 33 年 4 月に計画している基幹システム 約
る。
放射線障害防止法の改正に対応し
の更新に向けて、現行システムの運用に従事し基幹システムへの理解を深めるとともに、最新の IT
業務システムのうち基幹システムについては、シス
て、ガンマフィールド廃止（放射線育
の調査・情報収集を開始した。
テムの専門家を採用するとともに中間評価を実施し、
内閣府主導の下で発足した、国大・研発が共同で利用する ERP システム整備に向けての作業部会 種場）、RI 焼却処理装置解体撤去（畜
更新計画の策定を進める。また、研究開発業務のモニ
では、農研機構はコアメンバーとして参画し、農研機構の人給・財会系及び業績管理・研究助成金 産研究部門）等を優先的に進めると
タリングのため、研究成果管理システムを核として環
管理系について業務フローの見える化等を行い ERP システムの仕様書（案）に反映させた。また、 ともに、つくば地区の RI 実験施設を
境整備を進め、より効率的なデータの収集及び共有を
ERP システム以外の情報共有システムやサーバ基盤等については、中間評価として役職員等に対し 農業環境変動研究センターのアイソ
図る。さらに、研究開発成果である外部公開データベ
て満足度調査を行い、今後の整備に当たってのポイント等を整理した。
トープ実験棟に集約するための検討
ースについては、研究者の情報システムの管理に要す
これらの動向を踏まえ、内部統制委員会において、内閣府の取組に協力できる今後 10 年間の農 を開始した。
る負担が少なく、安定した運用が可能となる効率的な
研機構基幹システム等の整備方針及び整備計画を定めた。
減損を認識した約 90 施設の廃止、
システムの整備を進める。
研究成果管理システムについて公表した成果を担当部署で一括して入力できるよう改修し、また 施設集約化や修繕等の複数年度実施
BI ツールの閲覧範囲を拡大する等、効率的なデータの収集と共有を進めた。さらに、外部公開デー 計画を策定した。
タベースを効率的に運用するため、研究開発システムサーバ基盤を導入するとともに運用手順書を
減損を認識した 32 施設の解体撤去
整備のうえ運用を開始した。
に着手し、被災や予定変更に機動的
に対応した。
（２）研究拠点・研究施設・設備の集約
（２）研究拠点・研究施設・設備の集約
ア つくば地区の研究施設・設備について、研究資源集 ア 施設集約化計画に基づき、RI 施設・設備の廃止計画を推進し、平成 29 年 4 月に改正された「放 （３）施設及び設備に関する計画
主要施設の工事については、おお
約化委員会において、引き続き施設利用状況、第４期中
射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」で平成 31 年 9 月から防護措置が強化され
長期目標期間内の研究課題との関係について調査、検討
ることを受けて、食品研究部門のガンマ線照射装置の撤去、次世代作物開発研究センターのガンマ むね計画通りに進捗した。
ーフィールド廃止とガンマールームの防護措置強化について予算措置を講じて準備を進めた。ま
を進めるとともに、平成 29 年度に策定した「新たな施
た、畜産研究部門の RI 焼却処理装置解体撤去工事に着手し、RI 施設としての廃止を第 4 期中に完 ＜課題と対応＞
設集約化計画」に従い、着実に研究施設・設備の集約を
了できる見込みを得た。つくば地区の RI 施設については、農業境変動研究センターのアイソトー （１）組織・業務の再編
進める。
・研究開発の戦略策定の推進と本部
プ実験棟の改修計画を策定して本施設に集約することとした。
また、事業場管理の見直しと連動して、効率的な業務
の司令塔機能の強化を図るととも
事業場管理の見直しについては、平成 31 年度に向けたエリア管理事業部の新設に向けて、本部
運営の支障となっている原因の分析とその解決方策の
に、効率的、効果的な研究開発の推
の司令塔機能を充実・強化するための組織見直しに着手した。
検討に着手する。
進のため、新組織の体制拡充、共通
イ アと同様に地域農業研究センターについても、研究 イ 集約化に伴う老朽化等が進み廃止決定をした減損施設の解体撤去計画を策定し、平成 30 年度時
課題の横串管理やロードマップの
点で 93 の対象施設について、安全対策等の観点で順位付けを行い解体撤去を進めることとした。
資源集約化委員会において、引き続き施設利用状況、第
見直しを継続して行う。
平成 30 年度は東北農業研究センターの鍋屋敷地区の業務科センターほか 5 施設、種苗管理センタ
４期中長期目標期間内の研究課題との関係について調
・効率的な業務運営のため、事業場管
ー八岳農場の系統別選別舎ほか 11 施設を含む 32 施設について着手した。
査、検討を進めるとともに、平成 29 年度に策定した「新
理等に係るエリア管理に向けた組
また、個別の研究施設の集約化について、維持管理経費削減に資する取組に対して、北海道農業
たな施設集約化計画」に従い、着実に研究拠点・研究施
織・業務の構築を推進する。
研究センターの代謝実験棟の改修・集約化の他、計 6 件の事項を選定して、それぞれ複数年度で集
設・設備の集約を進める。
約化を進めることとした。
ウ 組織を見直すこととした小規模な研究拠点につい ウ 西日本農業研究センター綾部研究拠点の廃止に向けて、移転先である福山本所と四国研究拠点の （２）研究拠点・研究施設・設備の集
整備を進め、段階的な研究機能の移転に着手した。第 5 期に向けて改めて小規模な研究拠点等の見 約
ては、平成 27 年度に策定した「組織見直し実施計画」
直しについて検討し、拠点から離れた隔地圃場・試験地の集約化に係る基本方針を策定し平成 31 ・施設維持管理経費の削減のため、経
に基づいて、着実に実行する。特に、西日本農業研究セ
費配分方法の見直す他、施設集約
年度中に決定する。
ンター綾部研究拠点の廃止に向けた具体的な工程計画
化計画に基づく施設の集約化・廃
に基づき、着実に実行する。
止等を進める。特に老朽化施設対
策については、第 5 期に向けた施
設改修・更新計画を策定する。
（３）施設及び設備に関する計画
（３）施設及び設備に関する計画
【農業技術研究業務勘定】
【農業技術研究業務勘定】
（３）施設及び設備に関する計画
平成 30 年度施設、設備に関する計画
１）当事業年度中に完成した主要施設
（単位：百万円）
平成 30 年度施設整備費補助金予算の動物衛生研究部門小動物実験棟耐震工事（取得原価 90 百万 ・計画に即し着実に実施する。
円）、種苗管理センター嬬恋農場ばれいしょ原原種選別施設改修工事（取得原価 78 百万円）及び
施設・設備の内容
予定額
財源
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同本所受変電設備改修工事（取得原価 110 百万円）について、平成 31 年３月に計画どおり竣工し、
機関維持運営施設の整備
施設整備
業務に供した。
研究棟耐震工事
費補助金
２）当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充
その他業務実施上必要な施
平成 30 年度施設整備費補助金予算の畜産研究部門研究棟耐震工事について、平成 31 年度までの
設・設備の整備等
3 カ年計画の 2 年度分とし、平成 31 年 6 月 28 日までを工事期間として実施している。
ばれいしょ原原種選別施
平成 30 年度施設整備費補助金予算の生物機能利用研究部門研究棟・管理棟・接続棟耐震工事に
設改修工事
ついて、平成
33 年度までの 4 カ年計画の初年度分として、平成 33 年 9 月 30 日までを履行期限と
受変電設備等改修工事
した設計及び監理業務委託契約を締結した。
第一作業室建替工事
平成 30 年度施設整備費補助金予算の種苗管理センター北海道中央農場第一作業室建替工事につ
合計
681
いては、北海道胆振東部地震の震災復旧工事のほか、平成 28 年 8 月の台風 10 号により十勝地方に
［注記］
被害をもたらした河川の氾濫被害の復旧関係工事等が継続中であることから、技術者の配置及び十
１ 施設整備費補助金については、平成 30 年度施設整
備費補助金予算及び平成 30 年度補正予算による施設
分な作業員を確保することが困難であること、また鉄骨を組み立てるための高力ボルト等の資材の
整備費補助金予算を計上した。
納期に約 8 ヶ月を要するため年度内竣工が見込めず入札参加者がいなかったことから、平成 31 年
3 月農林水産大臣の繰越し承認を受け、平成 31 年度へ繰越し施工する。

【農業機械化促進業務勘定】
平成 30 年度施設、設備に関する計画
（単位：百万円）
施設・設備の内容
その他業務実施上必要な施
設・設備の整備等
自動化・知能化農機安全試
験評価試験ほ場整備その他
工事
合計

予定額

財源
施設整備
費補助金

【農業機械化促進業務勘定】
１） 当事業年度中に完成した主要施設
平成 30 年度施設整備費補助金予算の自動化・知能化農機安全試験評価試験ほ場整備その他工事
（取得原価 142 百万円）は、平成 31 年 3 月に計画どおり竣工し、業務に供した。
２） 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充
該当なし。
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主務大臣による評価
評定 A
＜評定に至った理由＞
組織・業務の再編については、理事長の平成 30 年度組織目標に沿って、平成 30 年 10 月に本部内組織の改編により、産学連携室（平成 31 年 4 月に事業開発室に改称）、知財部、広報部を新たに設置する等、統合による相
乗効果の発揮に向けた組織・業務再編の顕著な進展が認められる。具体的には、農業界・産業界・学術界等との連携に係る司令塔機能を強化するため、産学連携室を新設するとともに、全国にビジネスコーディネーターを新
たに配置した。この結果、産学官連携活動を通じて、農業・食品分野における研究成果をコアとしたビジネスモデルの構築やビジネスモデルの展開による民間投資の誘発、農研機構の開発技術の農業界へのあらゆる場面への
展開が期待できる。加えて、戦略的な広報による農研機構のプレゼンスの更なる向上を図るため、広報部の下に広報戦略室を新設している。また、平成 30 年 10 月に AI 技術とデータ連携基盤を活用した研究課題に取り組むた
め農業情報研究センターを設置し、外部から AI 研究専門家を招聘するとともに、研究センター等から AI 関連課題を担う研究者を兼任させるなど、ICT 人材の育成を行うための体制を整えた。加えて、農研機構内の研究者のみ
ならず、公設試等の外部機関からの研究者受入れ体制も整備した。さらに、野菜分野における連携研究の強化のため西日本農業研究センター及び野菜花き研究部門の組織体制を一部見直したほか、国際重要伝染病対策の強化
のため動物衛生部門の一部ユニットを組み替え、アフリカ豚コレラや国内豚コレラの発生に対応できる体制構築（平成 31 年 4 月 16 日設置）につなげている。他にも、文書管理システムによる稟議文書の電子決裁の導入や研
究成果管理システムの改修、BI ツールの閲覧範囲の拡大等 ICT を活用した業務の効率化を図る取組が実施されている。
研究拠点・研究施設・設備の集約については、平成 29 年 4 月に改正された「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」において令和元年 9 月から防護措置が強化されることを受けて、当該対象となるガンマ
ーフィールド、ガンマールーム、ガンマ照射装置については、施設・装置の利用状況を考慮して大幅な合理化を図ることとし、ガンマーフィールド及びガンマ照射装置の機能の、ガンマールームへの集約に着手している。ま
た、減損を認識した約 90 施設の廃止等の計画を策定し、そのうち 32 施設の解体に着手している。
施設及び整備に関する計画については、耐震工事や受変電設備改修工事等、計画に即し着実に実施している。
以上のように、特に、政府としても取組を強化すべきとされている主要分野の一つである AI 技術に関して、農研機構発の質の高い農業 AI 研究成果を創出できる組織を新設するとともに、農研機構内の研究者のみならず、公
設試等の外部機関も含め、農業に係る AI 人材を育成する体制を整備したことをはじめ、産学連携の強化や戦略的な広報活動や知的財産マネジメントが可能となる組織改革に積極的に取り組み、統合による相乗効果の発揮に向
けた顕著な進展が認められることから、A 評定とする。
＜今後の課題＞
組織・業務の再編については、積極的な改革に取り組み、年度計画を上回る顕著な業績を上げているが、今年度以降も、平成 30 年 10 月に立ち上げた「組織委員会」で決定した内容に基づき、効率的・効果的な研究開発の
推進のための組織体制の整備、業務の構築の推進が必要である。業務の定期的な見直し・検討を行い、さらに効果的な改善が可能かどうかの検討を行うことを求める。
135

また、研究拠点及び研究施設・設備の集約については、研究資源集約化委員会において、引き続き研究拠点及び研究施設・設備の集約化に向けた検討を進め、具体的な計画を策定することを求める。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当該事務及び事業に関する基本情報

Ⅲ

財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２－①主な定量的指標
28 年度
１

29 年度

30 年度

収支の均衡

セグメントごとの業務達成の目標に対する予算配分（百万円）と執行状況（％）
企画・連携推進業務

農業研究業務Ⅰ

農業研究業務Ⅱ

農業研究業務Ⅲ

農業研究業務Ⅳ

種苗管理業務

農研業務共通

農業機械化促進業務

生物系特定産業技術に関する基礎的研究業務

民間研究に係る特例業務

予算配分
執行状況

5,798

6,516

12,313

99.1

92.9

55.4

予算配分
執行状況

11,232

11,300

10,223

90.5

85.9

87.2

予算配分
執行状況

9,665

10,345

10,143

89.6

87.4

90.8

予算配分
執行状況

12,285

12,550

11,727

89.8

87.2

90.2

予算配分
執行状況

6,986

7,687

7,191

91.4

87.4

90.0

予算配分
執行状況

2,263

2,427

2,570

95.1

94.6

93.2

予算配分
執行状況

11,627

10,969

11,798

94.9

95.4

98.4

予算配分
執行状況

1,909

2,169

2,681

91.8

76.3

76.9

予算配分
執行状況

22,238

26,935

22,773

39.7

45.1

70.8

予算配分
執行状況

113

112

111

82.1

79.2

72.3

7.1

44.6

その他の指標
２

業務の効率化を反映した予算の策定と遵守
企画・連携推進業務

（予算と決算の乖離状況）（％）
0.9
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31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

農業研究業務Ⅰ

9.5

14.1

12.8

農業研究業務Ⅱ

10.4

12.6

9.2

農業研究業務Ⅲ

10.2

12.8

9.8

農業研究業務Ⅳ

8.6

12.6

10.0

種苗管理業務

4.9

5.4

6.8

農業機械化促進業務

8.2

23.7

23.1

生物系特定産業技術に関する基礎的研究業務

60.3

54.9

29.2

民間研究に係る特例業務

17.9

20.8

27.7

4,343,246

4,829,081

3,870,624

105,781

113,794

114,897

4,508

5,692

5,232

－

－

―

主な定量的指標
３

自己収入の確保
外部研究資金の実績（千円）
特許権等の実施許諾等収入実績（千円）
施設利用等の自己収入の実績（千円）

新規業務への取組と実績
４

保有資産の処分

不要の保有資産の処分実績

建物

19 棟

建物

18 棟

建物

23 棟

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、年度計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

１

収支の均衡
適切で効率的な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
【農業技術研究業務勘定】
１ 予算
２ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守
平成 28 年度～平成 32 年度予算 表省略
「第４業務運営の効率化に関する事項」及び１に定める事項を踏まえた中長期計画の予算を作成し、当該 ２ 収支計画
予算による運営を行う。
平成 28 年度～平成 32 年度収支計画 表省略
独立行政法人会計基準の改訂（平成 12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会策定、平成 27 年１月 27 ３ 資金計画
日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏ま
平成 28 年度～平成 32 年度資金計画 表省略
え、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する体制を構築する。
一定の事業等のまとまりごとにセグメント情報の開示に努める。
【農業機械化促進業務勘定】
１ 予算
平成 28 年度～平成 32 年度予算 表省略
２ 収支計画
平成 28 年度～平成 32 年度収支計画 表省略
３ 資金計画
平成 28 年度～平成 32 年度資金計画 表省略
【基礎的研究業務勘定】
１ 予算
平成 28 年度～平成 32 年度予算
２ 収支計画
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表省略

平成 28 年度～平成 32 年度収支計画
３ 資金計画
平成 28 年度～平成 32 年度資金計画

表省略
表省略

【民間研究特例業務勘定】
１ 予算
平成 28 年度～平成 32 年度予算 表省略
２ 収支計画
平成 28 年度～平成 32 年度収支計画 表省略
３ 資金計画
平成 28 年度～平成 32 年度資金計画 表省略
【勘定共通】
自己収入の確保
４ 自己収入の確保
受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等により自己収入の確保に努
自己収入の確保に当たっては、受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化、特許実施料の拡大等によ
める。特に、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、 り取組を進める。また、自己収入の増加が見込まれる場合には、増加見込額を充てて行う新規業務を見込んで運営費
自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込み額を充てて行う新 交付金の予算要求を行い、認められた場合には当該新規業務を実施する。
規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充てる額を運営費交付金の要求額の
算定に当たり減額しないこととする。」とされていることを踏まえ、適切な対応を行う。
３

４保有資産の処分
５ 保有資産の処分
保有資産の見直し等については、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点について」（平
施設・設備の利用状況の点検を行い、不要と判断されるものを処分する。また、その他の保有財産についても、利
成 26 年９月２日付け総管査第 263 号総務省行政管理局通知）に基づき、保有の必要性を不断に見直し、保有 用率の改善が見込まれないなど、不要と判断されるものを処分する。
の必要性が認められないものについては、不要財産として国庫納付等を行う。
５繰越欠損金の着実な縮減
６ 繰越欠損金の着実な縮減
民間研究に係る特例業務について、繰越欠損金解消計画を定め、本目標第３の 13（１）及び（２）で定め
繰越欠損金の解消に向けた平成 37 年度までの計画を着実に実施し、本計画第１の 13（１）及び（２）で定めた取
た対策を講じながら、当該計画を適切に見直すなど、繰越欠損金の着実な縮減を図る。
組を講じながら、当該計画を適切に見直すなど、繰越欠損金の着実な縮減を図る。
第４ 短期借入金の限度額
中長期目標の期間中の各年度の短期借入金は、農業技術研究業務勘定において 59 億円、基礎的研究業務勘定にお
いて５億円、農業機械化促進業務勘定において２億円、民間研究特例業務勘定において１億円を限度とする。
想定される理由： 年度当初における国からの運営費交付金の受入れ等が遅延した場合における職員の人件費の遅配
及び事業費等の支払い遅延を回避するとともに、運用収入等の収納の時期と事業費等の支払の時期に一時的な差が生
じた際に円滑な業務の運営を図るため。
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
なし
第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
なし
第７ 剰余金の使途
生産現場の強化・経営力の強化のための研究、強い農業の実現と新産業の創出のための研究、農産物・食品の高付
加価値化と安全・信頼の確保のための研究、環境問題の解決・地域資源の活用のための研究及び農業機械化の促進に
資する試験研究等中長期目標における研究開発の重点化方向と成果の社会実装に向けた試験及び研究並びに調査の
充実・加速並びにそのために必要な分析機器等の研究用機器更新・購入等に使用する。また、種苗管理業務及び基礎
的研究業務並びに民間研究に係る特例業務の円滑な運営のために必要な資金等に使用する。
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評価軸・評価の視点及び
評価指標等
１ 収支の均衡
【評価の視点】
・業務達成基準の導入、セ
グ メント管理 の強化に
対 応した会計 処理方法
は どのように 定められ
ているか。それに従って
運営されているか。
２ 業務の効率化を反映
した予算の策定と遵守
＜その他の指標＞
・セグメントに配分された
予 算と決算に 大きな乖
離はないか。大きく乖離
している場合は、その理
由 は明確にな っている
か。
※ 予算と決算 の乖離状
況は表中に記載。

年度計画
予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
【農業技術研究業務勘定】
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲する。
【農業機械化促進業務勘定】
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲する。
【基礎的研究業務勘定】
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は後掲する。
【民間研究特例業務勘定】
１ 予算、２ 収支計画及び３ 資金計画の表は、後掲する。

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
主な業務実績等
予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
独立行政法人会計基準の改訂（平成 27 年１月 27 日改訂）等により、業務達成基準
による運営費交付金の収益化が原則とされたことを踏まえ、第 4 期中長期目標期間とな
る平成 28 年度より、農研機構では中長期計画における業務を一定の事業のまとまりと
して評価を行うことで、セグメント予算管理を実施している。
平成 30 年度の予算配分は、独立行政法人会計基準第 81 に定める収益化単位の業務及
び管理部門の活動と運営費交付金の対応関係を明確にし適切かつ計画的な業務実施の
観点から、平成 29 年度第 31 回役員会において、間接業務経費についてセグメント決算
から収益化単位（大課題ごと）の決算に移行することとし、平成 29 年度第 32 回役員会
において平成 30 年度の予算配分を決定した。
平成 30 年度の予算配分の見直しは、運営費交付金を適正かつ効率的に使用する責務
を果たす一方、研究開発成果の最大化を図りつつ計画的に業務を実施する観点から、本
部に予算委員会を設置し予算全体のマネジメントを強化し、理事長の組織目標である
Society5.0 の早期実現等のため、大課題研究費、間接業務経費、一般管理費について予
算の執行状況を確認のうえ、第 3 四半期に予算配分の見直しを行った。
また、予算委員会においては、政府の科学技術政策が目指す社会の早期実現、理事長
の組織目標の達成、中長期計画の効率的かつ確実な実施等のために、農研機構運営費交
付金の予算配分計画の作成、見直し等を審議し、平成 31 年度予算配分について予算の全
体最適の実現のための適正配分と執行管理について、必要な予算額の算定・重点分野へ
の資源集中について検討を行った。
セグメントに配分された予算と決算の乖離について、農業技術研究業務では、セグメ
ント企画・連携推進業務が 44.6％と大きく乖離しているが、これは、平成 31 年 2 月 7
日に成立した平成 30 年度第 2 次補正予算による追加予算額のうち、4,200 百万円（スマ
ート農業加速化実証プロジェクト）については、公募、審査等の手続き、採択の決定は
終了しているが、委託事業費の支出が平成３１年度になったことによるものである。ま
た、セグメント b 農業研究業務Ⅰ「生産現場の強化・経営力の強化研究業務」からセグ
メント e 農業技術研究業務Ⅳ「環境問題の解決・地域資源の活用研究業務」において、
9.2％～12.8%の乖離となっているが、各セグメントとも研究の進捗により研究計画の一
部を次年度に引き続くこととしたためである。
セグメントｈ生物系特定産業技術に関する基礎的研究業務は、29.2％と乖離してい
るが、これは、平成 31 年 2 月 7 日に成立した平成 30 年度第 2 次補正予算による追加
予算額 1,428 百万円（革新的技術開発・緊急展開事業）については、公募、審査等の
手続き、採択の決定は終了しているが、委託事業費の支出が平成 31 年度になったこと
によるものである。同じく、平成 30 年度第 2 次補正予算による追加予算額 200 百万円
（戦略的イノベーション創造プログラム）については、平成 31 年 3 月 6 日付けで配分
示達を受けたため委託事業費の支出が平成 31 年度になったことによるものである。
セグメント i 農業機械化促進業務は 23.1%の乖離となっているが、役職員等の退職金
の支払いの減等による人件費の減、平成 30 年度の組織再編に伴う新たな研究開発・検
査スキームの円滑な開始に必要な経費を留保したことによる。
セグメントｉ民間研究に係る特例業務が 27.7％の乖離となっているが、人事異動等
に伴う役職員給与の支払いの減等により人件費が減となったことによるものである。

【勘定共通】
３ 自己収入の確保
４ 自己収入の確保
４ 自己収入の確保
【評価の視点】
自己収入の確保に当たっては、受託研究等の外部研究資金の獲得、受益者負
大型の競争的資金を戦略的に獲得するため、競争的資金獲得の理事（研究推進Ⅱ）を
・受託研究等の外部研究資 担の適正化、特許実施料の拡大等により取組を進める。
定めるとともに、当該理事の下に外部資金獲得プロジェクトチームを立ち上げ、本部主
導で大型予算に応募する体制を整えた。
金の獲得、受益者負担の
また、理事（産学官連携）主導のもと、民間企業との資金提供型共同研究契約の締結
適正化、法人における知
状況について定期的に確認するとともに、ビジネスモデルの構築や交渉の支援する体制
的 財産権等の 実施料収
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠： ①運営費交付金の
間接業務経費予算をセグ
メント単位から収益化単
位（大課題ごと）に移行し、
研究業務の進捗に合わせ
た予算決算としたこと、②
予算委員会を設置し予算
全体のマネジメントの強
化を図ったこと、③平成 31
年度予算配分の最適化に
向け大きく配分方針を見
直したこと、④理事を中心
に本部主導で大型の競争
的資金を獲得するための
体制を整えたこと等、年度
計画を上回る業務を実施
した。

＜課題と対応＞
・予算配分の最適化に向け
見 直 し た 配分 方 針 を確
実に実行し、適正に執行
管 理 す る 体制 整 備 が必
要である。
・運営費交付金の削減に対
応するために、外部資金
等 の 自 己 収入 の 更 なる
確保が必要である。

入の拡大等、自己収入確
保 に向けて積 極的な取
組が行われているか。

を整え、職員の意識改革をはかるなど、外部資金の獲得に取り組み、自己収入の増加及
び財政内容の改善に努めた。
知財の弾力的・柔軟な実施許諾等、特許実施料の拡大に関する計画については、本計
画第１の５（２）のとおり行った。

４ 保有資産の処分
５ 保有資産の処分
５ 保有資産の処分
【評価の視点】
施設・設備の利用状況の点検を行い、不要と判断されるものを処分する。ま 【農業技術研究業務勘定】
・保有資産の必要性につい た、その他の保有財産についても、利用率の改善が見込まれない等、不要と判
減損を認識した東北農業研究センター（盛岡）鍋屋敷地区の総合温室管理室等 10 棟を
て点検を行っているか。 断されるものを処分する。
取り壊した。その他、稼働率の低下や使用見込みのない施設 8 棟を取り壊した。
自己点検の結果、必要性
また、保有資産の必要性について点検を実施するため平成 30 年 11 月に施設利用状況
や 利用率の低 い施設に
調査を行い、当初の目的を達成し、今後使用しないと決定した北海道農業研究センター
ついて、積極的な処分が
の旧事務所等 18 棟について減損を認識した。今後、計画的に取り壊しを進める予定であ
る。
行われているか。
【農業機械化促進業務勘定】
平成 30 年 3 月に減損を認識した職員宿舎（北合同宿舎及び独身寮）等 5 棟を取り壊
した。（平成 31 年 3 月完了）
５ 繰越欠損金の着実な ６ 繰越欠損金の着実な縮減
６ 繰越欠損金の着実な縮減
縮減
繰越欠損金の解消に向けた平成 37 年度までの計画を策定するとともに、本
繰越欠損金の着実な縮減については、本計画第１の１３（１）及び（２）のとおり行
（第１-13 で評価を行う。） 計画第１の 13（１）及び（２）で定めた取組を講じながら、当該計画を適切に った。
見直す等、繰越欠損金の着実な縮減を図る。
第４ 短期借入金の限度額
該当なし
中長期目標の期間中の各年度の短期借入金は、農業技術研究業務勘定におい
て 59 億円、基礎的研究業務勘定において５億円、農業機械化促進業務勘定に
おいて２億円、民間研究特例業務勘定において１億円を限度とする。
想定される理由： 年度当初における国からの運営費交付金の受入れ等が遅延
した場合における職員の人件費への遅配及び事業費等の支払い遅延を回避する
とともに、運用収入等の収納の時期と事業費等の支払の時期に一時的な差が生
じた際に円滑な業務の運営を図るため。
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当 第５ 不要財産の処分
該財産の処分に関する計画
【農業機械化促進業務勘定】
政府から現物出資された関係会社株式について、出資先である新農業機械実用化促進
なし
株式会社の解散に伴い、残余財産の関係会社株式に応じた割当分配があり、４０８百万
円を回収した。回収金４０８百万円は、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要が
ない財産と認められるため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４６
の２第１項の規定に基づき不要財産の国庫納付申請を行い、主務大臣の許可を受け、平
成 31 年３月に国庫納付した。

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
なし

剰余金の使途
なし

第６ 重要な財産の譲渡
前期中に農林水産大臣から重要な財産の処分として承認されたが、売却まで至ってい
なかった旧畜産草地研究所御代田研究拠点の研究員宿舎跡地については 30 年４月に代
金の納入を受け移転登記を行った。また、旧動物衛生研究所東北支所跡地については、
問い合わせがあったものの、取得の意向を示したものではなく、引き続き需要の発掘に
努めることとした。
該当なし
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平成 30 年度の実績

【農業技術研究業務勘定】
１ 予算

【農業技術研究業務勘定】
１ 予算
平成 30 年度予算

区

分

入
前年度からの繰越金
うち生産性革命に向け
た革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・
緊急展開事業
運営費交付金
うち補正予算による追
加
施設整備費補助金
うち補正予算による追
加
受託収入
諸収入

平成 30 年度予算

企画・ 生産現場 強い農業 農産物・食
連携推 の強化・ の実現と 品の高付加
進業務 経営力の 新産業の 価値化と安
強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

種苗
管理
業務

計

（単位：百万円）
農研業
合計
務共通

収

計
支 出
業務経費
うち生産性革命に向け
た革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・
緊急展開事業
うちスマート農業加速
化実証プロジェクト
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費

区

分

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

種苗
管理
業務

収
458
0

1,542
17

1,091
0

1,510
0

891
183

109
0

5,601
200

0
0

5,601
200

67

513

302

471

70

0

1,423

0

1,423

11,885
4,365

8,054
213

7,519
124

8,595
147

5,431 2,217
21
0

43,700
4,870

10,992
0

入
前年度からの繰越金
運営費交付金
うち補正予算による追
加
施設整備費補助金
うち補正予算による追
加
補助金等収入
受託収入
諸収入
寄付金収入

企画・ 生産現場 強い農業 農産物・食
連携推 の強化・ の実現と 品の高付加
進業務 経営力の 新産業の 価値化と安
強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

（単位：百万円）
計
農研業
合計
務共通

54,692
4,870

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

681
85

681
85

0
6

1,683
52

1,776
49

1,828
62

1,021
37

5
200

6,313
406

0
136

6,313
542

12,349

11,330

10,434

11,996

7,381 2,530

56,020

11,809

67,830

7,909
0

3,398
17

3,584
0

3,691
0

2,061
183

762
0

21,404
200

0
0

21,404
200

87

727

426

618

91

0

1,948

0

1,948

4,200

0

0

0

0

0

4,200

0

4,200

0
0
0
4,441

0
1,683
0
6,250

0
1,776
0
5,074

0
1,828
0
6,477

0
0
1,021
5
0
0
4,298 1,764

0
6,313
0
28,303

681
0
2,710
8,418

681
6,313
2,710
36,721

12,349
11,330
10,434
11,996
7,381 2,530 56,020 11,809 67,830
計
［注記］
１ 収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった生産性革命に向けた革新的技術
開発事業、革新的技術開発・緊急展開事業に要す る経費及び人件費を計上した。
２ 予算は、平成 30 年度政府当初予算、補正予算による追加額を基に作成した。
３ 施設整備費補助金は、平成 30 年度当初予算、補正予算による施設整備費補助金追加額を計上した。
４ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。
５ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

計
支

出
業務経費
施設整備費
補助金等経費
受託経費
一般管理費
人件費
寄附金
翌年度への繰越金

458
11,790
4,365

1,542
8,024
213

1,091
7,557
124

1,510
8,653
147

0
0

0
0

0
0

0
0

3
28
34
0
12,313

22
525
111
0
10,223

7
1,425
62
1
10,143

2,629
0
3
27
0
4,163
0
5,490
12,311

2,496
0
22
526
0
5,868
0
1,312
10,224

3,040
0
7
1,410
0
4,756
1
916
10,130

891
109
5,459 2,217
21
0

5,601
43,700
4,870

0
10,992
0

5,601
54,692
4,870

0
0

0
0

590
0

590
0

13
1,486
65
0
11,727

20
7
769
12
51
226
0
0
7,191 2,570

72
4,245
548
1
54,167

1
0
215
0
11,798

73
4,245
762
1
65,964

3,016
0
13
1,482
0
6,071
0
1,141
11,723

1,600
691
0
0
20
7
782
12
0
0
4,069 1,686
0
0
739
137
7,210 2,533

13,471
0
72
4,238
0
26,614
1
9,735
54,130

0
590
1
0
2,783
8,229
0
0
11,604

13,471
590
73
4,238
2,783
34,843
1
9,735
65,734

0
0

計
［注記］
１ 収入の「前年度からの繰越金」については、平成 29 年度運営費交付金のうち、平成 30 年度に繰越し
となった経費及び人件費と補正予算による追加額を計上した。
２ 予算は、平成 30 年度政府当初予算、補正予算による運営費交付金追加額を基に作成した。
３ 施設整備費補助金は、平成 30 年度施設整備費補助金予算を計上した。
４ 「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。
５ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
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平成 30 年度収支計画

平成 30 年度収支計画
（単位：百万円）

区

分

生産現場 強い農業 農産物・食
企画・ の強化・ の実現と 品の高付加
連携推 経営力の 新産業の 価値化と安
進業務 強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

（単位：百万円）
区

種苗
管理
業務

7,392 2,534
7,392 2,534
4,298 1,764
1,883
702
183
0

計

農研業
務共通

合計

60,335
60,335
28,303
19,641
200

11,285
11,277
8,418
0
0

67,419
67,412
36,721
19,641
200

費用の部
経常費用
人件
費
業務経費
うち生産性革命に向
けた革新的技術開発
事業
うち革新的技術開
発・緊急展開事業
うちスマート農業
加速化実証プロジ
ェクト
受託経費
一般管理費
減価償却費
財務費用
臨時損失

12,393
12,393
4,441
7,275
0

11,347
11,347
6,250
3,120
17

10,452
10,452
5,074
3,287
0

12,016
12,016
6,477
3,374
0

87

727

426

618

91

0

1,948

0

1,948

4,200

0

0

0

0

0

4,200

0

4,200

0
0
678
0
0

1,578
0
399
0
0

1,665
0
426
0
0

1,714
0
451
0
0

957
0
253
0
0

5
0
64
0
0

5,918
0
2,272
0
0

0
2,626
233
7
0

5,918
2,626
2,505
7
0

収益の部
運営費交付金収益
うち補正予算による追
加
諸収入
受託収入
資産見返負債戻入
臨時利益

12,393
11,709
3,654

11,350
9,318
201

10,455
8,312
116

12,018
9,789
137

7,393 2,534
6,144 2,226
20
0

56,144
47,538
4,128

11,361
10,992
0

67,505
58,530
4,128

6
0
678
0

52
1,683
297
0

49
1,776
318
0

62
1,828
339
0

37
1,021
191
0

200
5
64
0

406
6,313
1,886
0

136
0
233
0

542
6,313
2,119
0

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立
金取崩額
総 利 益

0
0
0

0
3
32

0
3
34

0
3
37

0
1
21

0
0
7

0
9
130

77
0
0

77
9
130

0

35

37

39

22

7

140

0

140

［注記］
１ 収支計画は平成 30 年度政府当初予算及び前年度からの繰越金と、補正予算による運営費交付金追加額
及び平成 28 年度損益実績を基に予定損益として作成した。
２ 前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、前中長期目標期間において受託収入で取得した固定資産の減価
償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取崩額。
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

生産現場 強い農業 農産物・食
企画・ の強化・ の実現と 品の高付加
連携推 経営力の 新産業の 価値化と安
進業務 強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

分

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

種苗
管理
業務

農研業
務共通

合計

44,439
44,196
26,614
11,463
23

10,912
10,820
8,229
0
0

55,351
55,016
34,843
11,463
23

費用の部
経常費用
人件費
業務経費
うち生産性革命に向
けた革新的技術開発
事業
うち革新的技術開
発・緊急展開事業
うちスマート農業加
速化実証プロジェク
ト
受託経費
一般管理費
減価償却費
財務費用
臨時損失

6,513
6,415
4,163
1,993
0

9,034
9,003
5,868
2,232
2

9,290
9,252
4,756
2,657
0

10,563
10,519
6,071
2,524
0

14

392

260

339

60

0

1,065

0

1,065

2

0

0

0

0

0

2

0

2

21
0
237
1
97

429
0
473
0
31

1,174
0
665
3
35

1,269
0
655
1
43

696
0
425
1
21

10
0
65
0
8

3,599
0
2,520
6
236

0
2,370
220
0
92

3,599
2,370
2,741
7
329

収益の部
運営費交付金収益
うち補正予算による追
加
諸収入
受託収入
資産見返負債戻入
臨時利益

6,507
6,261
94

9,026
7,986
0

9,422
7,377
0

10,598
8,532
0

6,607 2,379
5,435 2,110
0
0

44,539
37,701
94

11,358
10,714
0

55,897
48,415
94

39
21
182
4

125
520
381
13

81
1,452
498
13

86
1,476
491
13

91
754
320
8

195
12
59
4

618
4,234
1,931
56

342
20
217
65

960
4,254
2,148
120

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立
金取崩額
総 利 益

0
△7
24

0
△9
54

0
132
74

0
35
70

0
△45
42

0
△7
0

0
100
263

74
372
3

74
472
267

17

45

206

105

△4

△7

364

375

739

EA

6,653 2,386
6,631 2,377
4,069 1,686
1,441
617
20
0

計

［注記］
１ 収支計画は、平成 30 度政府当初予算、補正予算による運営費交付金追加額及び平成 29 年度からの繰越
金と、平成 28 年度損益実績を基に作成した。
２ 前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、前中期目標期間において受託収入で取得した固定資産の減価
償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取崩額。
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
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３

３

資金計画

資金計画
平成 30 年度度資金計画

平成 30 年度度資金計画

（単位：百万円）

（単位：百万円）

区

分

生産現場 強い農業 農産物・食
企画・ の強化・ の実現と 品の高付加
連携推 経営力の 新産業の 価値化と安
進業務 強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

種苗
管理
業務

7,381 2,530
7,101 2,458
183
0

計

農研業
務共通

合計

56,020
53,624
200

11,809
10,910
0

67,830
64,534
200

区

資金支出
業務活動による支出
うち生産性革命に向け
た革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊
急展開事業
うちスマート農業加速
化実証プロジェクト
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

12,349
11,715
0

11,330
10,889
17

10,434
9,963
0

11,996
11,498
0

87

727

426

618

91

0

1,948

0

1,948

4,200

0

0

0

0

0

4,200

0

4,200

634
0
0

383
59
0

408
63
0

431
67
0

242
38
0

60
13
0

2,158
239
0

899
0
0

3,057
239
0

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収
入
うち補正予算による
追加
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金によ
る収入
う ち補正予算 による
追加
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入

12,349
458
11,891
11,885

11,330
1,542
9,789
8,054

10,434
1,091
9,343
7,519

11,996
1,510
10,486
8,595

7,381 2,530
891
109
6,489 2,421
5,431 2,217

56,020
5,601
50,419
43,700

11,809
0
11,128
10,992

67,830
5,601
61,547
54,692

4,365

213

124

147

21

0

4,870

0

4,870

0
6
0
0

1,683
52
0
0

1,776
49
0
0

1,828
62
0
0

1,021
37
0
0

5
200
0
0

6,313
406
0
0

0
136
681
681

6,313
542
681
681

0

0

0

0

0

0

0

85

85

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

分

生産現場 強い農業 農産物・食
企画・ の強化・ の実現と 品の高付加
連携推 経営力の 新産業の 価値化と安
進業務 強化研究 創出研究 全信頼の確
保研究業務
業務
業務

環境問題
の解決・
地域資源
の活用研
究業務

種苗
管理
業務

7,781 2,913
6,066 2,259
16
0

計

農研業
務共通

合計

59,821
40,246
18

13,687
10,752
0

73,509
50,998
18

資金支出
業務活動による支出
うち生産性革命に向け
た革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・
緊急展開事業
うちスマート農業加速
化実証プロジェクト
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

12,665
5,953
0

11,592
8,363
2

11,621
8,124
0

13,249
9,481
0

14

369

255

329

58

0

1,025

0

1,025

1

0

0

0

0

0

1

0

1

327
20
6,365

798
28
2,403

626
40
2,831

895
40
2,833

503
23
1,189

79
6
569

3,228
158
16,190

518
23
2,394

3,746
181
18,584

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収
入
うち補正予算による
追加
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金によ
る収入
うち補正予 算によ
る追加
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入

12,665
805
11,859
11,790

11,592
2,895
8,692
8,024

11,621
2,535
9,081
7,557

13,249
3,043
10,202
8,653

7,781 2,913
1,476
431
6,303 2,480
5,459 2,217

59,821
11,184
48,618
43,700

13,687
1,667
11,461
10,992

73,509
12,851
60,079
54,692

4,365

213

124

147

21

0

4,870

0

4,870

20
49
1
0

509
159
5
0

1,421
102
5
0

1,444
105
3
0

738
107
2
0

11
252
3
0

4,144
775
19
0

20
449
559
557

4,163
1,224
579
557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
0

5
0
0

5
0
0

3
0
0

2
0
0

3
0
0

19
0
0

2
0
0

21
0
0

［注記］
［注記］
１ 資金収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった人件費を計上した。
１ 資金収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった人件費及び補正予算によ
２ 資金計画は、平成 30 年度政府当初予算及び前年度からの繰越金と、補正予算による運営費交付金と施設
る追加額を計上した。
整備費補助金の追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。
２ 資金計画は、平成 30 年度政府当初予算、補正予算による運営費交付金追加額及び平成 29 年度からの繰
３ 「業務活動による支出」については、「業務経費」、「受託経費」、「一般管理費」及び「人件費」の総
越金を基に作成した。
額から「投資活動による支出」において計上することとなる有形固定資産の購入額及び「財務活動による
３ 「業務活動による支出」については、「業務経費」、「受託経費」、「一般管理費」及び「人件費」の
支出」において計上することとなるリース債務返済による支出を控除した額を計上した。
総額から「投資活動による支出」において計上することとなる有形固定資産の購入額及び「財務活動に
４ 「投資活動による支出」については、有形固定資産の購入費を計上した。
よる支出」において計上することとなるリース債務返済による支出を控除した額を計上した。
５ 「財務活動による支出」については、リース債務返済による支出額を計上した。
４ 「投資活動による支出」については、有形固定資産の購入費を計上した。
６ 「業務活動による収入」の「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。
５ 「財務活動による支出」については、リース債務返済による支出額を計上した。
７ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を計上した。
６ 「業務活動による収入」の「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。
８ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
７ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を計上した。
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８
【農業機械化促進業務勘定】
１ 予算

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

【農業機械化促進業務勘定】
１ 予算
平成 30 年度予算
（単位：百万円）
分
金
額

収

[注記]
１
２
３
４

２

区
入
前年度からの繰越金
運営費交付金
施設整備費補助金
受託収入
諸収入

平成 30 年度予算
（単位：百万円）
分
金
額

収
506
1,577
93
16
101

計
支 出
業務経費
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費

2,292

計

2,292

区
入
前年度からの繰越金
運営費交付金
施設整備費補助金
事業補助金
受託収入
諸収入
関係会社株式清算による収入

計
支 出
業務経費
施設整備費
事業補助金
受託経費
一般管理費
人件費
不要財産による国庫納付
翌年度への繰越金
計

1,068
93
16
57
1,059

506
1,577
93
7
17
74
408
2,681
697
93
7
17
52
789
408
612
2,674

収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費を計上した。
運営費交付金は、平成 30 年度政府予算による運営費交付金予算を計上した。
[注記]
「受託収入」については、農林水産省及び他省庁分の委託プロジェクト費等を計上した。
１ 収入の「前年度からの繰越金」については、平成 29 年度運営費交付金のうち、平成 30 年度に繰越とな
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
った経費及び人件費を計上した。
2 運営費交付金は、平成 30 年度政府予算による運営費交付金予算を計上した。
3 「受託収入」については、農林水産省及び他省庁分の委託プロジェクト費等を計上した。
4 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
２

収支計画

収支計画
平成 30 年度収支計画

平成 30 年度収支計画
区
費用の部
経常費用
人
件
業 務 経
受 託 経
一 般 管 理
減 価 償 却
財務費用
臨時損失

分

費
費
費
費
費

収益の部
運営費交付金収益
諸
収
入

（単位：百万円）
金
額
2,193
2,193
1,059
969
16
48
101
0
0

区
費用の部
経常費用
人
件
業 務 経
受 託 経
一 般 管 理
減 価 償 却
財務費用
臨時損失

2,191
1,983
101

分

費
費
費
費
費

収益の部
運営費交付金収益
諸
収
入
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（単位：百万円）
金
額
1,662
1,605
789
633
17
75
91
0
57
1,659
1,366
73

受
託
収
入
資産見返負債戻入
臨
時
利
益

16
91
0

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益

17
70
3
75
54

受
託
収
入
施設費収益
補助金等収益
資産見返負債戻入
臨
時
利
益

3
△5
8
3

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益

4
△7
8
2

［注記］
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。
［注記］
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。
３ 前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、前中長期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
価償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取り崩し額。
３ 前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、前中長期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減
価償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取り崩し額。
３

３

資金計画

資金計画
平成 30 年度資金計画

平成 30 年度資金計画
区
分
資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金
資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入
前中長期目標期間からの繰越金

（単位：百万円）
金
額
2,292
2,092
198
3
0

区

分

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

2,292
506
1,693
1,577
16
101
93
93
0
0
0
0

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入
前中長期目標期間からの繰越金

（単位：百万円）
金
額
2,872
1,580
107
410
775
2,872
657
1,702
1,577
42
84
513
106
408
0
0
0

［注記］
１ 資金収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費を計上した。 ［注記］
２ 資金計画は、予算ベースで作成した。
１ 資金計画は、予算ベースで作成した。
３ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。
２ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

【基礎的研究業務勘定】
１ 予算

【基礎的研究業務勘定】
１ 予算
平成 30 年度予算
区

分

平成 30 年度予算
（単位：百万円）
金
額

区
146

分

（単位：百万円）
金
額

収

入
前年度からの繰越金
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
運営費交付金
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち補正予算による追加
施設整備費補助金
受託収入
諸収入

収

入
前年度からの繰越金
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世代
農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
運営費交付金
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世代
農林水産業創造技術）
うち補正予算による追加
施設整備費補助金
受託収入
諸収入

14,795
797
10,168
96
3,000
7,971
2,300
1,628
0
0
3
計

22,769

計
支

出
業務経費
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費

3,000
7,971
2,300
1,628
0
0
7
22,773

支

出
業務経費
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費
翌年度への繰越金

22,510
797
11,595
2,396
3,200
0
0
37
222
22,769

計

14,795
797
10,168
96

計

15,870
336
7,280
2,244
2,277
0
0
35
210
6,657
22,772

［注記］
［注記］
１ 収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費と補正予算によ
１ 収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費と補正予算に
る生産性革命に向けた革新的技術開発事業、革新的技術開発・緊急展開事業、戦略的イノベーション創造
よる生産性革命に向けた革新的技術開発事業、革新的技術開発・緊急展開事業、戦略的イノベーション
プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）と戦略的イノベーション創造プログラム（次世代農林
創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）と戦略的イノベーション創造プログラム（次世
水産業創造技術）を計上した。
代農林水産業創造技術）を計上した。
２ 運営費交付金は、平成３0 年度政府当初予算及び戦略的イノベーション創造プログラム（次世代農林水
２ 運営費交付金は、平成３0 年度政府当初予算及び戦略的イノベーション創造プログラム（次世代農林水
産業創造技術）、補正予算による運営費交付金予算を計上した。
産業創造技術）、補正予算による運営費交付金予算を計上した。
３ 収入が増加するときは、その範囲内で支出を増加することができる。
３ 収入が増加するときは、その範囲内で支出を増加することができる。
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
４ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

２

収支計画

２

収支計画

平成 30 年度収支計画
区
費用の部
経常費用
人
件
業 務 経

費
費

分

平成 30 年度収支計画
（単位：百万円）
金
額
22,769
22,769
222
22,510

区
費用の部
経常費用
人
件
業 務 経
147

費
費

分

（単位：百万円）
金
額
16,081
16,081
210
15,836

うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
受 託 経 費
一 般 管 理 費
減 価 償 却 費
財務費用
臨時損失

797
11,595
2,396

収益の部
運営費交付金収益
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世代
農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマー
トバイオ産業・農業基盤技術）
うち補正予算による追加
諸収入
受託収入
資産見返負債戻入
臨時利益

22,769
22,766
797
10,168
2,396

3,200
0
36
0
0
0

3,000
1,628
3
0
0
0
1
0
0
0

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益
［注記］
１
２
３

収支計画は、予算ベースで作成した。
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

資金計画

うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世
代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマ
ートバイオ産業・農業基盤技術）
受 託 経 費
一 般 管 理 費
減 価 償 却 費
財務費用
臨時損失

336
7,280
2,244

収益の部
運営費交付金収益
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次世代
農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマー
トバイオ産業・農業基盤技術）
うち補正予算による追加
諸収入
受託収入
資産見返負債戻入
臨時利益

17,079
16,020
336
7,224
2,244

法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益

３

分

資金支出
業務活動による支出
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次
世代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（ス
マートバイオ産業・農業基盤技術）
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

0
33
2
0
0

2,277
0
1,052
0
1
6
2
996
56
1,052

［注記］
１ 収支計画は、予算ベースで作成した。
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
資金計画

平成 30 年度資金計画
区

2,277

平成 30 年度資金計画
（単位：百万円）
金
額
22,769
22,769
797
11,595
2,396

区

分

資金支出
業務活動による支出
うち生産性革命に向けた革新的技術開発事業
うち革新的技術開発・緊急展開事業
うち戦略的イノベーション創造プログラム（次
世代農林水産業創造技術）
うち戦略的イノベーション創造プログラム（ス
マートバイオ産業・農業基盤技術）
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

3,200
0
0
0
148

（単位：百万円）
金
額
25,032
16,397
308
7,687
2,266
2,277
30
1
8,604

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
うち戦略的イノベーション創造プログラム
（次世代農林水産業創造技術）
うち補正予算による追加
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入
前中長期目標期間からの繰越金

22,769
14,795
7,974
7,971
2,300

25,032
16,982
7,978
7,971
2,300

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
うち戦略的イノベーション創造プログラム
（次世代農林水産業創造技術）
うち補正予算による追加
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入
その他の収入
前中長期目標期間からの繰越金

1,628
0
3
0
0
0
0
0
0

1,628
0
7
5
0
5
0
0
68

［注記］
［注記］
１ 資金収入の「前年度からの繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費と補正予算
１ 資金収入の「前年度から繰越金」については、平成 30 年度に繰越となった経費及び人件費と補正予算
による生産性革命に向けた革新的技術開発事業、革新的技術開発・緊急展開事業、戦略的イノベーショ
による生産性革命に向けた革新的技術開発事業、革新的技術開発・緊急展開事業、戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）と戦略的イノベーション創造プログラム（次
ン創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）と戦略的イノベーション創造プログラム（次
世代農林水産業創造技術）を計上した。
世代農林水産業創造技術）を計上した。
２ 資金計画は、平成 30 年度政府当初予算及び平成 29 年度からの繰越金と戦略的イノベーション創造プロ
２ 資金計画は、平成 30 年度政府当初予算及び平成 29 年度からの繰越金と戦略的イノベーション創造プ
グラム（次世代農林水産業創造技術）、補正予算を基に作成した。
ログラム（次世代農林水産業創造技術）、補正予算を基に作成した。
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
３ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

【民間研究特例業務勘定】
１ 予算

【民間研究特例業務勘定】
１ 予算
平成 30 年度予算
区

分

平成 30 年度予算
（単位：百万円）
金
額

入
運営費交付金
施設整備費補助金
出資金
業務収入
受託収入
諸収入

区

収

収

入
運営費交付金
施設整備費補助金
出資金
業務収入
受託収入
諸収入

0
0
0
70
0
120
189

計
支

出
業務経費
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費

計
［注記］
１ 収入が増加する場合は、その範囲内で支出を増額することができる。
２ 前年度の執行残がある場合は、支出予算を増額して執行できる。

分

（単位：百万円）
金
額

111

200

計
支

出
業務経費
施設整備費
受託経費
一般管理費
人件費

12
0
0
14
85

計
［注記］
１ 収入が増加する場合は、その範囲内で支出を増額することができる。
２ 前年度の執行残がある場合は、支出予算を増額して執行できる。
149

0
0
0
74
0
126

10
0
0
12
58
80

３
２

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

収支計画

３
２

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

収支計画

平成 30 年度収支計画
区

分

費用の部
経常費用
業 務 経 費
受 託 経 費
一 般 管 理 費
財務費用
臨時損失
収益の部
運営費交付金収益
業
務
収 入
諸
収
入
受
託
収 入
資産見返負債戻入
臨
時
利 益
法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益
［注記］
１
２
３

平成 30 年度収支計画
（単位：百万円）
金
額
111
111
56
0
55
0
0

区
費用の部
経常費用
業 務 経 費
受 託 経 費
一 般 管 理 費
財務費用
臨時損失

収益の部
運営費交付金収益
業
務
収 入
諸
収
入
受
託
収 入
資産見返負債戻入
臨
時
利 益
法人税等
純 利 益
前中長期目標期間繰越積立金取崩額
総 利 益

183
0
68
117
0
0
0
0
72
0
72

経常費用の業務経費、一般管理費については、それぞれに人件費を含んでいる。
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

資金計画

３

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
事業収入
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入

281
0
70
211
0
0
0
0
193
0
193

［注記］
１ 経常費用の業務経費、一般管理費については、それぞれに人件費を含んでいる。
２ 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

平成 30 年度資金計画
区
分
資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

分

（単位：百万円）
金
額
88
81
38
0
42
0
7

資金計画
平成 30 年度資金計画

（単位：百万円）
金
額
788
111
601
0
77

区
分
資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次年度への繰越金

788
99
189
0
70
0
120
500
0
500
0

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
運営費交付金による収入
事業収入
受託収入
その他の収入
投資活動による収入
施設整備費補助金による収入
その他の収入
財務活動による収入
150

（単位：百万円）
金
額
842
76
612
0
154
842
203
139
0
21
0
118
500
0
500
0

その他の収入

0

［注記］
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
４．その他
目的積立金等の状況

［注記］
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

【農業技術研究業務勘定】

(単位：百万円)
平成 28 年度末（初年度）

前期中(長)期目標期間繰越積立金

0

その他の収入

平成 29 年度末

平成 30 年度末

平成 31 年度末

1,228

778

503

目的積立金

0

0

0

積立金

0

852

1,809

その他の積立金等

0

0

0

運営費交付金債務

4,044

5,708

9,848

51,175

50,654

54,692

うち年度末残高(b)

4,044

5,708

9,848

当期運営費交付金残存率(b÷a)

7.9%

11.3%

18.0%

平成 32 年度末(最終年度)

うち経営努力認定相当額

当期の運営費交付金債務交付額(a)

【基礎的研究業務勘定】

(単位：百万円)
平成 28 年度末（初年度）

前期中(長)期目標期間繰越積立金

平成 29 年度末

平成 30 年度末

平成 31 年度末

3,156

68

11

目的積立金

0

0

0

積立金

0

0

0

その他の積立金等

0

0

0

運営費交付金債務

10,258

14,729

6,649

当期の運営費交付金債務交付額(a)

14,643

13,517

7,971

うち年度末残高(b)

10,258

14,729

6,649

当期運営費交付金残存率(b÷a)

70.1%

109.0%

83.4%

うち経営努力認定相当額
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平成 32 年度末(最終年度)

【農業機械化促進業務勘定】

(単位：百万円)
平成 28 年度末（初年度）

前期中(長)期目標期間繰越積立金

平成 29 年度末

平成 30 年度末

平成 31 年度末

34

23

14

目的積立金

0

0

0

積立金

0

8

45

その他の積立金等

0

0

0

運営費交付金債務

157

511

618

1,678

1,749

1,577

うち年度末残高(b)

157

511

618

当期運営費交付金残存率(b÷a)

9.4%

29.2%

39.2%

平成 32 年度末(最終年度)

うち経営努力認定相当額

当期の運営費交付金債務交付額(a)

主務大臣による評価
評定 A
＜評定に至った理由＞
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を着実に進めており、中長期計画に従って前年度比で一般管理費３％以上、業務経費１％以上の削減を達成している。 また、第４期中長期計画を踏ま
え、各セグメントへの配分額を見直し、その工程表を策定の上、当該工程表に基づき、各セグメントについては業務達成基準、共通の管理部門については期間進行基準に基づき会計管理などを適切に進めている。加えて、政府
の科学技術施策が目指す社会の早期実現、理事長の組織目標の達成、中長期計画の効率的かつ確実な実施のため、平成 30 年 10 月、本部に予算委員会を設置し、本部による予算全体のマネジメントを抜本的に強化する体制を整
備した。この結果、平成 30 年度の予算配分については、研究開発成果の最大化が図られるよう、執行状況を確認の上、第 3 四半期での予算配分を見直すことができた。さらに、令和元年度予算配分に向け、予算配分方針を大
幅に見直し、プロセスの見える化、責任・権限の明確化、重点分野への資源集中により、適切な予算配分と執行管理ができる体制を構築した。
自己収入の確保については、大型の競争的資金を戦略的に獲得するため、競争的資金獲得のための理事（研究推進Ⅱ）を定め、当該理事のもとに外部資金プロジェクトチームを立ち上げるなど、本部主導の体制を新たに整備
し、外部資金獲得のための支援体制を大幅に強化している。また、民間資金の獲得拡大に向け、新たに産学連携室（現事業開発室）を設置するとともに、全国にビジネスコーディネーターを配置するなど、産学官連携担当理事
の下、ビジネスモデルの構築や交渉を支援する体制を整え、外部資金の獲得に向けて積極的に取り組んでいる。加えて、戦略的な知的財産権確保のため、知的財産部を新設し、知的財産マネジメントを戦略的に推進している。
この結果、資金提供型共同研究の契約件数・契約額ともに平成 29 年度より増加している。
保有資産の処分については、東北農研（盛岡）鍋屋敷地区の総合温室管理室等 10 棟を処分するなど、適切な処分を着実に実施している。
重要な財産の譲渡については、第 3 期に重要な財産の処分として承認された御代田研究拠点研究員宿舎跡地を売却することができ、移転登記まで完了した。
以上のとおり、財務内容の改善に向けて、運営費交付金の予算配分にあたっては、予算全体のマネジメントを強化するため本部に予算委員会を新たに設置し、大幅な予算配分方針の見直しを行うとともに、自己収入の獲得につ
いては、大型競争的資金や民間資金の獲得拡大に向け、外部資金獲得プロジェクトチームや産学連携室を新設するなど、財務内容の改善に向けた抜本的な改革に積極的に取り組んでいることからＡ評定とする。
＜今後の課題＞
第４期中長期計画の期間においては、運営費交付金を充当して行う事業について、毎年度、一般管理費では３％以上、業務費では１％以上の削減が求められていることから、引き続き、企業との資金提供型の共同研究の締結
や、外部資金の獲得、知財収入等自己収入の増収に積極的に取り組むなど、多様な資金ルートを通じた研究資金の確保等により、財務内容の改善に努めることを求める。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅳ－１

ガバナンスの強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２―①その他の指標

（２）コンプライアンスの推進
法令遵守に向けた取組実績（職員研修等の開催件数）（回）
（(（回）
（５）環境対策・安全管理の推進
不要となった化学物質の処分実績（点）

28 年度

29 年度

30 年度

10

21

34

33,200

36,719

17,763

11

17

138

139

163

201

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

不要となった生物材料等の処分実績（件）
環境対策や安全管理の職員の研修の開催実績（回）

法律（植防法、家伝法等）による届出をしている生物素材の処分実績

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、年度計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）内部統制システムの構築
法人統合を踏まえ、農研機構の役割を効果的・効率的に果たすため、「独立行政法人の業務の適
正を確保するための体制等の整備について」（平成 26 年 11 月 28 日付け総管査第 322 号総務省行政
管理局長通知）に基づき内部統制の仕組みを高度化し運用する。
その際、理事長のリーダーシップの下、各役員の担当業務、権限及び責任を明確にし、役員によ
る迅速かつ的確な意志決定を行う。また、各業務について、役員から現場職員までの指揮命令系統
を明確化する。
特に、研究活動における不適正行為に関しては、第３期中期目標期間内に生じた不適正な経理処
理事案等の事態を重く受け止め、物品の適正な調達、その他のリスクの把握と管理等の対策を徹底
し、不適正事案の根絶に向け、内部統制の仕組みを強化する。

（１）内部統制システムの構築
ア 法人統合を踏まえ、内部統制委員会、リスク管理委員会等の新たな内部統制システム（組織、規程）を構築するとともに、
内部研究組織のすみずみまで組織的な指示命令系統を構築するために研究ユニット等を配置し、内部統制状況や潜在的リス
クを的確に把握した上で、内部統制の日常的な改善を図り着実かつ適切な推進に当たる。
イ 理事長のリーダーシップの下、各役員の担当業務、権限及び責任を明確に定め、役員による迅速かつ的確な意思決定を行
う。
ウ 法人全体の経営戦略の企画立案を行う部署（経営戦略室）を設置し、的確な経営戦略を進める。
エ リスク管理担当部署を設置し、法人全体のリスクの把握と対応策の実施により、計画的なリスク管理を推進する。
オ 監査機能の強化として、内部監査においては、リスク管理の状況や法人の目標達成に影響を与えるリスクの評価に基づく
監査を実施する。また、監事を補佐する体制整備を行うとともに、監事に必要な予算を確保するなど監事監査に協力する。

（２）コンプライアンスの推進
（２）コンプライアンスの推進
農研機構に対する国民の信頼を確保する観点から法令遵守を徹底し、法令遵守や倫理保持に対す ア コンプライアンスを担当する理事を置き、法人全体の推進本部を設けて推進する。
る役職員の意識向上を図る。
イ コンプライアンスの確立に向けて法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図るために、知識研修から意識研修を
研究活動における不適正行為については、政府が示したガイドライン等を踏まえ対策を推進する。
中心とした教育・研修を充実強化する。
ウ 特に、第３期中期目標期間内に不適正な経理処理事案等が発生したことに鑑み、政府が定めたガイドラインに則り，研究
活動における不正行為や公的研究費の不正使用を防止するための規程、体制を整備し、具体的な不正防止計画を立案し，確
実に実施する。また、植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号）遵守を徹底する。
エ 遺伝子組換え実験、動物実験、人を対象とする研究、生命倫理に関わる研究等、法的規制のある実験研究については、専
門の委員会等により倫理や法的規制に対する妥当性について判断するとともに、法人内で行われている研究活動について倫
理面や規制に対する逸脱がないかチェックを行う。
（３）情報公開の推進
（３）情報公開の推進
公正な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、独立行政法人等の保有
公正な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法
する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）等に基づき、適切に情報公開を行う。
律（平成 13 年法律第 140 号）等に基づき、情報公開を積極的に推進し、情報開示請求に対して適正かつ積極的に対応する。
（４）情報セキュリティ対策の強化

（４）情報セキュリティ対策の強化
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政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを ア 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを定める。特に、総務
適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサ
を担当する理事を最高情報セキュリティ責任者として、役職員等からの報告・連絡体制を構築し、主務省を含めた迅速な情
イバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実施状況を
報連絡・共有体制を整備する。また、情報セキュリティインシデントに速やかに対応するためコンピュータ・セキュリティ・
毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図る。
インシデント・レスポンス・チーム（CSIRT）を構築し、経営管理層も含めた事態対処体制を整備する。
また、保有する個人情報や技術情報の管理を適切に行う。
業務システムの運営においては、システム監査を定期的に実施することによって、システムの脆弱性を早期発見できるよ
う管理運用体制を強化する。また、端末の管理機能を強化することによって、サイバー攻撃の検知・対処機能を充実する。
イ 保有する個人情報や技術情報の管理を適切に行う。
（５）環境対策・安全管理の推進
化学物質、生物材料等の適正管理などにより研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うと
ともに、エネルギーの有効利用やリサイクルの促進に積極的に取り組む。
安全衛生面に関わる事故等を未然に防止するための管理体制を構築するとともに、災害等による
緊急時の対策を整備する。

評価軸・評価の視点及び評価
指標等
（１）内部統制システムの構
築
【評価の視点】
・理事長のリーダーシップの
下、役員による迅速な意思
決定ができる内部統制の仕
組みがどのように構築さ
れ、運用されているか、それ
により業務がどれだけ円滑
に行われているか。

（５）環境対策・安全管理の推進
ア 研究活動に伴う環境対策、事故などを防止するための安全対策を構築するための体制を整備する。
イ 毒劇物･化学物質・放射性同位元素等、規制のある物質については、４法人統合を踏まえ、すべての化学物質を統一的に
管理できるシステムを導入して、適正管理の徹底を図る。
ウ 生物材料等の適正入手、適正管理に関する教育訓練等を通じて、職員に生物材料等の取扱いを周知し、生物材料の適正管
理を徹底する。
エ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成 16 年法律第 77 号）に
基づき、環境配慮等の状況等を記載した環境報告書を公表する。
オ 法人内で使用するエネルギーの削減を図り、廃棄物等の適正な取扱いを職員に確実に周知して、法人全体でリサイクルの
促進に取り組む。
カ 職員の安全衛生意識の向上に向けた教育訓練等を行い、職場巡視などのモニタリング活動や職場毎のリスクアセスメント
の実施等により、安全な作業環境管理及び作業管理の徹底を図る。
キ 防災教育や訓練等により、職員の防災意識の向上を図るとともに、必要な設備の設置、管理を行い、自衛消防隊等の防災
に関する組織体制を整備する。

平成 30 年度に係る年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

(１）内部統制システムの構築
理事長のリーダーシップの下、役員の権限と責任を明
確に定め、役員会の毎週開催を原則としつつ、繁忙期以外
の隔週開催を検討し、迅速かつ的確な意思決定を担保し
ながら効率的な運営を図る。
経営戦略室の主導により人事、組織、施設、予算等、研
究資源運用の基本的な方針を組織決定する。
法人としての指示命令が研究センター等に的確に伝達
されるように、重要な役員会決議内容等を役員から直接
研究センター長等に説明することができるよう、イント
ラネット等情報伝達ツールの活用を進める。
リスク管理計画に基づき、リスク管理委員会を中心に、
＜その他の指標＞
・内部統制システムの構築と 効率的、効果的なリスク管理活動を実施する。
監事とその他の役員が役員会等で、緊密に意見交換を
取組状況
行う場を十分設ける。監事に必要な予算を確保する等、監
事の活動を支える条件整備を行う。独立した組織である
監査室は、理事長の指示の下で、リスク管理委員会による
リスク評価やリスク管理計画が的確に行われているか検
証するための監査を実施する。監事の補佐等の業務遂行
及び内部監査活動強化のため、会計監査に加え、研究活動
に伴う業務監査を必要に応じて関係部署の職員の補助を
得ながら実施する。

主な業務実績等
（１）内部統制システムの構築
ガバナンスの強化と迅速な意思決定を行うため、新たな役員体制の下、理事長がリーダ
ーシップを発揮して、農研機構の重点研究課題や研究開発強化策を示した「理事長の組織
目標」を年度当初に策定し、取り組むべき目標を明確化した。また、その組織目標をイン
トラネットを活用し、理事長自ら全職員に直接説明し、各部署が目標達成に向け取り組む
ことを指示するとともに、役職員の役割分担、権限、責任を明確化した。さらに、これま
で隔月開催であった所長等会議を毎月開催に変更し（7 月以降）、研究センター等のマネ
ジメント状況を把握する機会を拡大した。その結果、「理事長の組織目標」に沿って、平
成 30 年 10 月には全研究課題のロードマップの見直しや、農業情報研究センターの開設、
産学連携室、知的財産部、広報部の新設等の改革を円滑に進めることができた。
組織及び予算については、平成 30 年 10 月に組織委員会及び予算委員会を新設し、「理
事長の組織目標」に沿って、組織や予算に関する重要事項を意思決定する仕組みを強化す
るとともに、平成 31 年 4 月以降の組織体制の新設・見直しや、予算配分方法の抜本的な
見直し等につなげた。
このほかに、内部統制システムの取組の一環として、本部及び研究センター等の規程、
要領、マニュアル等の整備、業務改善、教育研修及びリスクマネジメントの実施などを行
った。また、役員会の開催について、平成 30 年７月以降は隔週開催とし、迅速かつ的確
な意思決定を担保しつつ効率化を図った。また、指示命令が研究センター等に的確に伝達
されるよう、所長等会議を毎月開催とし、同時に所長等月報により研究センター－等にお
けるマネジメント状況を一括して把握する体制を整備した。
農研機構におけるリスクの把握と適切な対策・管理を行うためのリスク管理活動は、リ
スク管理委員会（平成 30 年度 6 回開催）を中心に推進し、その取組について内部統制委
員会に報告した。
農研機構全体のリスク低減に向けた取組では、リスク評価のスコアが高かった「試験研
究の不正行為防止」、「情報システム障害の対応策の検討」及び農研機構としての取組が
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠： ガバナンスの強化については、内部
統制システムの構築において組織委員会及
び予算委員会の新設など年度計画にはない
取組を新たに行ったが、全般的には年度計画
どおり順調に業務が行われたことから、評定
をＢとする。
（１）内部統制システムの構築
「理事長の組織目標」を定め、取り組むべ
き目標を明確化し、スカイプを活用した一斉
同時配信により全役職員に直接説明・周知し
た。
平成 30 年 10 月に組織委員会及び予算委
員会を新設し、「理事長の組織目標」に沿っ
て、組織や予算に関する重要事項を意思決定
する仕組みを構築し、見直しを進めた。
リスク管理活動では、「試験研究の不正行
為防止」、「情報システム障害の対応策の検
討」、「安全保障貿易管理体制整備」を 30 年
度に優先的に取り組むリスク課題として選
定し、リスク低減策の検討を行った。
内部監査では、会計監査（公的研究費の使

遅れていた「安全保障貿易管理体制整備」の 3 つを本年度に優先的に取り組むリスク課題
として選定し、部署横断的にワーキンググループを立ち上げて、リスク低減策を策定して、
実施した。
①「試験研究の不正行為防止」では、各研究センター等や他の研究開発法人（産総研、理
研、等）の現状を調査し、研究記録管理や論文投稿手続き等について、農研機構全体とし
ての一定の基準を提案するとともに、剽窃や画像処理不正のチェックツールについて導入
を検討した。
➁「情報システム障害の対応策の検討」では、農研機構の各基幹システムについて調査
を行い、システム障害の発生要因別の対応方針やシステム障害が発生した場合の各基幹シ
ステムの復旧優先度等を評価して、検討を行った。
③「安全保障貿易管理体制整備」では、農研機構において外為法に適正に対応するため
の体制整備を検討した。
また、平成 29 年度に対応した優先リスク課題のうち「労働時間の適正な管理」及び「研
究費の不正使用防止」については、それぞれの担当部署でリスク低減策を継続し、実施状
況についてモニタリングを行い、必要に応じ、さらなる取組を行った。なお、「労働時間
の適正な管理」については勤務時間管理システムの導入が決定した。
各研究センター等でのリスク低減に向けた取組では、独自に取り組む優先課題を選定
し、ワークショップ形式の CSA（Control Self-Assessment）で検討した上で、対応策を取
りまとめて実施した。また、リスク管理活動の円滑な推進のため、リスク管理室長会議を
四半期ごとに開催し、本部及び各研究センター等との間で運営上の問題点等について情報
共有を行った。
その他のリスク管理の取組として、新型インフルエンザ等の蔓延に備えた従前の対応策
である「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構新型インフルエンザ対策行動計画」
及び「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構における新型インフルエンザ国内発
生時の業務継続計画」について、政府・官庁・自治体等の行動計画等の現状に合わせて内
容を大幅に見直し、対応時に行うべき対策が明確になるように「国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究機構における新型インフルエンザ等対策行動計画」として一本化し
た。
監事監査及び監事の独立した活動のため、平成 30 年度監事監査計画で提示された必要
な予算及び補助者（監査室員）を確保した。理事長と監事は、四半期に一度の定期的会合
を通じて綿密な意見交換を実施した。
内部監査は、会計監査に加え、内部統制、内部統制強化事項の実施状況、公的資金の不
正使用等の防止、研究活動における不正行為の防止に関する各事項を重点実施項目として
実施し、結果を、内部監査報告書として理事長に報告した。
・18 部署（本部・研究センター等本所８部署、拠点等 10 部署）を実査
・実査を行わない研究センター等に対し、内部統制等に関する調査の実施
・研究担当職員を対象としたアンケートの実施
・リスク管理計画に基づくリスク管理活動の実施状況のモニタリング
・過去の監査指摘事項改善状況について、フォローアップ
【内部統制のための監事の活動】
監事監査の実施
①定期監事監査（4 月～5 月、役員・本部部長職等 16 名、研究センター等 11 部署）
・平成 29 事業年度を対象に業務の実施状況、内部統制システムの構築・運用の状況等に
関する監査を実施。
・実施結果は監事監査講評として理事長に提出するとともに、6 月の役員会の場で報告会
を実施。
②随時監事監査（9 月～11 月、役員・本部部長職等 16 名、研究センター等 12 部署）
・平成 30 事業年度を対象に組織体制の業務遂行状況、組織目標達成への取組等に関する
監査及び前年度監事監査の指摘・提言事項に対する改善状況の確認を実施
・監査結果の主要点は理事長に報告
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用状況を含む）のほか、内部統制の状況（法
令・規程遵守、安全衛生管理等）、研究活動
における不正行為防止等に関する監査を実
施した。また、監事監査においては、監査ス
ケジュールの調整、実査への補助者同行、実
施概要記録の作成など、監事活動の補助を行
った。
（２）コンプライアンスの推進
コンプライアンス推進週間を設定して、①
理事長メッセージの発信、➁「公正な研究活
動の推進」セミナーの実施、③役職員へのコ
ンプライアンスカードの配布、等の啓蒙活動
に取り組んだ。
（３）情報公開の推進
「法人情報のウェブサイトでの公開に関
する規則」に基づき公開情報を更新したほか
情報開示請求にも適正かつ迅速に対応した。
（４）情報セキュリティ対策の強化
政府統一基準に基づく運用手順書の策定
が完了し、制度面での情報セキュリティ対策
の土台が完成した。また、所定の情報セキュ
リティ教育、システム監査を実施するととも
に、新しいツールを導入することにより実行
性を強化した。
（５）環境対策・安全管理の推進
化学物質管理規程を制定し、事業場単位で
の化学物質の管理体制を構築するとともに、
それに対応して薬品管理システムを改修し、
化学物質管理の徹底を図った。
＜課題と対応＞
（１）内部統制システムの構築
・重要事項の伝達、研究センター等の懸案事
項・管理運営状況の把握のため、これまで
隔月開催であった所長等会議を毎月開催
とし定着させる。
・理事長の組織目標を確実に達成するため
に、組織、予算等の重要事項の基本的な方
針を組織決定する。
・リスク管理活動については、引き続きリス
ク管理員会を中心に行い、優先リスクの低
減策を継続して検討する。
・リスク課題「試験研究の不正行為防止」の
検討事項について、農研機構において統一
的に取り組む。
・監事活動の強化のため、監事とその他役

（２）コンプライアンスの推 （２）コンプライアンスの推進
進
ア 内部統制委員会において内部統制の強化を図ること
により、コンプライアンスを推進する。

【評価の視点】
・法人におけるコンプライア イ コンプライアンスの確立に向けて法令遵守や倫理保
持に対する役職員の意識向上を図るために、知識研修
ンス徹底のための取組、研
から意識研修を中心とした教育・研修を充実強化する。
究上の不適正行為を防止す
るための事前の取組がどの
ように行われているか。コ
ンプライアンス上の問題が
生じていないか。

＜その他の指標＞
・法令遵守や倫理保持に向け ウ 第３期中期目標期間内に明らかになった不適正な経
理処理事案の再発防止を徹底するため、
「研究費の不正
た取組実績（職員研修等の
使用等防止計画」を引き続き着実に実施する。特に以下
開催件数等）
のような対策を行う。
※職員研修の開催実績は表
（ア）研究費の使用に関するコンプライアンス教育・研修
中に記載。
を充実させ、不正を正当化しないよう意識改革を徹底
する。また、研修効果の検証を実施する。
（イ）調達の合理化を図りつつ、試験研究を円滑に進めら
れる環境整備を継続的に行い、不正の動機を削減する。
（ウ）検収体制の有効性について検証を行いつつ、不正の
機会の削減に継続的に取り組む。
（エ）研究活動における不正行為の防止に向けて、e- ラ
ーニングシステムを活用して、研究倫理教育を実施す
る。

エ

研究センター等においては、リスク管理室を中心に、
遺伝子組換え実験、動物実験、人を対象とする研究等、
法的規制のある実験研究について、管理が適正になさ
れているかどうか自己点検を行う。特に、動物実験につ
いては、自己点検の結果をホームページに公表する。ま
た、外部検証について外部検証計画に基づき外部検証
を実施する。さらに、これら法的規制のある実験研究に
ついて、教育・訓練を適切に実施する。本部リスク管理
部は、法的規制のある実験研究について、より効果的、
効率的管理のあり方について検討を行い、研究センタ
ー等の活動を支援する。

員、研究センター等の長との意見交換の場
を十分に設けるとともに、監事監査の効率
（２）コンプライアンスの推進
的な実施について検討する。
ア 内部統制委員会（30 年度 10 回開催）において、内部統制の強化を図り、効率的なコ
・研究センター等における内部統制の状況
ンプライアンス推進活動に取り組んだ。
については、引き続き監査を実施する。
コンプライアンスを強力に推進するため、30 年 12 月 3～7 日をコンプライアンス推
進週間と位置付け、①理事長による農研機構でのコンプライアンス推進のメッセージ発
信、➁副理事長、科学技術振興機構（JST）、その他の外部講師による「公正な研究活 （２）コンプライアンスの推進
動の推進」セミナーの実施（受講者数は農林ホール、ネット配信合わせ 315 名）、③コ ・効果的なコンプライアンス推進活動を継
続することにより、役職員のコンプライア
ンプライアンスカードの役職員への配布、を期間中に実施したほか、④コンプライアン
ンス意識の一層の向上を図る。
スアンケートの実施、⑤コンプライアンスの手引き書の改定、⑥コンプライアンスハン
・「研究費の不正防止計画」を引き続き着実
ドブックの整備、を行った。
に推進し、不適正な経理処理の動機や機会
イ コンプライアンス相談窓口業務については、相談に適切に対応してリスクの拡大を未
を低減する。
然に防ぐため、相談窓口担当者の対応技能向上研修を 7 月及び 11 月に開催した（受講
者計 86 名）。また、職員のコンプライアンスに関する理解を深めるため、人材育成室
や研究センター等による階層別研修（受講者計 519 名）やハラスメント防止研修（受講 （３）情報公開の推進
・「法人情報のウェブサイトでの公開に関す
者計 892 名）を実施した。
る規則」に基づき、法人情報等をウェブサ
職場におけるコンプライアンスについての議論を深めるため、29 年度コンプライア
イトに適切に掲載するととも、情報公開請
ンスアンケート結果の職場ミーティングに活用を促して、職場のコンプライアンス意識
求に対して適正かつ迅速に対応する。
向上を図った。
なお、職員の道路交通法違反（酒気帯び運転、1 件）及び窃盗行為（窃盗、1 件）に
（４）情報セキュリティ対策の強化
ついて懲戒処分とし公表した。
ウ 不適正な経理処理事案の再発防止を徹底するため、「研究費の不正使用等防止計画」 ・運用手順書に基づく対策について、計画的
に実施していく。また、政府統一基準（H30
を着実に推進し、以下の対策を実施した。
年度版）を反映した手順書の改正を進める
（ア）研究費の使用に関するｅ-ラーニング教材を改定し、それを活用したｅ-ラーニング
とともに、内容を引き続き周知する。
研修を実施することで、職員の意識向上を図った（受講率 100％）。
（イ）試薬及び研究用消耗品の一括単価契約の新たな品目の追加による調達手続きの簡 ・端末管理強化ツールは機密性の高い情報
を扱う端末から優先的に導入しており、そ
素化を行った。また、本部・研究センター等間相互の情報共有のほか契約事務の改善
の他の重要情報を扱う端末についても監
（対応についてはⅡ－１(2)に記載）により試験研究を円滑に進められる環境整備を
視機能を強化していく。
行うことで、不正の動機の削減に取り組んだ。
・情報セキュリティに関する意識向上を図
（ウ）つくば管理センター検収チームでの一元化による検収体制により適正な事務処理の
るため、引き続き教育に注力する他、自己
徹底を引き続き行うとともに、写真撮影の効率化や納入業者へのルール周知（対応に
点検や監査等により教育効果を高めてい
ついてはⅡ－１(2)に記載）を行い、不正の機会の削減に取り組んだ。
く。
（エ）研究倫理教育に関する農研機構独自のｅ-ラーニング教材を新たに開発し、それを
活用したｅ-ラーニング研修を実施することで、職員の意識向上を図った（受講率
（５）環境対策・安全管理の推進
100％）。
（オ）不正の機会の削減に関するその他の取組として、農水省の通達に沿って旅費関連規 ・薬品管理システム登録情報に基づき、化学
物質の管理に関連する法令への継続的な
程の改定を行い、12 月から旅費支給における宿泊証明の提出を義務化した。
対応を実施する。
エ 遺伝子組換え実験については、以下の取組により、研究センター等における管理の徹
・化学物質を扱う職員に対し、化学物質の適
底と、実験実施者の知識の向上を図った。
正な管理に関する教育を行う。
① 本部安全管理室主催の遺伝子組換え生物の管理に関する情報交換会及び安全主任
者等を対象とした遺伝子組換え実験の審査に関する研修会（受講者 21 名）を開催し、 ・新たに公表された「環境報告ガイドライン
（2018 年版）」に基づき、平成 30 年度の
遺伝子組換え実験を適正に管理するためのスキルの向上を図った。
環境配慮の取組状況をまとめた環境報告
② 遺伝子組換え実験を実施する研究職員を対象とした遺伝子組換え実験に係る一斉
書 2019 を作成し、公表する。
点検を行い、管理が適正に行われていることを確認した。
③ 研究センター等においては、リスク管理室を中心に、遺伝子組換え実験の従事者を ・労働災害縮減に向けた取組を本部と研究
センター等、拠点、農場が連携して実施し、
対象とした教育・訓練（受講者 576 名）を実施した。
職員の意識向上、作業手順の確認を確実に
動物実験については、池の台地区の畜産研究部門及び生物機能利用研究部門について
行うなど現場での安全を確保する体制を
日本実験動物学会による検証を受け、動物実験の実施体制について評価を受けるととも
強化する。
に、以下の様に研究センター等における管理体制を強化した。
① 動物実験の情報交換会（参加者 52 名）を開催し、外部検証での評価について共有
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化をすることにより、研究センター等における実験動物管理体制の改善に役立てた。
② 研究センター等のリスク管理室を中心に、動物実験に関する教育・訓練及び自己点
検を実施し（受講者 240 名）、実験実施者の知識の向上を図った。
さらに、平成 29 年度の動物実験の自己点検の結果をホームページに公表した。
人を対象とする研究については、人を対象とする研究を実施する職員及び倫理審査委
員を対象にした研究倫理教育を、CITIJapan e-ラーニングにより実施した（受講者 64
名）。
（３）情報公開の推進
【評価の視点】
・法人運営についての情報公
開の充実に向けた取組や情
報開示請求へどのような対
応が行われているか。
＜その他の指標＞
・情報公開対応状況

（３）情報公開の推進
法人運営の透明性を確保するため、法人情報等をホー
ムページに適切に掲載するとともに、情報公開を積極的
に推進し、情報開示請求に対して適正かつ迅速に対応す
る。

（４）情報セキュリティ対策 （４）情報セキュリティ対策の強化
の強化
ア 策定した情報セキュリティ・ポリシーに基づき、最
【評価の視点】
高情報セキュリティ責任者を中心とした情報連絡・共
・政府機関の情報セキュリテ
有体制を強化し、政府統一基準に基づく運用手順書の
ィ対策のための統一的な基
策定とその周知を進める。また、業務システムの運営
準群を踏まえた事前の情報
においては、システム監査の実施に基づく傾向分析や
セキュリティ対策がどのよ
フォローアップにより、セキュリティレベルの向上に
うになされているか。情報
努める。端末管理強化ツールの整備をさらに進めるこ
セキュリティインシデント
とにより、サイバー攻撃の検知・対処機能を充実させ
は生じていないか。
る。

＜その他の指標＞
・情報セキュリティ取組状況

イ

保有する個人情報や技術情報の管理について、教育
資料等の充実を図ることにより、全役職員等の情報セ
キュリティに関する意識の向上を図る。

（５）環境対策・安全管理の （５）環境対策・安全管理の推進
推進
ア 薬品管理システム登録情報を確認し、さらにシステ
【評価の視点】
ムを用いて管理を徹底する。
・化学物質生物材料等を適切
に管理するシステムが構
築・運用されているか。化学
物質等の管理に関する問題
が生じていないか。
＜その他の指標＞
・研究資材等の適正な管理の
ための取組状況（不用とな
った化学物質や生物剤料等
の処分の実績を含む）

（３）情報公開の推進
「法人情報のウェブサイトでの公開に関する規則」に基づき公開情報を更新した。情報開
示請求は２件あり、適正かつ迅速に対応した。

（４）情報セキュリティ対策の強化
ア 情報セキュリティ対策推進計画を策定し、政府統一基準（H28 年度版）に基づく運用
手順書 21 項目の策定を完了した（平成 30 年度策定：11 項目）。
全役職員向けの情報セキュリティ教育（e-ラーニング：5592 名受講率 100%）、課室
情報セキュリティ責任者向け教育（6 回 224 名）、情報セキュリティ責任者向け講義(2
回 31 名)、情報システムセキュリティ管理者向け教育(92 名)等を実施し、連絡体制や
上記手順書について周知を行った。
４研究センター等での監査、基幹システムの脆弱性診断を実施するとともに、昨年度
の指摘事項に対応して端末のワイヤーロックを配付し、管理運用体制の改善を図った。
サイバー攻撃の検知・対処機能を充実させるため、振る舞い検知型の端末管理強化ツ
ールやフォレンジックツールの運用を開始した。
なお、海外出張中のノートパソコンの盗難 1 件が発生した。パソコン持出時の情報漏
洩対策として、セキュリティ対策チェックリストを入れた海外出張時端末利用申立書を
導入した。
イ 全役職員向け情報セキュリティ教育に個人情報の取扱を盛り込み、また、実務担当者
や取扱者に対して教育（e-ラーニング：必須対象 200 名受講率 100%）を実施し、意識の
向上を図った。
（５）環境対策・安全管理の推進
ア 新たに入手した化学物質を薬品管理システムに登録し、システムの充実を図るととも
に、その登録情報に基づいて、以下の様に化学物質の管理の徹底を図った。
① 4 月から毒劇物及び麻薬・向精神薬について登録情報に基づく実査を行うととも
に、７月及び１２月に行われたの法改正にともない、新たに毒物劇物に指定されて化
学物質について、適正に登録・管理されていることを確認した。併せて、リスク管理
経費を充当するなどして消防法危険物及び毒劇物を中心として不要な化学物質の廃
棄を進めた（17,763 点）。
② 農研機構における事業場単位での管理体制への移行に対応するため、薬品管理シス
テム内のデータ構造を事業場単位に改修した。それにより、消防法の危険物や PRTR
制度対象物質の取扱量の集計が効率化された。
③ 農研機構が保有する化学物質を包括的に管理するために、新たに化学物質管理規程
を制定（10 月 1 日施行）し、化学物質の取扱いのある実験室等に化学物質管理責任
者を置くことで、適正な管理を行う体制を整備した。また、規程に基づいて化学物質
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※化学物質及び生物材料の
処分の実績は表中に記
載。
イ

ウ

薬品管理システムの化学物質リスクアセスメント機
能の利用状況と安全衛生活動への活用状況について確
認する。

生物素材の取扱に関する規程を、導入計画に従って
役職員に周知した上で施行する。

【評価の視点】
・資源・エネルギー利用の節 エ 環境マスタープランの周知を図るとともに、法人内
で使用するエネルギーの削減、廃棄物等の適正な取扱
約、リサイクルの徹底など
の徹底、法人全体でのリサイクルの促進等、同プランに
環境負荷軽減のための取組
基づいた環境配慮活動を実施する。平成 29 年度の環境
等の内容を明確化し実施し
配慮の取組状況をまとめた環境報告書を作成し、公表
ているか。
する。
＜その他の指標＞
・環境負荷低減のための取組 オ 安全衛生教育、職場巡視及び安全衛生に係るリスク
アセスメント等の事業場における自主的活動を活発化
状況
し、また、これまでの労働災害を教訓にし、引き続き労
・事故・災害を未然に防止す
働災害の防止を図る。
るための安全確保体制の整
備状況及び安全対策の状況
【評価の視点】
・職場安全対策及び安全衛生
に関する管理体制が適切に
構築・運用されているか。災 カ 防災訓練や教育により、職員の防災意識の向上を図
り、災害時の自衛消防隊等の活動の確認を行う。
害等における緊急時の対策
が整備されているか。重大
な事故が生じていないか。
＜その他の指標＞
・環境対策や安全管理の職員
の研修の開催実績
※研修の開催実績は表中に
記載。
主務大臣による評価
評定 B

管理に関する方針・目標・計画を策定し、PDCA サイクルに基づく化学物質管理体制を
整備した。
イ 労働安全衛生法に定められる化学物質の安全衛生活動を推進するため、以下の取組を
行い、役職員の化学物質安全衛生活動の意識の向上と、管理の徹底を図った。
① 研究センター等のリスク管理室において化学物質リスクアセスメントの理解を深め
るための活動を推進した。
② 薬品管理システム化学物質リスクアセスメント機能への入力情報の確認を行い、登録
データに基づいて特殊健康診断対象者及び作業環境測定実施場所について本部安全管
理室で検討し、対象者及び実施場所の選定結果を各研究センター等に通知した。
③ 昨年に引き続き、有機溶剤や特定化学物質等健康有害性を有する化学物質の適正な管
理を行う人材を増やすため、有機溶剤作業主任者講習会（資格取得者 53 名）（平成 29
年度 65 名 合計 118 名）及び特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習会（資格
取得者 49 名）（同 48 名、97 名）を実施し、研究センターごとに複数の有資格者を配置
できる体制を整えた。
ウ 法律の規制を受ける生物素材の適正な管理を徹底するために、生物素材の管理に関す
るガイドラインを策定するとともに、研究センター等のリスク管理室において、輸入種
苗の適正な取り扱いを徹底した。
エ 環境マスタープランについては、「農研機構 環境マスタープラン 2016-2020」を策
定し、環境報告書に掲載してウェブで周知を図るとともに、事業活動における省エネル
ギー・省資源の推進、化学物質の適正管理、事業活動におけるリサイクルの推進、環境
に配慮した農業・食品産業技術の開発等を行動方針として、同プランに基づいた環境配
慮活動を実施した。農研機構の平成 29 年度の事業活動による環境負荷の実態や環境配
慮に向けた取組、環境関連の開発技術、社会貢献活動について取りまとめた環境報告書
2018 を平成 30 年 9 月にウェブサイトで公表した。
オ 安全衛生活動について、これまで 7 月に実施してきた労働安全週間を月間に拡大し取
組を強化した。新たな取組として各事業場にチェック項目を記載した手順書を作成・配
布したほか、独自の労災ポスターの作成や一人 1 ヒヤリハット運動を実施し、労災防止
に向けた意識向上を図った。また、７月以降、理事等の幹部が各拠点の実査による職場
巡視を行い、現場の状況を確認するなど、フォローアップも実施した。その結果で優良
な取組、作品等について機構全体で共有するとともに理事長表彰を行った。12 月から
は総務担当理事と各研究センター等の長との間で skype 会議による労災の状況報告及
び対策の検討を行う安全衛生月例報告会を毎月開催している。
（業務災害件数 41 件うち休業 4 日以上 6 件（前年度 46 件うち休業 4 日以上 5 件））
カ 消防計画に定める総合防災訓等を実施し、災害時における自衛消防隊の活動内容及び
職員の避難方法等の確認を行うことにより、防災意識の向上を図った。
つくば地区各事業場及び研究センター等において、定期的な職場内巡視を行い防災上
の危険箇所の有無を把握・改善を実施したほか、定期的な消防設備の点検を行い、災害
リスクの低減を図った。
安否確認システムについて、昨年度の訓練及び今年度発生した島根県西部地震及び北
海道胆振東部地震を教訓に反省点を洗い出し、各拠点の管理者ユーザーを複数にするな
ど改善を図り、3 月に訓練を実施した。

＜評定に至った理由＞
内部統制システムの構築については、新たな役員体制の下、理事長がリーダーシップを発揮して、農研機構の重点研究課題や研究開発強化策を示した「理事長の組織目標」策定し、理事長が職員に対し、当該組織目標の一
斉同時配信を行い説明・周知するなどの取組を行っている。また、組織委員会及び予算委員会を設置し、組織や予算に関する重要事項を意思決定する仕組みを強化した。また、平成 30 年度内に 5 回開催されたリスク管理委員
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会においては、「試験研究の不正行為防止」、「情報システム障害の対応策の検討」及び「安全保障貿易管理体制整備」について優先的にリスク低減策を検討したほか、勤務管理時間システムの導入、内部監査の強化など従
来の課題についても着実に取り組んでいる。
コンプライアンスの推進については、コンプライアンス推進週間を定め、理事長メッセージの発信や副理事長及び外部講師らによる研究不正防止セミナーの開催、実践状況の把握・改善等の継続的モニタリングのためコン
プライアンスアンケートの実施など、コンプライアンス啓発のための取組を実施するとともに、コンプライアンス違反の早期発見、解決に向け、相談・通報窓口を設置するなどの取組を行っている。
情報公開の推進については、「法人情報のウェブサイトでの公開に関する規則」を制定し、情報公開を積極的に推進しており、情報開示請求に対して適正かつ迅速に対応した。
情報セキュリティ対策の強化については、情報セキュリティ教育を徹底して実施するとともに、各端末にワイヤーロック、ふるまい検知型の端末管理強化ツールやフォレンジックツールを導入した。
環境対策・安全管理の推進については、化学物質管理規程を新たに制定し、化学薬品等の適正な管理体制を整備したほか、化学物質の適正管理や農業機械に係るリスクアセスメント等の各種研修を実施している。
以上のとおり、理事長のリーダーシップの下、組織体制の強化や新たなシステムの導入、多数の研修の実施等により、着実にガバナンスの強化が図られていることから、Ｂ評定が妥当である。
＜今後の課題＞
引き続きコンプライアンス違反防止に継続的な取組を行うとともに、内部統制の徹底、情報セキュリティ対策の強化及び環境対策・安全管理の推進等の重要事項が組織全体に行き渡るよう、ガバナンスの強化に一層取り組
むことを求める。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅳ－２

研究を支える人材の確保・育成

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２－①モニタリング指標

各種研修の実施状況

開催回数（件）
研修参加人数*（人）

女性研究者の新規採用率（%）

28 年度

29 年度

30 年度

886

998

920

13,993

27,335

33,566

30.6

26.7

30.3

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

*農研機構開催及び外部研修への参加人数

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）人材育成プログラムの策定と実施
優れた研究者を確保・育成するとともに、研究の企画や評価、研究業務の支援や技術移転、組織運
営など様々な分野の人材を確保・育成するため、農研機構の人材育成プログラムを策定し、それに基
づく取組を実施する。
その際、優れた研究管理者を養成する観点を重視する。また、計画的な養成が期待される、研究業
務の支援、技術移転活動等を行う人材を育成するためのキャリアパスを構築する。
また、行政部局、公設試等との多様な形での人的交流の促進、研究支援の高度化を図る研修等によ
り、職員の資質向上を図る。

（１）人材育成プログラムの策定と実施
人材育成プログラムを策定し、これに基づき、以下のような観点から計画的かつ効果的な人材の育成を図る。
ア 発展的かつ協調的な研究体制の整備、適切な評価制度の運用等により、意欲ある研究者の育成を行う。
イ 国内外での各種研究会、シンポジウム等に積極的に参加させるとともに、在外研究や博士号の取得を奨励し、必要な専
門的知識・技術の習得の支援等を行い、研究能力の向上を図る。
ウ 行政部局、公設試、大学及び民間企業との人的交流を促進し、様々な視点を持った職員の育成を行う。
エ 高い倫理感やコンプライアンス意識を有し、研究マネジメントに優れた研究管理者の育成を行う。
オ 産学官連携、技術移転活動等、研究成果の普及・実用化等の業務を行うキャリアパスを構築し、これらの人材育成を行
う。
カ 研究支援業務を取り巻く環境の変化への対応に必要な技術・知識を有する人材の育成を行う。
キ PDCA サイクルのもと自律的に問題発見、工夫改善、問題解決を図ることのできる人材の育成を行う。

（２）人事に関する計画
期間中の人事に関する計画を定め、業務に支障を来すことなく、その実現を図る。

（２）人事に関する計画
ア 研究開発成果の最大化に資するため、職種等にとらわれず各ポストに求められる能力や適性を踏まえ、適材適所に留意
した人員配置を行う。
その際、研究成果の普及等新たに増大する業務に対応した人材の充実を図るとともに、特に産学官連携の分野について
は外部からの人材の活用も含めた体制の充実を図る。
イ 人材の確保に当たっては、クロスアポイントメント制度等の活用により雇用形態の多様化を図るとともに、人件費予算
の状況等を踏まえつつ、世代別人員構成の平準化を図る観点から若手職員の確保を積極的に行う。
ウ 男女共同参画については、以下の点に留意しつつ、取組を強化する。
（ア）全職員数に占める女性の割合が前期実績（16.3％、平成 28 年１月１日現在）を上回るよう、積極的に女性を採用する。
（イ）幹部登用に当たっては、女性管理職の割合が前期実績（7.28％、平成 28 年１月１日現在）を上回るよう配置する。
（ウ）職業生活と家庭生活との円滑かつ持続的な両立を可能とするための環境を整備する。
エ 採用の拡大・登用に向けた環境整備を図り、公募方式の活用、外国人研究者の積極的な採用に取り組む。

その際には、職種にとらわれず適材適所の人員配置を行うとともに、多様な雇用形態や公募方式の
活用を図る。特に、異分野融合研究等における他機関の技術シーズの活用や、産学官連携活動におけ
る先進的ノウハウの活用などによる農研機構の業務高度化のため、クロスアポイントメント制度等も
利用して積極的な人事交流を行う。
優秀な女性・若手職員を積極的に採用するとともに、女性の幹部登用、ワークライフバランス推進
等の男女共同参画の取組を強化する。また、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）等を
踏まえ、優秀な人材の確保に加え、研究活動の国際化等に資するという観点から、外国人研究者の積
極的な採用に取り組む。

（３）人事評価制度の改善
法人統合を踏まえ、公正かつ透明性の高い職員の業績及び能力評価システムを構築・運用する。そ
の際、研究職員の評価は、研究開発成果の行政施策・措置の検討・判断への貢献、研究開発成果が社
会に及ぼす影響、現場ニーズの把握や技術移転活動への貢献、研究活動における不適正行為の有無等
を十分勘案したものとする。

（３）人事評価制度の改善
法人統合における多様なミッションを踏まえ、研究職員においても、多様な業務の実績を多角的に評価する研究業績評価
及び経営方針に沿った業務の進め方等の能力・情意を評価する職務遂行能力評価を組み合わせた新たな人事評価システムを
導入する。その際、研究成果及び技術移転活動等が学術面及び社会に与えるインパクトや行政への貢献、研究倫理やコンプ
ライアンスに対する姿勢等を十分勘案したものとするとともに、評価結果は適切に処遇等に反映する。
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人事評価結果については、組織の活性化と実績の向上を図る観点から適切に処遇等に反映する。

また、一般職員等の人事評価については、組織の活性化や実績の向上等に資する観点から検証し、必要に応じて見直しを
行うとともに、引き続き、公正かつ納得性の高い評価を実施し、その結果を適切に処遇等へ反映させる。

（４）報酬・給与制度の改善
（４）報酬・給与制度の改善
役職員の給与については、職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等を勘案した支給水準とする。 役職員の給与については、職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等を勘案した支給水準とする。その際、クロスアポ
また、クロスアポイントメント制度や年俸制など研究業務の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制 イントメント制度など研究開発業務の特性等を踏まえたより柔軟な給与制度や農研機構の実情等を踏まえた国とは異なる観
度の導入に取り組むとともに、透明性の向上や説明責任の一層の確保のため、給与水準を公表する。 点からの給与制度の導入について、中長期計画の達成に資するものとなるよう検証した上で、新たな給与制度の構築を行う。
また、給与水準については、透明性の向上や説明責任の一層の確保のため毎年度公表する。

評価軸・評価の視点及び
評価指標等
（１）人材育成プログラム
の策定と実施
○人材育成プログラムの
内容は適切か。それに基
づ く 取 組 は適 切 に 実施
されているか。研究管理
者 や 研 究 支援 人 材 の計
画 的 な 養 成に 向 け たキ
ャ リ ア パ ス構 築 の 取組
は進展しているか。
＜評価指標＞
・人材育成プログラムに基
づいて、どのような人材
育 成 の 取 組が 行 わ れて
い る か 。 その 結 果 とし
て、どういった優れた人
材が育成されたか。
・優れた研究管理者の養成
や研究支援、技術移転等
を 行 う 人 材育 成 の キャ
リアパスの整備、運用が
図られているか。

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

（１）人材育成プログラムの策定と実施
（１）人材育成プログラムの策定と実施
人材育成プログラムに基づき、以下のような観点から
人材育成プログラムに基づいて、本年度は「Society5.0」の農業・食品分野での早期実現
計画的かつ効果的な人材育成を行う。なお、各種研修や
に向けて、AI 人材の強化など多様な能力向上のために人事部において、①研修機会の増加
OJT 等の人材育成方法について、PDCA サイクルのもと継
と研修内容の多様化、②若手へのきめ細かい対応、③PDCA サイクルの意識を醸成する研修
続的に検証を行い、必要に応じて改善を図る。
講義の充実等に取り組み、以下のア～カのような人材育成を計画的かつ効率的に行った。
ア 第４期に整備した発展的かつ協調的な研究体制の ア 論文重視の業績評価を改善し、社会実装への貢献等を重視する人事評価制度の見直しを
もと、適切な評価制度の運用等により、意欲ある研究
進めた（（３）人事評価制度の改善に記述）。また、職員数の少ない研究センター等の隔地
者の育成を行う。
拠点に配置されている若手も多いことから、専門技術の習得等が確実に行われているか等
について、若手研究職員及びその上司を対象に個別にヒアリングして、OJT 等人材育成の実
態調査を実施し、OJT 手法の好事例を共有した。さらに、PDCA サイクルの意識を醸成するた
めに、全ての階層別研修において、具体的な職場の問題に対する対策を話し合って発表させ
るグループワークを取り入れ、自律的に問題発見、工夫改善、問題解決を図ることのできる
人材の育成を図った。
イ 国内外での研究会、シンポジウム等に積極的に参加 イ 研究能力を向上させるため、研究センター等から申請された若手研究職員の Off-JT 提案
を審査の上、予算配分し、国内外での研究会、シンポジウムへの参加等を促すとともに、学
させるとともに、在外研究や博士号の取得を奨励し、
位未取得者に研究業務の成果を元に博士号の取得を奨励した（12 名、前年度 17 名）。また、
必要な専門的知識・技術の習得の支援等を行い、研究
職員の本部主催の各種研修への参加等を通じて必要な専門的知識・技術の習得を図った。加
能力の向上を図る。
えて、在外研究によって、国際的視点を持つ研究者を効果的かつより多く育成するため、前
年度に引き続き制度を改正した（滞在費増額のための規程改正。直近４回（年２回募集）の
募集の応募数は２、１、４、４名と増加傾向）。これまでの人材育成の結果として若手農林
水産研究者表彰（3 名、前年度 2 名）、日本農学進歩賞（2 名、前年度 5 名）等の名誉ある
賞を受賞した。このほか、前年度の農研機構の主要な研究成果の中から優れた研究成果を選
定し、7 件 23 名の者を NARO Research Prize2018 として表彰するとともに（前年度 7 件 19
名）、職員の意欲向上を図った。
ウ 行政部局、公設試、大学及び民間企業との人的交流 ウ 多様な経験と視点を持つ職員を育成するため、行政部局、他法人等との人事交流を積極的
に進めた（行政 118 名、その他の機関 25 名）。
を促進し、様々な経験と視点を持つ職員を雇用し、人
材の多様化を図る。
エ 高い倫理感やコンプライアンス意識を有し、研究マ エ 研究管理者の育成に向け研究職階層別研修（研究管理者研修 23 名、ユニット長・グルー
プ長研修 42 名）を開催し研究マネジメントの向上を図るとともに、管理職員対象のハラス
ネジメントに優れた研究管理者の育成を行う。
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定： B
根拠： 研究を支える人材の確保・育成につ
いては、年度計画に従い改善を進めながらお
おむね順調に業務が行われていることから、
評定を B とする。
（１）人材育成プログラムの策定と実施
人材育成プログラムに基づき、各種研修の
実施、技術専門職員の職種変更によるキャリ
アパス構築等の人材育成の取組を行った。ま
た、外国人を含む AI 研究の専門家を採用し、
OJT を進めたことで AI スキルの向上が図ら
れる。また、OJT を中心とした現場での人材
育成の実態を調査し好事例の共有等を行っ
た（予定）。これまでの人材育成の取組の結
果として、若手農林水産研究者表彰、日本農
学進歩賞といった名誉ある賞を受賞する等、
優れた人材の育成が図られた。
（２）人事に関する計画
多様な人材の確保に向けた積極的な採用
活動に取り組むとともに、外国人研究職員の
採用、クロスアポイントメント制度を活用し
た研究職員の採用等を着実に実施した。
また、男女共同推進の取組では、全職員数
に占める女性の割合及び女性の管理職割合
ともに前期実績を上回った。さらに、農研機

オ

産学官連携、技術移転活動等、研究成果の普及・実
用化等の業務を行う職員のキャリアパスが選択され
るよう意識啓発を行うとともに、これらの人材の育成
を行う。

カ 研究支援業務を取り巻く環境の変化への対応に必
要な技術・知識を有する人材の育成を行う。

メント防止研修（新規：9 件、参加者 892 名）により適正な指導のための知識の付与を図っ
た。
オ 産学官連携、技術移転活動等、研究成果の普及・実用化等の業務を行う研究職員のキャリ
アパスが選択されるよう、各種階層別研修（20 件、前年度 16 件）において、人材育成プロ
グラムを踏まえた多様なキャリアパスに関する講義を各種研修で実施するとともに、農業
技術コミュニケーター研修（15 名）、広報研修等の専門別研修を開催（22 件、前年度 18 件）
した。また、新たなキャリアパスとして、昨年度、在外研究員派遣をおこなった中堅研究職
員を、機構初のリエゾン･サイエンティスト（オランダ駐在）として配置し、技術移転活動、
研究成果の実用化等を担わせている。
カ 一般職員及び技術専門職員について各職位に応じた意識、知識、技術等を付与するための
階層別研修を開催するとともに（7 件 199 名、前年度 8 件 202 名）、専門知識習得のため外
部研修へも派遣した。また、今年度から開始した通年採用に対応するため中途採用職員の採
用時研修のために映像教材を作成（6 本）し、研修を効率的に実施する体制を整備した。さ
らに、技術支援関係職員の人材育成プログラムに基づいて技術専門職員から一般職（技術支
援系）へ職種変更を行った者を対象とした研修（3 件、124 名）を実施し、一般職員（技術
支援系）として必要な知識の付与及び果たすべき役割の徹底を図った。

（２）人事に関する計画
（２）人事に関する計画
（２）人事に関する計画
○職種にとらわれない適
「Society5.0」の農業・食品分野での早期実現に向けた多様な人材確保のために、①AI 人
材適所の人員配置や、多
材を確保するため専門家によるリクルート活動を進め、②民間企業等から有為な人材を確保
様 な 雇 用 形態 や 公 募方
するために各担当理事のマネジメントの下、採用ポストの多様化を図り（民間企業から 10 名
式 の 活 用 が行 わ れ てい
を登用）、③女性や外国人の採用増加に備えてダイバーシティを推進し、職員採用公募の高
るか。女性の幹部登用等
頻度・通年化を進めた。具体的には以下のア～ウに取り組んだ。
人員の配置に当たっては、地域農業研究センター
ア 人員の配置に当たっては、地域農業研究センターのハブ機能を強化するため、新規採用
の 男 女 共 同参 画 の 取組 ア
者を地域へ優先的に配置（４月採用研究職員 61 名のうち 35 名をつくば地区以外に配
のハブ機能を強化するために、研究職員について、
等 が 積 極 的に 推 進 され
置）するとともに、つくば地区から地域への異動を進めた（４月 1 日付で 22 名が地域
当該センターへの新規採用者の優先的配置を行う
ているか。
へ、16 名がつくば地区へ異動）。
とともに、つくば地区から地域への異動を促進する
よう重点的に取り組む。
イ 人材の確保に当たっては、昨今における空前の売り手市場のもと優秀な人材の獲得競争
イ 人材の確保に当たっては、人件費予算の状況等を踏
が過熱していることから、積極的な採用活動の取組による人材力の強化のため、
まえつつ、以下について重点的に取組む。
① 新卒区分だけではなく多様な採用方法を実施し、公募を原則として試験や審査によ
①
世代別人員構成の適正化を図るため、多様な若
り選考した。なお、新卒区分の採用活動においては、平成 31 年度の採用に向けて、
手職員を積極的に採用する。
採用説明会を全国で延べ 25 回開催（参加者数 440 名）（前年度延べ 21 回（参加者数
351 名）開催）するとともに、第一次試験（教養試験）は新たにテストセンター方式
を活用して各都道府県 200 箇所以上での受験を可能とし（前年度 5 会場で実施）、受
験者数 472 名（前年度 361 名で対前年度 130％）と優秀な人材確保の裾野拡大を図っ
た。また、新卒採用のほか、各職種の中途採用、任期付研究リーダー採用等、多様な
採用募集を延べ 15 回（前年度 11 回）実施したほか、AＩ等の情報処理技術に精通し
た工学系人材の民間企業等からのリクルート活動を新たに取り組んだ結果、新たに工
学系研究職員４名を採用した。
（ア）研究職員では、学士・修士又はそれと同等の経歴を持つ若手を対象としたパーマネ
ント試験採用 28 名、博士号取得者を対象としたパーマネント選考採用 37 名、若手任
期付研究員 35 名、任期付研究リーダー等 9 名（主席研究員、連携調整監、産学連携
コーディネーター、ビジネスコーディネーター及び地域ハブコーディネーターで、う
ち民間企業からの招へい 4 名）の計 109 名を採用した。そのうち 55 名を地域へ配置
した。
（イ）研究職員以外では新卒採用 30 名、民間企業における実務経験者等を対象とした中
途採用 39 名、特定任期付職員 7 名（総括調整役、情報システム関係、AI 関係、国際
関係及び知財関係で、うち民間企業からの招へい 2 名）、任期付職員 21 名の計 97 名
を採用した。
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構内一時預かり保育室を開設し、ワークライ
フバランス環境の整備等を実施した。
（３）人事評価制度の改善
研究職員の新たな人事評価システムにつ
いて、経営方針に沿った業務の進め方とその
結果得られた業績を各々評価する制度を設
計し、一部の研究管理職員について試行を実
施。
一般職員等の人事評価については、新たに
被評価者研修を実施することにより、公正か
つ納得性を確保。
（４）報酬・給与制度の改善
給与水準については、対国家公務員指数は
研究職員で 97.2 であり、ほぼ同水準として
いる。（公表：令和元年 6 月）
国と異なる給与制度では、全国に研究拠点
を展開する農研機構の実情から、地域間の交
流促進を図る目的で地域手当支給率及び俸
給額について国と異なる取扱いを実施して
いる。
また、社会実装において中核的な役割を果
たした業績については高く評価することを
広く職員へ周知し意識付けを行っている。
＜課題と対応＞
（１）人材育成プログラムの策定と実施
・多様な人材の採用に合わせた研修カリキ
ュラムの策定に取り組むとともに、職員の
人材育成方法について、PDCA サイクルの
もと継続的に検証を行い、必要に応じて改
善を図る。
・今後更に人材育成とキャリアパスの選定
をリンクさせる取組を進めるとともに、モ
デルケースとして多様なキャリアへのキ
ャリアチェンジ意識を持つ者の育成を図
る必要がある。
（２）人事に関する計画
・多様な人材の確保、雇用の多様化に向けた
取組を継続的に実施する。
・ダイバーシティ推進方針に従い、女性管理
職の登用や外国人研究者の受け入れ環境
整備に資する取組を行うことで、多様な人
材の活躍を推進する。
（３）人事評価制度の改善
・研究職員の新たな人事評価システムにつ
いては、新制度の円滑な導入に向け、全研

＜評価指標＞
・多様な人材の確保に当た
②
クロスアポイントメント制度等を活用した多様
って、クロスアポイント
な人材を確保する。
メ ン ト 制 度な ど の 雇用 ウ ダイバーシティ推進（男女共同参画を含む）につい
の 多 様 化 の取 組 が 図ら
ては、以下について重点的に取り組む。
れているか。
・優秀な女性・若手職員の
①
全職員数に占める女性の割合が前期実績
採 用 の 取 組や 男 女 共同
（16.3%、平成 28 年 1 月１日現在）を上回るよう、
積極的に女性を採用する。
参 画 の 取 組の 強 化 が図
られているか。また、外
②
女性管理職の割合が前期実績（7.28%、平成 28
国 人 研 究 者の 積 極 的な
年 1 月１日現在）を上回るように登用する。
採 用 に 取 り組 ん で いる
③ 職業生活と家庭生活との円滑かつ持続的な両立
か。
を可能とするための環境を整備する。

④ 外国人研究者の積極的な採用等多様でグローバ
ルな人材を確保するため、外国人研究者、職員の一
助となる環境整備に取り組む。

（３）人事評価制度の改善
○研究開発成果の社会実
装 へ の 貢 献を 重 視 した
研 究 職 員 評価 な ど の適
切 な 人 事 評価 シ ス テム
が構築・運用されている
か。

（３）人事評価制度の改善
統合法人における多様なミッションを踏まえ、研究
職員においても、多様な業務の実績を多角的に評価す
る研究業績評価、及び経営方針に沿った業務の進め方
等の能力・情意を評価する職務遂行能力評価を組み合
わせた新たな人事評価システムの円滑な導入を図る。
その際、研究開発成果及び技術移転活動等が学術面及
び社会に与えるインパクトや行政への貢献、研究倫理
＜評価指標＞
やコンプライアンスに対する姿勢等を十分勘案したも
・職員の研究業績や能力を のとするとともに、特に社会実装に係る業績は極めて
適 確 に 評 価で き る 人事 高く評価する等、研究開発成果の最大化に向け評価結

（ウ）多様でグローバルな人材確保の一環として、外国人研究職員 9 名（前年度５名）を
採用した（31.3.31 現在、外国籍の者は 26 名）。
② クロスアポイントメント制度を活用した職員を１名採用した。

究職員を対象とした試行を実施する。ま
た、評価結果を処遇等に反映する方策につ
いて検討を進め、試行結果を踏まえて検証
を行う必要がある。

ウ 「多様な人材が集まり育つ農研機構」を実現するため、農研機構のダイバーシティ推進
方針（平成 30～32 年度）に基づき女性の積極的な採用・登用を行うとともに、多様な人 （４）報酬・給与制度の改善
・全国に研究拠点を配している農研機構の
材が活躍できるよう、キャリア支援やワークライフバランスに資する取組を行った。
特性に鑑み、地域への人事交流の促進を諮
① 女性職員の採用割合は 36.4％（研究職員 30.3％、研究職員以外 43.3％）となりダイ
バーシティ推進方針で目標とする 30%を上回っている。その結果、 全職員数におけ
るため、地域における社会実装に関わる業
る女性の割合は 19.2％（平成 31 年 1 月１日現在）となり、前年の 17.7%から着実に
績を高く評価し給与へ反映させる仕組み
増加している。
や、異動に関して給与面でフォローする仕
② 積極的な登用により、女性の管理職割合は 9.5%（平成 31 年 1 月 1 日現在）となり、
組みについて検討を進める。なお、その際
前年の割合 8.8％（平成 30 年 1 月１日現在）から着実に増加している。
は、国と同様の給与制度とした場合に算出
③ 職業生活と家庭生活との円滑かつ持続的な両立に向けて、
される人件費総額の範囲内で運用してい
（ア）育児と業務の両立支援のための環境整備として、平成 30 年度からつくば地区に
く。
一時預かり保育室「なろりんルーム」を新規開設した。また、育児・介護中の職員
に対する研究支援要員の雇用経費補助の配分を実施している。さらに、内閣府の子
育て応援コンソーシアムに参画した。これらの取組により、子育て中もキャリアを
継続できる環境が整備され、かつ、農研機構が子育てを応援することを内外に示す
契機となった。
（イ）職員のキャリア形成の個別支援として、外部専門家によるキャリア相談会を定期
開催した（17 回）。メンター制度(NARO メンタリングプログラム)を継続するととも
に、農研機構の職員を紹介するロールモデル集「農研機構のひと 2018」を作成し、
職員及び就活生に向けて配布した。
（ウ）6 月下旬をダイバーシティ推進週間とし、セミナーや映画の上映により職員が介
護と仕事を両立をするための情報を提供、ダイバーシティ推進の意識醸成のためポ
スター作成等を行った。また、管理職向けの意識啓発のため、外部有識者が講演す
るセミナーを開催し、ダイバーシティ推進の必要性への理解が深まった。
（エ）ダイバーシティ推進キャラクター「おむすびなろりん」により各研究センター等
の女性研究者等を紹介するブログを、機構ホームページにて 9 回発信した。
④ 外国人研究者受け入れの環境整備を図るため、外国人職員のアンケート調査を実施
し、外国人交流会を開催するとともに、自動翻訳システムの導入、外国人職員メンタ
ー等の支援体制を立案した。また、3 ヵ月以上滞在する訪問外国人研究員（例：ポスド
ク、研修生）の受け入れ支援を行うため、専任の職員１名を配置し、入国手続きや生
活など農研機構での滞在に必要な基本的な情報を整理して公式 Web サイトにて発信し
た。また、研究センター等の受入れ担当者向けに事務マニュアルや英文同意書のひな
型を整備し、当該事務を支援した。このことにより、機構全体としての外国人研究者
支援体制の整備を開始することができた。
（３）人事評価制度の改善
研究職員の新たな人事評価システムについては、組織目標への貢献、ロードマップに基づく
研究開発・社会実装、様々な連携、資金獲得、知財等の獲得等に向けて実施した取組内容及び
その実績を重視した評価制度とし、本年度は一部の研究管理職員について試行を行った。
一般職員等の人事評価については、評価者研修の実施に加えて新たに被評価者研修を実施
することにより、引き続き、公正かつ納得性の確保に努めながら人事評価を実施し、その結果
を処遇等に反映させた。
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評価システムの整備、運 果を適切に処遇等に反映する方策を検証し、必要に応
用が図られているか。
じて見直す。
また、一般職員等の人事評価については、組織の活
性化や実績の向上等に資する観点から検証し、必要に
応じて見直しを行うとともに、引き続き、公正かつ納
得性の高い評価を実施し、その結果を適切に処遇等へ
反映させる。
（４）報酬・給与制度の改
善
○職務の特性や国家公務
員・民間企業の給与等を
勘 案 し た 支給 水 準 とな
っているか。クロスアポ
イ ン ト メ ント 制 度 など
の柔軟な報酬・給与体系
の 導 入 に 向け た 取 組は
適切に行われているか。
給 与 水 準 は公 表 さ れて
いるか。

（４）報酬・給与制度の改善
役職員の給与については、職務の特性や国家公務
員・民間企業の給与等を勘案した支給水準とする。そ
の際、農研機構の実情等を踏まえた国とは異なる観点
からの給与制度の導入について、中長期計画の達成に
資するものとなるよう検証した上で、地域における社
会実装に関わる業績を高く評価し給与へ反映させる仕
組みについて検討を進める。
また、給与水準については、透明性の向上や説明責
任の一層の確保のため、その状況を公表する。

（４）報酬・給与制度の改善
農研機構の給与改定に当たっては、従来から国家公務員等の給与等を勘案した給与水準と
してきたところ。今年度の給与改定においても、国に準拠して改定したとした場合の人件費総
額の範囲内で実施しており、その結果、国家公務員とほぼ同等の給与の支給水準となってい
る。具体的には、今年度の給与の支給水準は、①事務・技術職員（農研機構でいう一般職員）
は、対国家公務員指数 97.0、②研究職員は、対国家公務員指数 97.2 となっている。
平成 30 年 10 月、給与のエフォート割合９：１（農研機構）のクロスアポイントメント制
度により、農業情報研究センター連携調整監の採用を行った。
農研機構においては、地域の生産現場の強化や地域振興に貢献する等の責務を果たすため、
全国に研究拠点を配している特性に鑑み、できる限り地域間格差を拡大しないよう、地域手当
について国とは異なり支給割合の引き上げを行わず据え置いた独自の給与体系を導入、運用
している。
また、社会実装に関わる業績を給与・処遇へ反映する意識付けのために、昇格審査の基準を
示す際に「社会実装において中核的な役割を果たした業績については高く評価する」旨、広く
職員へ周知した。さらに「世界を視野に入れた研究推進の強化」の促進のため、オランダ国ワ
ーヘニンゲン大学研究センターにリエゾン・サイエンティスト（連絡研究員）を派遣するにあ
たって、在外での生活水準を維持するため在勤手当を新設（平成 30 年 4 月施行）し、給与面
からフォローする仕組みを構築した。
給与水準の公表については、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表
方法等について（ガイドライン）」（平成 15 年９月９日総務大臣策定）に従い、ウェブサイ
トで公表しており、今年度の給与水準については、主務大臣の検証等を受けた後、令和元年６
月末に公表することになる。

主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
人材育成プログラムの策定と実施については、特に、民間企業等からの工学系人材を積極的にリクルートして AI 専門家として登用するとともに、新設した農業情報研究センターに機構内部からも若手研究員を重点配置し、
OJT 方式による AI 人材の育成を集中的・効率的に行うなど、農研機構内の AI 人材の強化を積極的に図っている。
人事に関する計画については、新卒区分だけでなく多様な採用募集を行うとともに、25 回の全国説明会の実施やテストセンター方式の導入等により、優秀な人材確保のための改革を実施している。また、クロスアポイント
メント制度の活用や外国人研究職員の採用など多様な人材の確保に向けた取組を行っている。加えて、全職員数に占める女性の割合及び女性管理職の割合ともに前期実績を上回っている点は評価できる。
人事評価制度の改善については、研究成果の社会実装を重視した研究職員の新たな人事システムを試行的に実施している。
以上のように、人材育成プログラムに基づく研修等の実施、多様な人材確保に向けた新たな採用方式の導入、人事評価制度の改善に向けた検討等に着実に取り組んでいることから、Ｂ評定が妥当である。
＜今後の課題＞
引き続き、「Society5.0」の農業・食品分野での早期実現に向け、AI 人材の強化などの観点から、多様な雇用形態による人材確保や、人材育成プログラムに基づく効果的な人材育成の取組、女性職員の採用・管理職への積
極的な登用について期待する。また、研究成果の社会実装への意識付けや効果的な人材育成の観点から、研究職員を対象とした新たな人事評価システムの本格的な実施を求める。
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様式２－１－４－２

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅳ－３

主務省令で定める業務運営に関する事項

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0170

２－①主な定量的指標

前中期目標期間の繰越
積立金の処分状況

農業技術研究業務勘定（百万円）
基礎的研究業務勘定（百万円）
農業機械化促進業務勘定（百万円）

28 年度

29 年度

30 年度

2,676

449

275

4,438

3,089

56

19

11

8

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、年度計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

積立金の処分に関する事項については、中長期計画に定める。
前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標期間へ繰り越した
また、施設及び設備に関する計画については第４の２（２）、職員の人事に関する計画については第 有形固定資産の減価償却に要する費用等及び革新的技術開発・緊急展開事業における地域戦略に基づく国際競争力強化支
６の２（２）に即して定める。
援、次世代の先導的技術開発に必要な費用に充当する。
また、施設及び設備に関する計画については、第２の２（３）、職員の人事に関する計画については、第８の２（２）
のとおり。
評価軸・評価の視点及び
評価指標等

平成 30 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

【評価の視点】
前中長期目標期間繰越積立金は、第３中期目標期 【農業技術研究業務勘定】
前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標
・積立金の処分に関する事 間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標期
項が適切に定められ、運 間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する 期間へ繰り越した固定資産の当年度の減価償却に要する費用に充当し、275 百万円を取り崩した。
用されているか。
費用及び革新的技術開発・緊急展開事業における地 【基礎的研究業務勘定】
前中長期目標期間繰越積立金は、平成 27 年度補正予算による革新的技術開発・緊急展開事業におけ
域戦略に基づく国際競争力強化支援、次世代の先導
る地域戦略に基づく国際競争力強化支援に必要な費用等に充当し、56 百万円を取り崩した。
的技術開発に必要な費用に充当する。
施設及び設備に関する計画については、第２の２ 【農業機械化促進業務勘定】
前中長期目標期間繰越積立金は、第３期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、第４期中長期目標
（３）、職員の人事に関する計画については、第８
期間へ繰り越した固定資産の当年度の減価償却に要する費用に充当し、8 百万円を取り崩した。
の２（２）のとおり。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定： B
根拠： 前中長期目標期間繰越積立金に
ついては、独法会計基準等に基づいて当
期の費用等に充当し、適切に取り崩した
ことから、中長期計画に対して業務が順
調に進捗していると判断する。

＜課題と対応＞
施設及び設備に関する計画については、本計画第２の２（３）、職員の人事に関する計画について ・前中長期目標期間繰越積立金につい
ては、独法会計基準等に基づいて、引き
は、同第８の２（２）のとおり行った。
続き当期の費用等に適切に取り崩す。

主務大臣による評価
評定 B
＜評定に至った理由＞
各勘定の前中長期目標期間繰越積立金については、独立行政法人会計基準や中長期計画等に基づいて適切な処理が行われていることから、Ｂ評定が妥当である。
＜今後の課題＞
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別表 設定した具体的研究課題
Ⅰ－９－（１）生産現場の強化・経営力の強化
大課題 1 寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
1) 寒地大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
2) 寒冷地大区画圃場における超省力水田輪作営農システムの実現に向けた技術体系の確立
3) 寒冷地の大規模水田営農システムに導入可能な業務加工用露地野菜生産体系の確立
4) 寒冷地の高栄養飼料生産と家畜排せつ物の農地還元による耕畜連携技術体系の確立
5) 冷地南部の湿潤な気象・土壌条件における高能率水田輪作体系の確立
大課題 2 暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
1) 温暖地汎用化水田基盤における先進型複合水田営農技術体系の確立
2) 暖地における高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
3) 水田で生産される飼料に基づく省力的で資源循環型の酪農向け飼料生産・調製・流通・飼養技術体系の確立
4) バックキャスト型技術評価手法と雇用型大規模法人における経営マネジメント技術の開発
大課題 3 寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確立
1) 寒地大規模畑輪作の生産基盤強化による ICT スマート農業システムの実現に向けた技術体系の確立
2) 自給飼料活用型大規模寒地酪農システムの実現に向けた技術体系の確立
大課題 4 中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立
1) 中山間地域における広域水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
2) 中山間地域における省力・高収益果樹生産システムの実現に向けた技術体系の確立
3) 中山間地域における高収益園芸システムの実現に向けた技術体系の確立
4) 新たな作物保護管理技術を活用した有機栽培体系の確立
大課題 5 暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系の確立
1) 暖地高収益畑作営農システムの実現に向けた技術体系の確立
2) 暖地における地域分業型大規模肉用牛繁殖システムの確立
3) 地域飼料資源を活用した黒毛和種の中小規模生産システムの実現に向けた技術体系の確立
大課題 6 農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発
1) ロボット技術・ICT 等を活用した革新的農業生産技術の開発
2) 土地利用型農業の高度営農システムに資する農業機械・装置の開発
3) 地域特性に応じた園芸・畜産等の効率的かつ安定生産に資する農業機械・装置の開発
4) 農作業安全、環境負荷低減に資する農業機械・装置の開発及び評価・試験方法の高度化
大課題 7 生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立
1) 周年親子放牧を基軸とした超低コスト素牛生産体系の確立
2) 家畜の生涯生産性向上のための育種手法と有用遺伝子情報の探索・活用技術の開発
3) 家畜の効率的繁殖管理技術と高品質な生殖細胞・受精卵の生産・保存技術の開発
4) 国産飼料資源を最大限活用した豚および鶏の精密栄養管理および新しい飼養技術の開発
5) 省力的かつ精密な飼養管理が可能な日本型の酪農･肉牛生産システムの開発
6) 家畜生産に由来する臭気・水質汚濁物質の高度処理技術および飼育環境改善技術の開発
Ⅰ－９－（２）強い農業の実現と新産業の創出
大課題 8 作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術
の高度化
1) 実需者等のニーズに応じた加工適性と広域適応性を持つ小麦品種の育成
2) 実需者等のニーズに応じた加工適性と広域適応性を持つ大麦品種の育成
3) 実需者ニーズに応じた品質を備えた広域栽培可能な安定多収大豆品種の育成
4) 高収益性水田営農を可能にする先導的水稲品種の育成
5) 病虫害抵抗性を強化した安定生産可能な高収益いも類の育成
6) 条件不利地域の農業生産強化のための多様な農作物の育成と利用技術の開発
7) 国産飼料基盤を支える高品質多収飼料作物品種の育成
8) 次世代作物開発にむけた新規遺伝子の探索および新規育種素材の開発
9) 次世代作物開発にむけた育種技術の高度化
10) 農業生物資源ジーンバンク事業

Ⅰ－９－（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保
大課題 10 果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発
1) カンキツにおける生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発
2) リンゴ等における生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発
3) ニホンナシ、クリ及び核果類における生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発
4) ブドウ及びカキにおける生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発
5) 遺伝資源及びゲノム情報を活用した果樹育種基盤技術の開発
6) 茶の需要拡大と生産力向上のための新品種、栽培加工技術、評価技術の開発
大課題 11 野菜・花きの高収益生産技術の開発
1) 加工・業務用需要に対応した露地野菜の安定生産技術の開発
2) 施設野菜の高品質安定多収技術の高度化と大型施設での高効率・高収益生産の実証
3) 野菜の高収益生産を支える品種育成と基盤技術の開発
4) ゲノム育種技術等を活用した新規有用花きの開発
5) 主要花きにおける高品質安定生産・品質管理技術の開発
大課題 12 食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発
1) 世代別個人の健康維持・増進に資する農産物の栄養・健康機能性の解明と食品開発
2) 新たな感覚機能評価手法の構築と栄養・健康機能性食品開発への活用
3) 高品質・健全性確保のための農産物の効率的な先進加工技術の開発
4) 食品の高品質維持のための加工・保蔵・流通技術のシステム化
5) 食品の高品質・健全性確保のための分析・計測・評価技術の開発
大課題 13 生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発
1) 農産物の生産段階におけるヒ素・カドミウム等のリスク低減技術の開発
2) 食品の加工・流通段階におけるリスク低減及び信頼性確保技術の開発
大課題 14 家畜疾病の診断・予防技術の開発
1) ウイルス感染症の発病機構の解明と診断・防除技術の開発
2) 細菌・寄生虫感染症の発病機構の解明と診断・防除技術の開発
3) 国際重要伝染病の監視及び制御技術の高度化
4) 家畜疾病の病態解明による疾病制御及び発病監視技術の開発
5) 家畜重要疾病の疫学解析及び監視技術の高度化等による動物疾病対策技術の確立
6) 飼料等の家畜飼養環境における安全性確保技術の開発
大課題 15 病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発
1) 農産物輸出促進と食料の持続的安定供給を実現する植物保護技術の高度化
2) 高リスク病害虫国内発生時の管理技術の高度化と高精度化
3) 薬剤抵抗性病害虫の早期診断と発生防止技術の開発
Ⅰ－９－（４）環境問題の解決・地域資源の活用
大課題 16 気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発
1) 気候変動が農業分野に及ぼす影響の高精度予測・評価手法の開発
2) 気候変動に柔軟に対応した栽培管理支援技術の開発
3) 温暖化緩和技術の開発と農業現場におけるその効果の最大化
4) 気候変動等の環境変化が農業生態系における生物多様性と生態系サービスに及ぼす影響の評価
5) 環境変動モニタリングと環境基盤情報の集積・解析・発信技術の開発
大課題 17 生産基盤等の機能維持向上・強靱化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術開発
1) 大規模化等による収益性の高い農業のための農業生産基盤整備技術の開発
2) 農村地域の強靭化に資する施設の保全管理及び防災・減災技術の開発
3) 農村地域の構造や環境等の変化に対応した地域資源の管理・利用の高度化技術の開発
4) 農村環境に配慮した被害防止、捕獲、環境管理等による総合的な鳥獣害対策技術の開発
5) 原発事故被災地域における早期営農再開のための対策技術開発
大課題 18 持続的農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発
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大課題 9 農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発
1) 農業生物の生産性向上・有用形質付与等に向けた遺伝子機能の解明
2) 遺伝子組換え技術やゲノム編集技術の高度化とそれらを活用した新規有用作物・昆虫素材作出技術の開発
3) ゲノム編集・遺伝子組換え等基盤技術による動物の機能解明とその利用
4) 遺伝子組換え作物・カイコを用いた有用物質生産の実用化技術の開発
5) 新特性シルク素材やシルクタンパク質等生体物質由来の新機能性素材の作出とその利用技術の開発

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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昆虫機能及び生物間相互作用の分子基盤の解明に基づく革新的病害虫制御技術の開発
物理的・生物的土壌消毒や作物の抵抗性等を複合的に利用した病害及び線虫害管理技術の開発
害虫の情報応答機構や土着天敵等の高度利用による難防除病害虫管理技術の開発
外来雑草や除草剤抵抗性雑草等新規難防除雑草の総合的管理技術の開発
簡易な土壌診断手法や化学肥料代替技術を活用した省資源・循環型土壌管理技術の開発
新たな農業生産方式導入による環境保全効果の評価指標開発

