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中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて

（当初案整理表）

独立行政法人農林水産消費技術センター
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中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

沿 革 昭和 24 年 輸出食料品及び輸出農林水産物検査所が設置（昭和 26 年に合併し輸出品検査所に改組） 

昭和 47 年 農林規格検査所に改称 

平成 ３年 農林水産消費技術センターに改組 

平成 13 年 （独）農林水産消費技術センターに移行 

役員数 職員数（実員） 

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員） 

役員数（監事を除く。）及び職員数（平

成17年１月１日現在） 

３人 ２人 ０人 ５０９人 

年  度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 

一般会計 5,063 5,457 5,745 5,573 5,536  

特別会計   

計 5,063 5,457 5,745 5,573 5,536  

うち運営費交付金 4,902 5,376 5,480 5,285 5,341  

うち施設整備費等補助金 161 76 250 170 84  

国からの財

政支出額の

推移（13～18

年度） 

 

 

（単位：百万円） 
うちその他の補助金等 0 5 15 118 111  

平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（要求） 支出予算額の推移（13～18 年度） 

（単位：百万円） 5,075 5,467 5,908 5,827 5,640  

中期目標の達成状況（業務運営の効

率化に関する事項等）(平成 16 年度

実績) 

 本法人は、消費者が安全な食料を安心して購入・消費できる体制を確立することを目的として、食品等の品

質及び表示の調査・分析、ＪＡＳ制度に関する検査等を行うものである。この目的を達成するため、以下の中

期目標を設定しており、これまでのところ目標を上回る達成状況となっている。 

 

＜業務運営の効率化に関する事項＞ 

○ 残留農薬の調査分析に要する時間について、平成 11 年度を基準として中期目標の期間中に 10％削減 

   平成 11 年度基準で平成 16 年度までに 8.3％削減。 

 

○ 品質表示基準に係る加工食品の検査件数のうち新たに表示が義務付けられたもの及び中期目標期間中に 

 品質表示基準の見直しが行われたものの検査件数の割合が各事業年度 50％以上 

   平成 13 年度       平成 14 年度       平成 15 年度       平成 16 年度 

   2,863／4,939（58％）  3,279／5,100（64％）  3,807／5,135（74％）  3,628／5,071（72％） 

 

 



- 2 - 

○ 従来から品質表示基準が定められている加工食品を各事業年度毎に選定し、それらの品目について既存  

の検査分析方法を改良し、検査分析時間を平成 11 年度を基準として 10％程度削減。（中期目標期間中に 

 全品目について検討） 

   平成 13 年度      平成 14 年度      平成 15 年度       平成 16 年度 

  5 品目の総分析時間を  6 品目の総分析時間を  9 品目の総分析時間を  10 品目の総分析時間を 

  9.4％削減       9.5％削減        10.5％削減       22.2％削減 

 

○ 各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行う事業費(新規拡充分を除く)について、対前年度比１％抑制 

   平成 13 年度     平成 14 年度       平成 15 年度     平成 16 年度(単位：百万円) 

      978          968（▲1.0％）       955（▲1.3％） 

                                              1,203（注）         1,184（▲1.6％） 

  注）平成 15 年度の下段の数値は、当該年度の新規拡充分を加算した金額。 

 

＜国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項＞ 

○ 食の安全・安心に関する情報提供の質についてのアンケート調査において、中期目標期間中の各事業年度 

の顧客満足度が、５段階評価で３．５以上 

   平成 13 年度       平成 14 年度         平成 15 年度          平成 16 年度  

      4.2            4.2                  4.3                     4.2 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

事務及び事業名 ＪＡＳ関係業務 

 

事務及び事業の概要 ○ 強制的な立入検査の実施などによる不正な食品表示や不正なＪＡＳマークの監視・取締 

○ 登録認定機関や認定事業者に対する指導監督 

○ ＪＡＳ規格の見直しに必要な客観性の高いデータを提供するための調査分析 

 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

○ 第１６２国会におけるＪＡＳ法改正（６月２２日公布。平成１８年３月１日施行）により、 

 ① ＪＡＳ規格による格付及びＪＡＳマーク貼付の業務の廃止 

 ② 登録認定機関に対する登録時の調査及び立入検査を新設 

 のような業務の改廃を行うとともに、事務・事業の効率化・合理化を実施 

 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 近年、食品の偽装表示事件が社会問題となり、食品表示に対し消費者をはじめとする国民の関心が高

い中で、ＪＡＳ法に基づく立入検査の実施等により不正な食品表示や食品、林産物等へのＪＡＳマー

ク表示の監視・指導を行い、適正な食品表示やＪＡＳマークの使用を確保していくことは、消費者の

合理的な商品選択を確保する上で、極めて重要な課題である。 

 

○ 他方、センターの業務も含めたＪＡＳ法関連業務については、ＪＡＳ制度に対する社会的なニーズ、 

国の行政改革の方向等を踏まえ、より効率的かつ円滑な制度運営を図るために見直しを行っていく必

要がある。 

 

○ このため、第１６２国会において、ＪＡＳ法の改正を行い、センターの業務について、業務の効率性 

を確保するとともに、センターに蓄積された専門技術的知見と行政ノウハウを生かしてＪＡＳ制度の

より適正な運営を図る観点から、 

 ① ＪＡＳ規格による格付及びＪＡＳマークの貼付の業務の廃止 

 ②  認定機関の登録申請時における調査及び登録後の認定機関に対する立入検査の業務の新設 

 を行ったところである。 

 

○ また、ＪＡＳ規格の見直し業務に係るアンケート調査の発送や回答の集計作業など、専門技術的知見 

を必要としない作業については、アウトソーシング等を検討する必要がある。 
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○ なお、センターが行う上記業務は、 

① 偽装表示などの法律違反に対する国の措置（指示、命令等）を行うために実施されるものであり、

事実関係の確認のみではなく、故意・過失の有無など行政としての判断も行う 

② ＪＡＳマークの信頼性を高めるため、高い客観性が求められる 

といった特性を有するものであり、中断のない迅速な実施、守秘義務の徹底、高い公正中立性等が求

められることから、引き続き、センターが実施する必要がある。 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

事務及び事業名 食品安全行政推進のためのリスク分析・管理に必要な有害物質の調査 

 

事務及び事業の概要 ○ 食品や農産物などのリスク分析・管理に必要不可欠な残留農薬や重金属等の微量有害物質などの分析

調査 

○ 食品の安全性の確保に関する緊急時に行われる農林水産大臣の要請による緊急の調査・分析 

 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

○ 食品安全行政の推進による食に対する消費者の信頼を確保するため、引き続き上記事務・事業を実施 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 食品に含まれる微量の有害物質等の調査は、国がその結果を基にリスク分析・管理を実施し、生産者

への規制や指導等を講じる前提となるものであり、科学的データに基づいた食品安全行政の推進を図

り、国民が安全な食品を安心して選択するための信頼性を確保するために必要不可欠のものである。 

 

○ また、農林水産大臣の要請による緊急の調査・分析は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、

又は生じる恐れがある緊急の事態に対処し、一般消費者の利益を保護するため、農林水産大臣が要請

した場合に行わなければならないものである。 

 

○ 本事務・事業は、食品安全行政推進のためのものであり、確実に実施されない場合、国によるリスク

分析・リスク管理、さらには緊急時の対応が適切に行われなくなり、食品の安全性の確保に重大な支

障を来たす可能性がある。 

このため、本事務・事業の実施に当たっては、確かな技術的知見に裏付けされた高い客観性が求めら

れるとともに、迅速かつ中断のない対応が必要であり、国の機関であった時代から蓄積された飲食料

品に関する豊富な専門技術的知見を有するセンターが、引き続き、本事務及び事業を行う必要がある。 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

事務及び事業名  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（カルタへナ法）に基づく

立入検査等 

 
事務及び事業の概要 ○ カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物等の使用者などの関係者に対する 

① 関連施設等への立入検査 

② 質問 

③ 遺伝子組換え生物等の検査 

④ 検査に必要な遺伝子組換え生物等の無償収去 

 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

○ 国際条約であるカルタヘナ議定書に基づく我が国の責務を担保するための業務であり、遺伝子組換え

生物等の拡散を防止するとともに国民が安全な食品を安心して選択するための信頼性を確保するもの

であることを踏まえ、引き続き上記事務・事業を実施 

 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ カルタへナ法に基づく、飲食料品等についての遺伝子組換え生物の検査、関連施設の立入検査等は、 

遺伝子組換え生物の拡散による生物の多様性への悪影響を確実に防止するための使用の中止命令、製

品の回収命令等の行政措置を講じるために実施されるものである。 

 

○ これらの事務・事業は、国際条約であるカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、こ 

れを拒否等する者には罰則を課すという強制力をもって実施されるものであるとともに、実施に当た

っては、飲食料品の分析に関する確かな専門技術的知見が求められることから、国の機関であった時

代から蓄積された飲食料品に関する豊富な専門技術的知見を有するセンターが、引き続き、本事務及

び事業を行う必要がある。 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

事務及び事業名 消費者への情報提供などの消費者対応業務 

事務及び事業の概要 ○ 食品の品質及び表示、安全性に関する消費者への情報提供、消費者相談 

○ 食品表示１１０番を通じた食品等の品質及び表示、安全性に関する情報収集 

 

事務及び事業の改廃に係る具体

的措置（又は見直しの方向性） 

 

○ 食料・農業・農村基本計画（平成１７年３月閣議決定）において、消費者への情報提供を通じた、食

に対する消費者の信頼の確保が重要な課題とされていることを踏まえ、引き続き上記事務・事業を実

施 

 

事務及び事業について上記措置

を講ずる理由 

 

○ 食料は、毎日消費される国民生活にとって必要不可欠なものであり、消費者が自ら望む飲食料品や農 

林水産物を選択できるよう、その品質や表示、安全性に関する正しい情報を提供することは、豊かな

社会の実現に必要不可欠である。また、日常的に購買活動を行う消費者から質問や通報の形で寄せら

れる食品の表示等に関する情報に適確に応えていくことは、消費者行政への国民の信頼を得る上で極

めて重要である。 

 

○ このため、センターにおいては、食品表示の監視などＪＡＳ法関連業務、微量有害物質の調査分析業

務等、国の機関であった時代から担ってきた業務を通じて蓄積されてきた豊富な食品等に関する専門

技術的知見に基づき、 

① 食品等の品質や表示、安全性に関する情報の消費者への積極的な提供 

② 食品等の品質、表示等に関する疑問への回答をはじめとする消費者相談 

③ 食品表示１１０番等を通じて消費者から寄せられる偽装表示や違法なＪＡＳマーク表示に関する 

情報の収集（ＪＡＳ法に基づく食品表示・ＪＡＳマークの取締業務に活用） 

 等の業務を実施してきたところである。 

 

○ これらの業務については、食品表示の監視業務とも関連しており、食品の表示等に対する消費者の関

心が非常に高い状況の下において、引き続き豊富な専門技術的知見と行政ノウハウを有しているセン

ターが実施していく必要がある。 
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組織形態の見直しに係る当初案 

法人名 （独）農林水産消費技術センター 府省 農林水産省 

組織形態に関する見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向

性） 

○ 本法人が行っている事務・事業は、偽装表示摘発のための立入検査や食品の安全性に関する緊急時の

対応など、消費者が安全な食料を安心して購入・消費できるようにするためのものであり、その特性

上、迅速かつ中断のない実施、高い守秘義務の遵守、私企業からの隔離等が強く求められることから、

今後とも職員が公務員の身分を持った特定独立行政法人の形態で事務・事業を実施する必要がある。 

○ 本法人の業務の効率性、迅速性を確保する観点から、現在の１本部７地域センター体制で対応するこ 

とが適当である。 

 

組織形態について上記措置を講

ずる理由 

 

○ センターが実施している事務・事業は、 

① 消費者の関心が高く、社会問題となりうる偽装表示を摘発するための立入検査等や農林水産大臣か

らの緊急時の要請への対応は、証拠隠滅の恐れがあることや国民の健康・安全に係わるものである

ことから迅速かつ中断なく実施する必要があること 

② これらの業務は、元来、国の事業として実施されてきたものであり、センター職員の公務員の身分

を前提としてセンターの事務とされたものであること 

③ 企業秘密に接する機会が多く、在職中・退職後を問わず、高いレベルでの守秘義務の遵守が強く求

められること 

④ 強制力を伴い、受検者に大きな影響を与える立入検査等の実施には、公正中立性の確保が必要不可

欠であり、私企業からの隔離が徹底される必要があること 

⑤ 以上のことが満たされなければ立入検査、任意調査や登録審査、監査等を受ける受検者側の食品企

業などの理解と納得が得られないこと 

※ 独立行政法人に移行した後に、任意調査において、一旦は調査を断られたが、特定独立行政法人

である旨を説明し調査が可能となった事例がある。このような中で、非特定独立行政法人化した

場合には、調査に入るのがさらに困難となるため、証拠隠滅などにより偽装表示が発見できず、

社会的に問題となるおそれがある。 

⑥ 国際条約（カルタヘナ議定書）の的確かつ円滑な実施を担保する業務を含んでいること 

などから、高度な専門技術的知見を有するセンターが、引き続き特定独立行政法人の形態で事務及び事

業を担うことが適当である。 

 

○ また、センターは、登録認定機関等に対する調査・指導、全国各地に存在する食品製造事業者等に対

する立入検査など、現地での対応が不可欠な業務を行っており、業務の迅速性の観点から、各管轄内

の地域へのアクセスの利便性を考慮するとともに、各地域センターの特殊性（例：食品製造事業者か 
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ら多くの相談が寄せられる、管轄区域内の消費者や食品製造事業者の数が多い）を踏まえ、現在の１本

部７地域センター体制で業務を実施しているところである。 

 

○ 仮に地域センターを統合すると、立入検査等の現場対応の効率性及び迅速性が損なわれる地域が生

じたり、特定の地域センターの業務が膨大になり施設等の面で対応が困難になる等の不都合が生じる

こととなり、その結果、不正な食品表示の取締にも支障が生ずることとなることから、現在の体制が

適当であると考えられる。 

 

○ なお、これまでも業務内容の変遷等に合わせて地方機関の廃止等を適切に行ってきており、現在のと 

ころ、地域センターはそれぞれの業務量にふさわしい規模を有しているとともに、管轄区域の人口、飲 

食料品事業者数に応じた適切な人員配置を行っているところである。 

 

 


