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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）肥飼料検査所 府省 農林水産省 

沿 革 昭和 22 年 農林省肥料検査所の設置 

昭和 35 年 農林省飼料検査所の設置   

昭和 38 年  肥料検査所と飼料検査所を統合 

平成 13 年 （独）肥飼料検査所に移行 

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） 

２人 ２人 ０人 

１５１人 

（育児休業者２名を含む） 

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 1,932 1,896 1,801 2,474 1,789 検討中 

特別会計 － － － － 

計 1,932 1,896 1,801 2,474 1,789 検討中 

うち運営費交付金 1,899 1,868 1,773 1,812 1,764 検討中 

うち施設整備費等補助金 33 28 28 27 25 検討中 

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 － － － 635 － 検討中 

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） 1,952 2,551 1,954 2,571 1,926 － 

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、農畜産業の基礎的な生産資材である肥料、土壌改良資材及び飼料の品質保全と安全性確保を通じ、

農畜産業の維持増進と国民の健康の保護を図ることを目的として、これらの資材の検査等を行うものである。

この目的を果たす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＞ 

○ 肥料の登録又は仮登録の申請に係る職員１人当たりの調査件数を目標値に対して約 5%向上。 

  目標値：140 件/人 → 実績値（16 年度）：243 件/人（73%増※） 

※目標値を大幅に超過した理由は、ＢＳＥ発生に伴い 13 年 10 月以降、肉骨粉等を原料とする肥料の製造出

荷が停止され、この代替肥料の登録申請が大幅に増加したこと等によるものである。また、一時的な傾向
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であることから目標値の見直しは行っていない。 

○ 肥料の立入検査時の収去品の検査について、従来から検査対象としてきた肥料の分析成分点数を約 10%削 

減し、有害成分を含有するおそれが高い汚泥肥料等の検査を充実（※）。 

  目標値：868 点の削減 → 実績値（16 年度）：882 点の削減 

    ※具体的な数値目標は設定していないが、12 年度に比べ 16 年度は収去点数を 118%増加。 

○ 肥料の立入検査対象事業場の増加に伴い、従来から検査対象としてきた生産事業場への立入検査件数を 15%

削減する一方で、品質管理の不十分な事業場への立入検査を充実（※）。 

  目標値：78 件の削減 → 実績値（16 年度）：83 件の削減 

  ※具体的な数値目標は設定していないが、12 年度に比べ 16 年度は立入検査件数を 167%増加。 

○ 土壌改良資材の立入検査時の集取品１点当たりに要する試験時間を目標値に対して約 10%削減。 

  目標値：10.6 時間/点 → 実績値（16 年度）：9.4 時間/点（11%減） 

○ 飼料及び飼料添加物の検査について職員一人が一日当たりに行う試験件数を目標値に対して約 5%向上。 

  目標値：2.242 点/人日→ 実績値（16 年度）：2.348 点/人日（4.7%増） 

○ 飼料安全法に基づく立入検査結果、収去品の検査結果及び飼料製造業者届等のデータベース化を実施。 

    13 年度：検査結果 15,157 件、製造業者届 2,358 件 14 年度：同 17,440 件、同 2,079 件 

  15 年度：同 3,047 件、同 787 件、16 年度：同 3,126 件、同 1,222 件 

○ 運営費交付金を充当して行う事業のコスト（人件費を除く）を対前年比で 1%削減。 

  13 年度：468 百万円   14 年度：▲7百万円（1.6%減） 15 年度：▲5百万円（1.1%減） 

  16 年度：▲18 百万円（3.7%減）  

 

＜国民に提供するサービスの質の向上に関する事項＞ 

○ 肥料の登録申請に係る調査を、申請受理日から新規登録 30 日、更新登録 15 日及び書替交付 30 日以内で完

了。 

  13 年度(新規 1,498 件、更新 3,891 件、書替 1,770 件)、14 年度(同 1,797 件、同 4,182 件、同 1,178 件)、

15 年度(同 1,770 件、同 4,585 件、同 1,591 件)、16 年度(同 1,702 件、同 3,000 件、同 1,377 件)について

全て期間内に完了 
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○ 立入検査時の収去品について重金属等有害物質を含むおそれが高い肥料を特定し安全性試験を実施・公表。 

  目標値：15 件/年 13 年度：21 件/年（40%増） 14 年度：20 件/年（33%増） 15 年度：20 件/年（33%増） 

           16 年度：16 件/年（7%増） 

○ 肥料に関係する都道府県職員及び肥料製造業者等に対する研修を年間 20 回以上実施。 

    13 年度：26 回 14 年度：26 回 15 年度：28 回 16 年度：29 回 

○ 肥料の立入検査結果を農林水産大臣へ 40 営業日以内に報告。 

    13 年度：平均 36 日 14 年度：平均 36 日 15 年度：平均 37 日 16 年度：平均 38 日 

○ 土壌改良資材の立入検査結果を農林水産大臣へ 60 営業日以内に報告。 

    13 年度：平均 56 日 14 年度：平均 54 日 15 年度：平均 51 日  16 年度：平均 53 日 

○ 飼料の安全性を確保するため飼料中の有害物質、病原微生物等のモニタリング検査を実施・公表。 

  目標値：9,150 点/年 13 年度：10,331 点/年(13%増) 14 年度：10,118 点/年(11%増) 

                        15 年度：11,794 点/年(29%増) 16 年度：12,534 点/年(37%増) 

○ 特定飼料添加物の検定等業務を、申請受理日から 20 営業日以内に処理。 

  13 年度(408 件)、14 年度(367 件）、15 年度(523 件)、16 年度(628 件)について全て 20 営業日以内に処理 

○  飼料安全法に基づく登録検定機関等に対する技術的な指導の実施 

  13 年度：機関  14 年度：6機関  15 年度：6機関  16 年度：6機関 

○ 飼料の検査関係機関及び飼料製造業者等に対する研修を年間 10 回以上、飼料製造管理者資格取得講習会を

2年に 1回以上実施。 

  13 年度：研修 67 回、講習会 1回 14 年度：同 28 回、同 1回 15 年度：同 42 回、同 1回 

  16 年度：同 42 回、同 1回 

○ 飼料の立入検査結果を農林水産大臣に 30 営業日以内に報告。 

  13 年度：平均 27 日 14 年度：平均 26 日 15 年度：平均 24 日 16 年度：平均 23 日 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）肥飼料検査所 府省 農林水産省 

事務及び事業名 肥料及び土壌改良資材の検査業務 

事務及び事業の概要 ○ 肥料取締法に基づき行う肥料の公定規格への適合性を確認するための調査 

○ 地力増進法に基づき行う土壌改良資材の適正表示を確認するための検査等 

○ 「肥料取締法」、「地力増進法」及び「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」の規定による立入検査、質問及び収去 

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） 

 

○ 食の安全・安心に関する国民のニーズが一層高まっていること等を踏まえ、重金属等の有害物質が含 

有されている等よりリスクの高い肥料への検査の重点化及び検査精度の向上等事務・事業の改善を

図るとともに、検査等に要する時間の短縮等事務・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 

 

○ 本事務・事業は、肥料取締法に基づく肥料の検査等を通じて、これらの資材の品質の保全及び安全性

を確保し、農業生産の維持増進と国民の健康の保護を図るものであるが、 

 ① BSE の発生を契機として食品の安全性に対する国民の関心が高まる中で、食品安全基本法が制定さ 

れ、食品の安全性確保が国の責務として位置づけられたこと 

 ② 併せて食品の安全性に大きな影響を及ぼす肥料の安全性を確保するため、肥料取締法の改正が行わ

れたこと 

 ③ BSE 対策の一環として、動物性たんぱく質を原料とした肥料のリスク管理措置が導入されたこと 

 ④ 重金属等の有害物質の混入についての情報を入手した場合には、被害を未然に防止するため、直ち

に現場に急行し、製造・出荷の停止の指示を行う必要があるなど、緊急時の対応が強く求められて

いること 

 ⑤ リサイクルの進展等により、有害成分を含む産業廃棄物等の肥料利用が拡大しており、産業廃棄物

処理業者等の新規参入が増加しているが、これらの業者は安全性の管理に対する意識が乏しく汚泥

を原料とした肥料などで重金属等の有害成分による肥料取締法違反等が散見されていることから、

これまで以上にその確実な実施が求められるとともに、例えば、動物由来の肥料や汚泥を原料にし

た有害物質を含むおそれの高い肥料など、よりリスクの高い肥料を対象に検査を重点化していくこ
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とが極めて重要となっている。 

○ 本事務・事業については、このように、これまで以上に確実な実施が求められるが、肥料の検査に関

する技術は日夜進歩しており、国民に対し、より安全で質の高いサービスを、より低コストで提供

していくためには、本事務・事業において、こうした新たな技術の導入を図り、検査精度の向上や

検査時間の短縮といった努力を行うとともに、試薬調製等の作業についてアウトソーシング等を検

討する必要がある。 
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事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 （独）肥飼料検査所 府省 農林水産省 

事務及び事業名 飼料及び飼料添加物の検査業務 

事務及び事業の概要 ○ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（以下「飼料安全法」）に基づき行う飼料及び飼料

添加物の安全性等を確認するための検定等 

○ 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の指導 

○ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する検査 

○ 「飼料安全法」及び「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」 

の規定による立入検査、質問及び収去 

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） 

 

○ 食の安全・安心に関する国民のニーズが一層高まっていること等を踏まえ、ＢＳＥ発生防止のための

検査や輸入飼料原料監視業務への重点化及び検査精度の向上等事務・事業の改善を図るとともに、

検査等に要する時間の短縮等事務・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 

 

○ 本事務・事業は、飼料安全法等に基づく飼料の検査等を通じて、飼料の安全性を確保し、畜産業の維

持増進と国民の健康の保護を図るものであるが、 

 ① BSE の発生を契機として食品の安全性に対する国民の関心が高まる中で、食品安全基本法が制定さ

れ、食品の安全性確保が国の責務として位置づけられたこと 

 ② 併せて食品の安全性に大きな影響を及ぼす飼料の安全性を確保するため、飼料安全法の改正が行わ

れたこと 

  ③  BSE 感染源となる動物性たんぱく質やかび毒等の有害物質が飼料に混入し、畜産業に被害をもたら

すとともに人の健康に被害を生じる畜産物の生産など、食品の安全性の確保に重大な支障を来す可

能性が高まっていること 

  ④ 我が国は、飼料原料用のトウモロコシを海外に依存しているが、その最大の輸入先である米国にお

いて作付けされた安全性等が確認されていない遺伝子組換えトウモロコシが混入するなど、水際で

の検査の重要性が高まっていることから、これまで以上にその確実な実施が求められるとともに、

例えば、動物由来のたんぱく質を原料とした飼料や遺伝子組換え体が混入するおそれが高い輸入飼

料など、よりリスクの高い飼料を対象に検査を重点化していくことが極めて重要となっている。 



 7

○ 本事務・事業については、このように、これまで以上に確実な実施が求められるが、飼料の検査に関

する技術は日夜進歩しており、国民に対し、より安全で質の高いサービスを、より低コストで提供

していくためには、本事務・事業において、こうした新たな技術の導入を図り、検査精度の向上や

検査時間の短縮といった努力を行うとともに、試薬調製等の作業についてアウトソーシング等を検

討する必要がある。 
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組織形態の見直しに係る当初案 

法人名 （独）肥飼料検査所 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、国の責務である食の安全の確保のために必要な肥料や飼料等の安

全性を確認するためのものであり、高度な専門知識と検査技術・体制を有し、かつ公正中立な機関

が行う必要があることから、今後とも国の関与の下で特定独立行政法人の形態で実施する必要があ

る。 

○ また、有害物質の混入等があった場合における迅速かつ機動的な対応を確保する観点、立入検査等公

権力を行使する観点及び国際的な信用を確保する観点からも、特定独立行政法人の形態を継続する

必要がある。 

○ なお、肥飼料の検査に高度に特化した職員の資質・施設となっていること、立入検査や緊急時の対応

等の観点から、今後とも他の機関と統合せず、現在の地方事務所の体制を継続する必要がある。 

組織形態について上記措置を講

ずる理由 

 

○ 本事務・事業は、 

 ① ＢＳＥのまん延防止をはじめ食の安全の確保の一環として行うものであり、国の責務であること 

 ② 肥料取締法や飼料安全法に基づく登録や行政処分の前提となる検査等であり、私権の制限や公権 

力の行使を伴うものであることから、公正かつ厳格な実施が求められること 

 ③ 立入検査など検査対象から対価を徴収することができない性格のものであること 

 ④ 肥飼料は、全国的に流通するものであり、その検査等は国の指示の下で全国均質な専門技術に基づ

き一元的に実施する必要があること 

等から、民営化することは困難であり、適正かつ効率的に肥料や飼料等の安全性等を確認するために

は、高度な専門知識と検査技術・体制を有する本法人が国の関与の下で独立行政法人の形態で実施す

ることが適当である。 

○ 特に、本法人が行っている立入検査は、製品の安全性に係る問題が判明した場合、国の責務である食

品の安全性の確保のため、国と一体となって、緊急に事業者に対して強制的な検査を行うことが必要

不可欠であるが、 

 ① 製造工場や倉庫等の販売を行っていない場所で、原料、製品を問わず、検査の立会人に所有権がな

い場合であっても、強制的に収去する必要があること 
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 ② 分析・鑑定用の製品の収去を行うだけでなく、原料の入手先・保管状況、製造方法、製品在庫の管

理状況等の多岐に亘る項目について詳細な検査等を行う必要があること 

 など、事業者に与える負担が極めて大きく、検査に対する事業者の理解・協力が不可欠な上、 

 ③ BSE 関連の検査等で、緊急に今までにない検査項目を追加したり、迅速に処分をすることが必要と

なるなど緊迫した対処が多いこと 

  ④ 肥飼料の製造業者は中小零細企業が多く、さらにリサイクルの進展により他業種からの新規事業 

者の参入が増えている中で、法令等に対する理解・認識が不足している業者が存在していることか

ら、検査に際しての強制力が益々重要になっているところである。 

  さらに、本法人は、飼料添加物の試験施設に対して、OECD で策定された GLP（Good Laboratory 

Practice)への適合性確認に係る査察を行っているが、適合した施設において実施された試験データ

は、日・EU 相互承認協定により EU 各国と相互に受け入れることとなっており、EU 側では国自らが実

施しているところである。 

  以上のことから、本法人は、業務停滞のおそれがなく、職員の中立性・公正性が明確に担保され、守

秘義務が課された公務員の身分を有している必要がある。 

 

○ また、肥飼料は、農畜産物や汚泥など既知の物質の混合物で製造され、品質が不安定であるため、肥

飼料の安全性の確保には、事後的に、実際に多くの製造現場において立入検査等を実施し、原料の由

来、製造工程及び品質管理状況等を総合的に確認すること並びに適切なサンプルの収去及び迅速な分

析・鑑定等を行うことが重要である。本法人は、これらの分析・鑑定に必要な専門知識、技術、施設

を有するとともに、立入検査時の対応方法などのノウハウを有した職員からなっており、高度に特化

した検査機関である。このため、例えば、同じ物質の安全性を確保するための機関であっても、物質

の安全性について事前に、慎重、緻密かつ正確に判断することが特に求められるような他の機関と統

合し職員・施設を融通した場合、マネジメントの方法や職員の資質に相違があることによって、緊急

時の対応等で取り返しのつかないミスをおかし、ひいては食品の安全性の確保に支障を来すおそれが

ある。 
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○ さらに、本法人は、検査対象の製造事業場が数多く立地している輸入港が存在する経済圏の中心都市

に地方事務所を設置しているが、 

 ① 肥飼料の安全性の確保は、立入検査を実施し、日頃から製造現場の実態について専門的見地から 

精通していることが不可欠であること 

 ② 安全面で問題のある製品が見つかった場合、迅速な対応を取る必要があること 

 ③ 肥飼料の生産業者は、中小零細企業が中心であり、登録等の手続き、製品の安全管理等について直

接アドバイスを行う必要があること 

 ④ 特に、平成 16 年のカルタヘナ法の施行等に伴い、今後、輸入港における飼料の検査が大幅に増加 

することが見込まれること 

等から、業務量に応じた適切な経営資源の配置を行いつつ、引き続き現体制を維持していくことが適

当である。 

 

 


