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Ⅰ 独立行政法人の抜本的見直しの背景 

 

 独立行政法人は、公共性の高い一定の事業について、国の事前関与を極力なく

し、法人の自律性にゆだねることで業務の効率化を高めることを目指して設計さ

れ、平成13年に発足した制度である。政策の「企画」と「執行」を分離し、業務

の専門性が高く一般的な行政組織とは別に事業を遂行することが必要な分野、あ

るいは運営費交付金制度等により機動的かつ柔軟な事業実施が求められる分野等

について、国からの一定のガバナンスを保持しつつ国から独立した組織体が政策

の執行をつかさどることは、より質の高い行政サービスの提供のために効果的な

システムといえる。 

 

 しかしながら、独立行政法人制度の発足に当たっては、政府の機能の一部を切

り出し効率的に運営するために設立されたいわゆる「先行独法」と、その後、特 

殊法人等と行政との関係を再整理するため、特殊法人等から移行したいわゆる 

「移行独法」とが併存することとなった。 

 

 当時は、それぞれの法人が担う業務の特性や実態はあまり着目されず、新法人

の設立や組織面に議論が集中しがちであった。この結果、①様々な分野で様々な

態様の業務を行っている法人をすべて一律の制度にはめ込むこととなり、また、

②移行前の行政組織や特殊法人等における種々の業務が、十分な検証や整理がな

されることなく新法人に引き継がれることになった面は否定できない。 

 

 行政サービスの水準向上を目的に発足した独立行政法人であったが、創設後約

10年が経過し、必要のない事業の継続、不要な資産の保有など非効率な業務運営

が温存される傾向にあることが指摘されているのは、以上のような問題を抱えて

いたことが大きな要因の一つと考えられる。 

 

 政府は、昨年来、事業仕分けの手法を用いて行政全般の刷新を強力に進めてき

た。行政刷新の本旨は、行政本体のみならず独立行政法人など行政に関連する分

野も含めた効率化を徹底し、より高度な行政サービスの提供を実現することにあ

る。その際には、上述したこれまでの独立行政法人が内包してきた問題を踏まえ

た対応が不可欠であり、まず①事務・事業等の無駄を洗い出した上で、②制度・

組織の見直し、とりわけガバナンスの在り方について検討を進めることが重要で

ある。 

 

 すなわち、単に組織をどう移行させるか等の観点ではなく、まず、事務・事業

自体の徹底的な見直しを行い、真に必要な事業か、独立行政法人が行うべき事業

か等の観点から検証を行うことが前提である。その上で、独立行政法人が実施主

体となることがふさわしいと判断された事業について、重複等を排除しつつ、い

かなる組織体がそれを担うことが適当かとの観点から独立行政法人組織の再編整

理を行うとともに、その事業の目的、特性、財源等を踏まえて、 も適切なガバ
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ナンスの仕組みなどの制度設計を検討すべきである。 

 

 こうした考え方の下、独立行政法人の抜本改革の第一段階として、その業務の

特性等を踏まえながら、すべての独立行政法人の全事務・事業及び全資産を精査

し、今般「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」として講ずべき措置

について取りまとめたところである。各法人及び主務府省においては、本基本方

針に沿って自ら事務・事業の改革を着実に推進することが必要である。 

 

 本基本方針の着実な実施とともに、改革の第二段階として、同方針を踏まえた

独立行政法人の制度・組織の見直しの検討を今後進めることとする。 

 

 独立行政法人改革は、行政と独立行政法人との関係の再整理を含め、「公」の

新しい姿を構築するための改革である。かかる観点から、政府が一体となってこ

の改革に積極的に取り組んでいくこととする。 

 

 なお、独立行政法人の抜本的な見直しに当たって、独立行政法人の雇用問題に

配慮する。 
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Ⅱ 事務・事業の見直しについて 

 

 独立行政法人のすべての事務・事業について、以下の基本的な考え方に基づき

点検作業を進めてきており、各独立行政法人の事務・事業について講ずべき措置

は、別表のとおりである。 

 

１．研究開発関係  

 

○ 国の政策に基づく研究開発を確実に実施するため、国の政策目的や優先度を

踏まえて、研究開発テーマを重点化する。 

○ 複数の独立行政法人が類似の研究開発を行っている場合、事業の再編・統廃

合等により重複排除を図り、重点的な研究開発を推進する。 

○ 資金配分先の選択が固定化しないようにするとともに、優先度に即して、よ

り効率的・効果的なものに資金配分がなされるように、競争的資金制度の大く

くり化を図る。 

○ 国と独立行政法人がそれぞれ類似の競争的資金制度を有している場合、可能

な限り、より効率的に実施できる体制の下で一元化する。 

○ 研究開発以外の業務に付随して行う調査研究について、主たる業務を行う上

で必要不可欠なものに重点化する。 

 

２．金融関係  
 

○ 民間での実施や他の手段で代替できるなど、政策的意義が低下している金融

関係事業は廃止する。 

○ 政策的意義が高く引き続き独立行政法人で実施すべきと考えられる金融関係

事業については、リスク審査を強化するなどして、財務内容の健全化を進める。 

 ○ 債権管理・資金回収を強化する。 

○ 共済、年金及び保険については、資産運用管理を強化し、運用益の拡大や繰

越欠損金の解消を図る。 

 

３．研修・試験関係  

 

○ 独立採算が可能で、民間でも実施能力のあるものについては、民間で行うも

のとする。また、独立行政法人で行うものについても、可能な限り、民間委託

を推進する。その際、公的な位置付けが必要な試験については、その位置付け

の維持に留意する。 

○ 自治体の権限に関連するもの、地域のニーズに応じてきめ細やかに実施すべ

きもの及び既に自治体が類似事業を実施しているものについては自治体への移

管を図る。 

○ 実績の低い研修等は廃止するとともに、政策的意義について改めて検証し事

業の重点化を図るなど、事業の効率化・重点化を推進する。 
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４．施設管理・運営関係  
 

 ○ 稼働率が低いもの、他に代替施設があるもの等、政策的意義が低いものは廃

止する。 

 ○ 民間や自治体でも実施可能なものについては、独立行政法人は業務を行わな

い。 

 

５．検査・分析関係  

 

○ 技術面等から民間で実施可能な定型的検査・分析等の業務については、公平

・中立性を確保した上で、可能な限り民間で実施する。 

 

６．病院関係  
 

○ 診療事業については、交付金対象事業を国の政策上特に必要と認められる分

野に限定し、国費に頼らない形での実施を目指す。 

○ 管理部門の縮小、地域事務所の見直し、人員削減等により事務・間接部門の

一層の効率化を図る。 

 

７．その他  

 

 ① 情報収集・提供 

○ 民間や他法人が類似の情報収集・提供業務を行っている場合には、事業の

廃止や再編等により重複を排除する。 

 

 ② 交流・招へい 

○ 民間や他法人が類似の交流・招へい業務を行っている場合には、事業の廃

止や再編等により重複を排除する。 

 

 ③ 助成・振興 

○ 事業の実施に当たっては、国が要件等を具体的に定めるとともに、政策的

意義を十分検証し、事業規模を必要 小限とする。 

○ 中小企業やベンチャー企業等の研究開発に関し、その成功時の売上等に係

る納付を前提として、独立行政法人が財投資金から調達して行う支援事業は

原則として廃止する。 
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Ⅲ 資産・運営の見直しについて 

 

 独立行政法人の資産・運営については、以下の取組を進める。また、各独立行

政法人の資産・運営について個別に講ずべき措置は、別表のとおりである。 

 

１．不要資産の国庫返納  

 

○ 国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金

や保有する施設等について、そもそも当該独立行政法人が保有する必要性があ

るか、必要な場合でも 小限のものとなっているかについて厳しく検証し、不

要と認められるものについては速やかに国庫納付を行う。 

○ 不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付す

ることとし、国は、納付を受けたものを含めた国有財産全体の有効活用を図る。 

○ なお、本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについて

も、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を対象に、

自主的な見直しを不断に行う。 

 

２．事務所等の見直し  

 

○ 国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等

の運営については、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠を超えた共用化を

行い、管理部門経費を削減する。 

○ 東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要

な機能の移転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。 

○ 海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合

を行うとともに、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同一都市にあり、

政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮し

つつ、施設の共用化を図る。このため、海外事務所を有する各独立行政法人や

主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。 

○ 職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の

利用により機能を代替できるものは廃止する。 

○ 本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施

設に合わせて考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立地等を再検証

し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の

見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を行う。 

 

３．取引関係の見直し  

 

 ① 随意契約の見直し等 

○ 各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」

（平成21年11月17日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し計画を着

- 5 -



 

実に実施する。具体的には、随意契約については、原則として一般競争入札

等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応札・応募となった

契約については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条

件、発注規模の見直し等の改善を図り、コストの削減や透明性の確保を図る。 

○ また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、主

務大臣及び各独立行政法人（契約監視委員会）は、各法人において締結され

た契約についての改善状況をフォローアップし、毎年公表する。総務省は、

その結果を取りまとめ、公表する。 

 

 ② 契約に係る情報の公開 

○ 独立行政法人が実施する事務・事業の大半は、財源として国民の税金が充

てられていることから、国民に対し、その使途についての説明責任を十全に

果たすとともに、徹底した透明性を確保する必要がある。 

○ 現在、独立行政法人会計基準に基づき、特定関連会社、関連会社及び関連

公益法人等（以下「関連法人」という。）に係る情報が開示されているとこ

ろであるが、関連法人以外の法人であっても、独立行政法人と一定の関係を

有するものについては、その情報公開の範囲を拡大することが適当である。 

○ このような観点から、独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又

は監督の地位にある職を経験した者が再就職しており、かつ、総売上高又は

事業収入に占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合である法人と契

約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の

状況について情報を公開するなどの取組を進める。 

 

 ③ 関連法人の利益剰余金等の国庫納付等 

○ 各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競

争が確保されていない契約（競争入札における一者応札や企画競争における

一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金又は内部留保

の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納付する、あるいは当該

部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。 

 

 ④ 調達の見直し 

○ 各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、

コストの縮減を図る。特に研究開発事業に係る調達については、下記の取組

を進めるほか、他の研究機関と協力してベストプラクティスを抽出し、実行

に移す。 

ア）調達に係る仕様要件の見直しを行う。 

イ）調達方式による価格比較を行い、リース方式が割安な場合は積極的にこ

れを活用する。また、研究機器や保管機器等について他の研究機関との共

同利用等の可能性を検討する。 

ウ）価格調査に当たっては、他の研究機関の購入実績等を確認することなど

により適正価格の把握に努める。 
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○ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 

号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供

するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 

○ 「公共サービス改革基本方針」（平成22年 7 月 6 日閣議決定）に基づき、

行政刷新会議に設置された公共サービス改革分科会において、公共サービス

改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が検討され、平成

23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏まえ、調達の効率

化等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。 

 

４．人件費・管理運営の適正化  

 

 ① 人件費の適正化 

○ 独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱い

について」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独立行政法

人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。 

○ 国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られる

よう、その水準が国家公務員と同等のものとなるよう努める。 

ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具

体的な方策と数値目標を内容とする取組を着実に実施する。 

イ）主務大臣は、上記取組の実施状況を的確に把握するとともに、人件費削

減の進ちょく状況、給与水準の在り方等を検証した上で、その結果を、国

家公務員と比べて給与水準が高い理由、講ずる措置等と併せ、総務大臣に

報告する。 

ウ）総務大臣は、上記の報告を取りまとめ、公表する。 

○ 各独立行政法人の長、理事及び監事等の報酬については、個人情報保護に

も留意しつつ、引き続き個別の額を公表する。 

○ 給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価におい

ても、引き続き厳格なチェックを行う。 

 

 ② 管理運営の適正化 

○ 業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見

直し、簡素な管理部門、効率的な運営体制を確保することにより、業務運営

コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効率化目標につ

いて、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努力を行うとの観点か

ら具体的な目標を設定する。 

○ 法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及

び職員の諸手当については、国家公務員に準じたものとなるよう徹底を図る。 

○ また、事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、

必要な経費を積算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合理化

を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナンスの観点から、

その在り方を検討する。 
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○ 組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実

施する体制を整備する。 

 

５．自己収入の拡大  

 

○ 特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実

施する事業については、受益者の負担を適正なものとする観点から、その負担

の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配慮しつつ検査料等の

見直しを行う。 

○ また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることによ

り、国費の削減を図る。 

○ 出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じ

て自己収入の拡大を図る。 

 

６．事業の審査、評価  

 

○ 複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率

的な事業実施や、選択・実施過程の更なる透明化を図るため、有識者から成る

第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを導入する。 

○ また、中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するな

ど、評価結果を事業実施過程に適切に反映させるとともに、事業の選定・採択

時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階における評価結果をホ

ームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任を果たす。 
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（別表） 

各独立行政法人について講ずべき措置 



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 農薬関係事業

02 飼料及び飼料添加物関係事業

03 肥料及び土壌改良資材関係事業

04 食品等関係事業
消費者庁、国民生活センター等との役
割分担の明確化

23年度から実施

　国民生活センターの商品テスト事業に必要な分析のうち、本法人のみが分析可能な項目について、あら
かじめ協議する仕組みを構築する協定を締結する。また、相談窓口である消費安全情報部の業務について
は、企業等からの技術的な相談のみを本法人が受け付け、それ以外は各地方の農政局に任せることによ
り、本法人の情報提供業務を縮減する。ただし、消費者から相談が寄せられた場合には、行政サービスの
一環として対応する。

実施時期 具体的内容

05 不要資産の国庫返納 土地等の国庫返納 24年度以降実施 　堺ほ場の廃止に伴い生じた不要資産を国庫納付する。

06 門司事務所の見直し 24年度中に実施
　門司事務所について、統合に必要な経費とその確保について検討し、福岡センター（旧肥飼料検査所）
と統合して業務の効率化を図る方向で検討を進める。

07 札幌センターの効率的な業務運営 23年度から実施
　小樽事務所の機能を札幌市内の新事務所に移転し、旧札幌センターと一体的に運営するとしているが、
いまだに統合の効果が限定的であるため、統合の利点をいかした、より効果的・効率的な業務運営を図
る。

08 堺ほ場の廃止 24年度中に実施 　他の法人とほ場の共同利用を図るなどの方法により、堺ほ場を廃止する。

事務・事業

農林水産消費安全技術センター農林水産省

【事務・事業の見直し】

自己収入の拡大 23年度から実施
　民間からの依頼に基づく検査事業並びに農薬、肥料及び飼料の講習事業について、国費率低減の観点か
ら自己収入の拡大を図る。また、新試験の項目の追加（飼料添加物関係試験、重金属管理関係試験）によ
る業務量の増加については、人員増とならないように業務の効率化を行う。

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

一層の効率化（栽培試験業務の民間委
託等による効率化）

23年度以降実施
　栽培試験の効率化の観点から、現在一部の品種において実施されている民間委託の拡大を図るため、公
募案件数を拡大する。栽培試験の結果については、電子媒体での検定・報告を推進し、審査等に係るコス
トについて一層の効率化を図る。

品種保護相談役（品種保護Gメン）事
業の見直し

22年度から実施
　海外における育成者権侵害については、類似性試験対象作物の拡大、侵害情報の提供など税関等におけ
る水際対策への協力を主とし、品種保護Gメンの東アジア地域への派遣事業については、事業規模を縮減す
る。

02 農作物の種苗の検査 受益者負担の拡大 23年度から実施
　民間からの依頼に基づく検査については、管理費も含めて検査コストに見合った手数料を徴収するよう
に価格設定を見直す。

ばれいしょ及びさとうきびの原原種配
布価格の引上げによる自己収入の拡大

23年度から実施
　本法人による原原種の生産コストと本法人から都道府県への原原種の配布価格とに大きな乖離があるた
め、特にばれいしょについて関係都道府県や生産団体と協議しつつ、一般栽培農家の経営に大きな影響を
与えることなく原原種の配布価格を引き上げることにより、自己収入の拡大を図る。

余剰・規格外原原種の処分方法の見直
しによる自己収入の拡大

22年度から実施 　余剰・規格外原原種の処分については、一般種苗用の販売の拡大など自己収入の拡大を図る。

実施時期 具体的内容

04 取引関係見直し
規格外原原種の処分に係る取引の見直
し

23年度から実施
　余剰・規格外原原種の処分のうち、でん粉原料用として売却するものについては、民間企業等に随意契
約で売却されているため、契約の在り方を見直し、一般競争入札に改める。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

種苗管理センター農林水産省

【事務・事業の見直し】

01
農林水産植物の品種登録に係る
栽培試験

03
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
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

家畜改良業務の事業規模の縮減（家畜
の多様化、系統造成の支援に特化）

23年度以降実施
　乳用種雄牛の検定業務の民間移行、系統豚造成の段階的廃止等により事業規模を縮減するとともに、種
畜の多様化に特化した業務体系に移行する（泌乳持続性や飼料利用性の重視など）。

精液採取用種雄牛の貸付業務の見直し
による自己収入の拡大

23年度から実施
　精液採取用種雄牛の貸付けの入札については、応札者数が少ないことから、周知活動を強化するなどの
方法により更に競争性を高める。

調査研究業務について事業規模の縮減 23年度から実施

　業務効率化のための調査に特化し、より研究要素の強い業務（資源循環型の窒素成分強化たい肥を用い
た飼料作物栽培に関する調査、食味に関する新たな理化学分析項目の開発及び体細胞クローン牛の調査）
は他の研究開発法人（特に農業・食品産業技術総合研究機構（畜産草地研究所））や大学、民間等にゆだ
ねるなど役割分担を明確化し、事業規模を縮減する。

02 飼料作物種苗の増殖
種苗（原種）の提供価格の見直しによ
る自己収入の拡大

23年度から実施
　提供価格については、栽培用種子の農家への販売価格に及ぼす影響に留意しつつ、原則として生産コス
トに見合った金額に見直すとともに、より競争的な契約手続を導入し、自己収入の拡大を図る。

03 牛トレーサビリティ業務 － － －

04 種畜検査及び種苗検査 種畜検査の自治体移管 23年度以降実施
　総コストの縮減を図りつつ、各都道府県における検査能力水準の斉一化、検査結果についての責任問題
の整理を行い、事業を自治体に移管する。

実施時期 具体的内容

05 不要資産の国庫返納 土地等の国庫返納 23年度以降実施 　「取引関係の見直し」に伴い生じた不要資産を国庫納付する。

06 取引関係見直し 土地等の貸付けの見直し 23年度以降実施
　本所(福島県)において貸付けを行っている土地（社団法人家畜改良事業団：土地約700㎡・建物約460
㎡・無償、社団法人ジャパンケネルクラブ：土地約1万㎡、約21万円/年）については、土地の売却又は適
正価格による貸付けを行う。

07 人件費の見直し 技術専門職員の見直し 23年度以降実施
　技術専門職員が担当する家畜管理、飼料生産業務等については、費用対効果の観点から十分に精査し、
アウトソーシングを促進する。

事務・事業

家畜改良センター農林水産省

【事務・事業の見直し】

01 全国的な視点での家畜改良

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
水産に関する学理及び技術の教
授及び研究

水産業を担う人材の育成教育の在り方
に係る検討及び事業規模の縮減

23年度から実施

　事業仕分けの結果を踏まえ、専攻科定員配分の見直しによる水産系海技士養成の重点化、国立大学法人
との連携強化による教育効果の向上を図るほか、水産業を担う人材の育成教育の効果的・効率的な在り方
について引き続き検討する。また、次期中期目標期間において、田名臨海実験実習場を廃止し国庫納付す
ることなどを検討し、事業規模を縮減する。

事務・事業

水産大学校農林水産省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

研究テーマの重点化と組織・人員の見
直し

23年度以降実施

　研究所（研究グループ）ごとに研究課題を提案する縦割の体制ではなく、農業政策上の優先事項を把握
した農林水産技術会議や本部の下、研究者が有機的に連携し、適切な研究資源配分がなされるよう事業実
施体制を見直す。この際、本部、６センター、８研究所及びその下に設置されている28研究拠点・支所・
試験地において硬直的に事業を実施している体制について整理し、見直しを行う。
　また、政策部局による評価を本法人の内部評価に反映させ、ニーズや進ちょくに合わせて機動的に研究
の中止・変更を行う。現在の研究テーマについても、以下の事業の廃止を含め、農業政策上緊急かつ必要
不可欠な事業であるかを精査の上、その結果に基づき事業規模の適正化を図る。
　「農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発」「地域資源を活用した豊かな農村環境の
形成・管理技術の開発」「農業・農村の持つやすらぎ機能や教育機能等の社会学的解明」等本法人で実施
する必要性に乏しい研究課題を廃止する。この際、３Dドームシアターを処分する。
　「フェロモン利用等を基幹とした農薬を50％削減するりんご栽培技術の開発」「RNAサイレンシング等を
活用した大豆わい化病抵抗性付与技術の開発」「育種工学的手法による甘しょへの病害抵抗性付与技術の
開発」等研究の進ちょく状況により他機関に研究をゆだねることが適当な課題を廃止する。
　「北海道地域における高生産性畑輪作システムの確立」事業に関連する「大型機械テラドス」に係る研
究等の研究開始から相当期間経過しても民間での活用実績が少ない研究を廃止し、機器を処分する。
　「経営計画・販売管理・財務分析を統合した経営意思決定支援システムの開発」「農村景観シミュレー
ター」事業等のシステム開発については、研究成果の早期民間移転を図る。

共同プロジェクト研究の融合及び効率
化

23年度から実施

　「生物機能を利用した環境負荷低減技術の開発」「新農業展開ゲノムプロジェクト」「地域活性化のた
めのバイオマス利用技術の開発」など、本省の複数のプロジェクト研究について、４法人（農業・食品産
業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）が共
同研究を実施していること、プロジェクト研究以外でも４法人が研究連携についての包括的な協定を締結
していることにかんがみ、４法人の研究や人員を一体化・融合することでシナジー効果・効率化を図る。

02
農業・食品産業技術研究等業務
（教授業務）

農業経営者育成教育の在り方の抜本的
な見直し

22年中に実施
　農業者大学校については、平成23年度から新規募集が停止されているところであり、「廃止」との事業
仕分けの結果を踏まえ、在学生に配慮しつつ、農業経営者育成教育の在り方を抜本的に見直す。

研究業務の実現可能性の高い研究テー
マへの重点化による規模の縮減

23年度から実施

　研究業務については、研究テーマの採択に係る事前審査及び中間審査を強化する。
　農業政策上緊急的に措置が必要なもの、及び、実現可能性（高コストでないことを含む）が高い分野に
限定し、事業実施のための評価スキーム等を確立する。
　共同研究における民間企業の負担割合を増加し、より普及が見込まれるテーマに重点化するよう見直
す。

受益者負担の拡大 24年度から実施 　型式検査業務及び安全鑑定業務については、更なる受益者負担の拡大を図る。

事業実施方法・主体の見直し 23年度から実施
　平成23年度の新規採択から、自己への資金配分はやめ、主体については国又は他の専門的機関等への一
元化を検討する。

ウルグアイ・ラウンド対策研究開発事
業の成果普及事業の廃止

22年度中に実施 　事業開始から10年が経過しており、事業継続の必要性に乏しいため、事業を廃止する。

05 民間研究促進業務 事業の廃止の検討 23年度から実施 　平成23年度から新規採択は行わず既存案件の業務を残して廃止することを検討する。

06 【経過業務】特例業務 事業の廃止 27年度中に実施 　平成27年度までに株式の処分等を行い、業務を廃止する。この際、残余資産があれば国庫納付する。

事務・事業

農業・食品産業技術総合研究機構農林水産省

【事務・事業の見直し】

01
農業・食品産業技術研究等業務
（試験研究並びに調査、プロ
ジェクト研究（受託研究））

03 農業機械化促進業務

04 基礎的研究業務
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実施時期 具体的内容

07
ウルグアイ・ラウンド対策事業運用利
益等負債

23年度中に実施 　ウルグアイ・ラウンド対策事業運用利益等負債（約２億円）を国庫納付する。

08 土地の売却等によって生じた不要資産 23年度中に実施 　農業者大学校の本部所在地への移転の際に生じた不要資産（約8.6億円）を国庫納付する。

09 農業者大学校用施設 24年度以降実施
　農業経営者育成教育の在り方の抜本的な見直しに伴い、農業者大学校関連施設のうち、不要となるもの
を国庫納付する。

10 事務所等の見直し 東京事務所の移転 23年度中に実施
　東京事務所、東京リエゾンオフィスについては、本部（つくば市）を含めた東京23区外へコストを縮減
する形で移転する。

11 事業の審査及び評価 23年度から実施
　案件の選定や事後評価等に際し、第三者委員会による外部評価を適切に反映し、手続の更なる透明化、
案件の重点化を図る。

12 新たなガバナンス体制の構築 23年度以降実施

　研究所（研究グループ）ごとに研究課題を提案する縦割の体制ではなく、農業政策上の優先事項を把握
した農林水産技術会議や本部の下、研究者が有機的に連携し、適切な研究資源配分がなされるよう事業実
施体制を見直す。この際、本部、６センター及び８研究所の下に設置されている28研究拠点・支所・試験
地については、硬直的に事業を実施している体制の見直しを行う。

13

不要資産の国庫返納

組織体制の整備

　４研究開発法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）については、研究分野としてのまとまり、研究内容の関連性の強
さを踏まえ、組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見直す。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

【その他】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

共同プロジェクト研究の融合及び効率
化

23年度から実施

　「生物機能を利用した環境負荷低減技術の開発」「新農業展開ゲノムプロジェクト」「地域活性化のた
めのバイオマス利用技術の開発」など、本省の複数のプロジェクト研究について、４法人（農業・食品産
業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）が共
同研究を実施していることや、プロジェクト研究以外でも４法人が研究連携についての包括的な協定を締
結していることにかんがみ、４法人の研究や人員を一体化・融合してシナジー効果・効率化を図る。

依頼照射事業の自己収入の拡大 23年度から実施
　放射線育種場について、依頼照射料金（野外照射12,100円、室内照射5,800円）を見直し、自己収入の拡
大を図る。この際、依頼照射が無料となっている他の法人、国大法人に対し有料化を検討する。

実施時期 具体的内容

02 事務所等の見直し 放射線育種場寄宿舎の廃止 23年度以降実施 　放射線育種場に設置されている寄宿舎を廃止する（平成21年度利用率6.5％）。

03 組織体制の整備 特許取得・保持の見直し 23年度から実施
　実用化に繋がる可能性の判断の厳格化による保有コストの低減及び技術移転活動の活性化による実施許
諾収入の増加を図る（特許保有コスト：743万円、特許収入：171万円）。

04
　４研究開発法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）については、研究分野としてのまとまり、研究内容の関連性の強
さを踏まえ、組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見直す。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

【その他】

01
生物資源の農業上の開発・利用
に関する技術の基礎的な調査及
び研究

事務・事業

農業生物資源研究所農林水産省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
農業生産の対象となる生物の生
育環境に関する技術の基礎的な
調査及び研究

共同プロジェクト研究の融合及び効率
化

23年度から実施

　「生物機能を利用した環境負荷低減技術の開発」「新農業展開ゲノムプロジェクト」「地域活性化のた
めのバイオマス利用技術の開発」など、本省の複数のプロジェクト研究について、４法人（農業・食品産
業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）が共
同研究を実施していることや、プロジェクト研究以外でも４法人が研究連携についての包括的な協定を締
結していることにかんがみ、４法人の研究や人員を一体化・融合してシナジー効果・効率化を図る。

実施時期 具体的内容

02 組織体制の整備 特許取得・保持の見直し 23年度から実施
　実用化につながる可能性の判断の厳格化による保有コストの低減及び技術移転活動の活性化による実施
許諾収入の増加を図る（特許保有コスト：12万円、特許収入：23万円）。

03

事務・事業

農業環境技術研究所農林水産省

【事務・事業の見直し】

　４研究開発法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）については、研究分野としてのまとまり、研究内容の関連性の強
さを踏まえ、組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見直す。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

【その他】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

共同プロジェクト研究の融合及び効率
化

23年度から実施

　「生物機能を利用した環境負荷低減技術の開発」「新農業展開ゲノムプロジェクト」「地域活性化のた
めのバイオマス利用技術の開発」など、本省の複数のプロジェクト研究について、４法人（農業・食品産
業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）が共
同研究を実施していることや、プロジェクト研究以外でも４法人が研究連携についての包括的な協定を締
結していることにかんがみ、４法人の研究や人員を一体化・融合してシナジー効果・効率化を図る。

オープンラボ（島嶼環境技術開発棟）
の利用料徴収による自己収入の拡大

23年度から実施 　当該施設について、受益者負担拡大の観点から利用料を徴収し自己収入を拡大する。

実施時期 具体的内容

02 組織体制の整備 特許取得・保持の見直し 23年度から実施
　実用化に繋がる可能性の判断の厳格化による保有コストの低減及び技術移転活動の活性化による実施許
諾収入の増加を図る（特許保有コスト：1053万円、特許収入：16万円）。

03
　４研究開発法人（農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター）については、研究分野としてのまとまり、研究内容の関連性の強
さを踏まえ、組織の在り方、業務の実施方法を抜本的に見直す。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

【その他】

01
開発途上地域の農林水産業に関
する技術の試験研究

事務・事業

国際農林水産業研究センター農林水産省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

研究課題の重点化（事業規模の適正
化）

23年度から実施

　森林・林業政策上の優先事項を把握した本部の下、研究者が有機的に連携し、適切な研究資源配分がな
されるよう事業実施体制を見直す。
　また、本省の政策部局における施策ニーズに一層的確に対応するよう、現在の研究テーマについて森
林・林業政策上緊急かつ必要不可欠な事業であるかを精査の上、研究課題の重点化を図り、その結果に基
づき事業規模の適正化を図る。
　この際、「森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発」を廃止する。

国立環境研究所との連携等 23年度から実施
　温室効果ガスの影響評価、温室効果ガス削減効果等の地球温暖化対策に向けた研究については、国立環
境研究所において関連する研究が行われており、引き続き研究課題の重複の排除を図るとともに、国立環
境研究所との連携を強化する。

02 林木育種事業
種苗配布価格の見直しによる自己収入
の拡大

23年度から実施
　少量多品種の種苗を育成し、都道府県に原種を配布しているが、より低コストで大量生産された種苗の
市場価格と同程度の価格設定であるため、優良種苗の普及に配慮しつつ配布価格を引き上げることによ
り、自己収入の拡大を図る。

03 水源林造成事業 事業の効率化等 23年度から実施

　水源林造成事業に掛かる経費については、分収造林契約に基づく将来の造林木販売収入を適切に見積も
るなど事業の収支バランスに係る試算を不断に見直すとともに、公益的機能発揮の確保に必要な森林施業
のコストの削減に向けた取組を徹底する。
　また、経過措置として旧緑資源機構から本法人が承継した水源林造成事業は、当分の間、本法人での実
施を継続することとしているが、水源林造成事業の受け皿法人の検討について早期に結論を得る。

25年度目途実施 　特定中山間保全整備事業は、現在実施中の２区域の事業完了をもって廃止する。

24年度目途実施 　農用地総合整備事業は、現在実施中の４区域の事業完了をもって廃止する。

実施時期 具体的内容

05
森林農地整備センター本部及び関東整
備局の移転・共用化

23年度から実施
　森林農地整備センター本部（川崎）及び関東整備局（赤坂）については、森林総合研究所の本所（つく
ば）との統合を含め、業務効率化の観点から適切な形での移転・共用化を検討し、実施する。

06 各整備局及び水源林整備事務所の縮減 24年度から実施
　水源林整備事務所（33か所）について、事務所数の縮減を進める。また、各整備局と研究部門の事務所
（５か所）との共用化について検討する。

07 分室の廃止 23年度中に実施 　成宗分室（東京都杉並区）及び青山分室（岩手県盛岡市）を廃止する。

事務・事業

森林総合研究所農林水産省

【事務・事業の見直し】

事業の廃止

事務所等の見直し

01 森林・林業分野の研究の推進

04 特定中山間保全整備事業等

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
水産物の安定供給確保のための
研究開発

02
水産業の健全な発展と安全・安
心な水産物供給のための研究開
発

03
研究開発の基盤となる基礎的・
先導的研究開発及びモニタリン
グ等

実施時期 具体的内容

04 不要資産の国庫返納
漁獲収入低減リスクの分散のための政
府出資金

23年度中に実施 　漁獲収入低減リスクの分散のための政府出資金のうち約11億円を国庫納付する。

05
栽培漁業センター、さけますセンター
及び水産研究所の組織の一元化

23年度以降実施
　栽培漁業センター、さけますセンター及び水産研究所の組織の一元化によって事業所数の更なる縮減を
図るとともに、技術普及・モニタリングのみを行っているさけます事業所については、近隣のさけます事
業所への統合を図る。

06
利用率の低い宿泊施設の在り方の見直
し

23年度以降実施

　西海区水産研究所石垣支所研修宿泊棟（稼働率：６％）、北海道区水産研究所外来研究員宿泊所（稼働
率：７％）、東北区水産研究所外来研修員宿泊施設（稼働率：３％）等の利用率の低い施設については、
これらの宿泊施設の近年の利用状況、必要性及び費用対効果を検証の上、不要と判断されたものについて
は、施設の在り方について廃止を含めて検討する。

事務・事業

水産総合研究センター農林水産省

【事務・事業の見直し】

水産業に成果が直結する研究に特化し
た整理統合を行い、重点化（事業規模
の縮減）

23年度から実施

　水産業に係る政策上の優先事項を把握した本部の下、研究者が有機的に連携し、適切な研究資源配分が
なされるよう栽培漁業センター、さけますセンター及び水産研究所の組織の一元化を図るなど事業実施体
制を見直し、事業規模の縮減を図る。
　また、本省が行う水産業に係る施策の内容を法人の内部評価に反映させ、現在の研究テーマについて
は、水産業に係る政策上緊急かつ必要不可欠な事業であるかを精査の上、調査研究の重点化を図る。
　この際、「漁業・漁村が持つアメニティや自然環境保全等の多面的機能の評価手法の開発、多面的機能
の向上手法の研究」を廃止する。

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 畜産関係業務
プール資金の在り方を見直し、緊急性
のある事業以外は国直轄で実施するこ
とも含め、事業を整理・縮減

23年度から実施

　経営安定及び需給・価格安定事業のうち、緊急性が必ずしも高くない資源循環型酪農推進事業及び鶏卵
需給安定緊急支援事業については国直轄で実施するとともに、生乳需要創出緊急対策支援事業は廃止し、
その他畜産業振興事業については更に事業を縮減する。また、本法人の保有資金及び公益法人に造成して
いる基金を真に必要な限度まで縮減する（財団法人畜産環境整備機構のリース基金の段階的な廃止・引上
げ等）。

指定野菜価格安定対策事業、特定野菜
等供給産地育成価格差補給事業につい
て事業規模の縮減、制度設計の見直し

23年度から実施
　指定野菜価格安定対策事業及び特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の国費全体分における資金の保
有率を50％から30％に低減するなどプール資金の在り方を見直すことにより、事業規模を縮減する。

契約野菜安定供給制度について事業の
廃止を含めた抜本的な制度の見直し

23年度から実施
　契約取引の実態を踏まえ、リレー出荷による周年供給に取り組む生産者への支援や、野菜の価格・数量
変動への対応などを踏まえた契約野菜関係についての新しい支援政策を制度化し、利用実績が著しく低い
現行事業の実施は取りやめる。

03 砂糖関係業務 砂糖勘定の累積欠損の低減 23年度から実施
　砂糖勘定の累積欠損を低減するため、負担者からの調整金収入及び生産者等への交付金支出を適正化す
るとともに、生産者等による経営努力のインセンティブをより高める枠組みとなるよう見直しを行う。

04 情報収集提供業務 事業規模の縮減 23年度から実施 　海外事務所を廃止することに伴い、事業に係る総コストが増加しないよう事業規模を縮減する。

実施時期 具体的内容

05 不要資産の国庫返納 野菜関係業務の未活用資金 22年度から実施
　野菜関係業務の縮減に対応し不要となる資金の国庫納付については、事業仕分け結果を踏まえ、年内に
結論を得て、措置する。

06 海外事務所の廃止 22年度中に実施 　海外事務所を廃止する。

07 本部事務所経費の縮減 23年度から実施 　本部事務所（麻布台）について、業務内容を考慮しつつ、より効率化する形で事務所経費を縮減する。

事務・事業

農畜産業振興機構農林水産省

【事務・事業の見直し】

02 野菜関係業務

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 農業者年金事業（新制度）
行政事業レビュー（公開プロセス）の
結果に基づく業務改善等

23年度から実施 　行政事業レビュー（公開プロセス）の結果に基づき、農業者年金事業の業務の改善等を着実に行う。

02 農業者年金事業（旧制度） － － －

03
農地等の買入資金に係る債権管
理（旧制度）

－ － －

実施時期 具体的内容

04 事務所等の見直し 本部事務所経費の縮減 23年度から実施 　本部事務所（西新橋）について、業務内容を考慮しつつ、より効率化する形で事務所経費を縮減する。

【資産・運営等の見直し】

講ずべき措置

事務・事業

農業者年金基金農林水産省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
農業信用保険業務（農業信用保
険勘定）

低利預託原資貸付業務（農業）の廃止 23年度中に実施 　本法人の事業としては廃止する。

02
林業信用保証業務（林業信用保
証勘定）

低利預託原資貸付業務（林業）の再設
計

23年度から実施
　ニーズに応じた規模に縮減し、林業者がより使いやすい運転資金制度に再設計するとともに、制度の見
直しの検討を進める。

03
漁業信用保険業務（漁業信用保
険勘定）

低利預託原資貸付業務（漁業）の廃止 23年度中に実施 　本法人の事業としては廃止する。

04
農業災害補償関係業務（農業災
害補償関係勘定）

05
漁業災害補償関係業務（漁業災
害補償関係勘定）

実施時期 具体的内容

農業信用保険勘定の低利預託用出資金 23年度中に実施 　低利預託関連事業を廃止し、政府出資金全額（125億円）を国庫納付する。

林業信用保証勘定の低利預託用出資金 23年度中に実施
　低利預託関連事業を再設計し、政府出資金全額（171億円）のうち、新しい運転資金制度において活用す
る見込みのない金額（73億円）を国庫納付する。

漁業信用保険勘定の低利預託用出資金 23年度中に実施 　低利預託関連事業を廃止し、政府出資金全額（60億円）を国庫納付する。

農業災害補償関係勘定の利益剰余金及
び政府出資金

23年度中に実施 　事業の見直しに伴い当該勘定の利益剰余金及び政府出資金のうち40億円を国庫納付する。

事務・事業

農林漁業信用基金農林水産省

【事務・事業の見直し】

事業の見直し 23年度以降実施 　中期の融資に対応するために必要な資金規模まで縮減する。

06 不要資産の国庫返納

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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