
独立行政法人水産大学校の

平成２２事業年度に係る業務実績に関する評価補足資料

農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会



１ 平成２１年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等（政策

評価・独立行政法人評価委員会）について

平成２１年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等について（政

策評価・独立行政法人評価委員会）は、別添１( )により対応した。P2

２ 平成２２年度業務評価の取組状況について

平成２２年度業務評価の取組状況については、別添２( )により対応した。P27

３ 平成２１年度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況について

平成２１度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況については、別添３

( )のとおり取りまとめ、第４２回水産分科会にて水産大学校より説明があった。P33

４ 業務実績報告書に関する国民からの意見募集について

平成２３年７月２５日から８月１０日までの間、水産庁内にある水産分科会のホームペ

ージにおいて、平成２２年度業務実績報告書及び第２期中期目標期間( )業務実績H18-22

報告書を掲載し、国民からの意見募集を行ったが、特段の意見は寄せられなかった。
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平成２１年度業務実績評価の結果等についての意見（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

【（独）水産大学校】 

【各法人共通】 

指 摘 内 容 対応状況等 所  見 

（保有資産の見直し）    

１ 保有資産の見直しに関する政府の方針及び当委員会における評価の具体的視点等 

(1)「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成21年12月25日閣議決定） 

 独立行政法人が保有する資産の見直しについては、行政刷新会議による事業仕分け（第１

弾）を受けて、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（以下「抜本見直しの視点」と

いう。）が閣議決定され、その中で、独立行政法人の組織体制及び運営の効率化を検証する

際の視点として、「保有資産（実物資産、金融資産）等の経営資源が事務・事業の目的及び

内容に照らして過大なものとはなっていないか。徹底的に縮減し、国庫返納等を行うべきで

はないか。」との視点が示された。 

 

(2)「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（平成22年5月18日行政刷新会議決

定） 

抜本的見直しの視点の閣議決定後、行政刷新会議による事業仕分け（第２弾）を受けて、

「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（以下「横断的見直しの方針」という。）

が行政刷新会議で決定された。その中で、各府省は、独立行政法人の保有資産の抜本的見直

しを行い、「当該独立行政法人が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し、支障のない限

り、国への返納等を行う」ものとされ、独立行政法人の支所等として設置している東京事務

所、海外事務所、研修施設等については、「当該独立行政法人が当該事務所等を引き続き設

（保有資産の見直し）１～３につ

いては、すべての独法に対して求

められた独立行政法人の緒改革、

政策評価・独立行政法人評価委員

会の取組や分析等について記述

されており、具体的な指摘等につ

いては、４に示されている。 

具体的な指摘等のある４におい

て所見を付す。 

別添１ 
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置し続ける必要があるか、効率化を図ることができないか等を検証し、廃止、統合、組織の

枠を超えた共用化等の措置を行う」ものとされた。さらに、これらの検証に当たって、「施

設の保有や賃借は、政策的必要性や効果に応じた必要最小限に留める」ものとされている。  

また、平成22年５月21日の閣僚懇談会では、内閣総理大臣から各大臣に対し、横断的見直

しの方針に沿った措置を講ずるよう要請された。 

  

(3) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成22年法律第37号）の成立  

こうした独立行政法人の保有資産に関する政府方針等が打ち出される中、平成22年５月21

日には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立し、ⅰ）不要財産の処分及びその

処分計画の中期計画への記載の義務付けのほか、ⅱ）政府出資に係る不要財産についての国

庫への納付又は売却収入の納付、これに伴う減資等、独立行政法人が保有する不要財産の国

庫納付を行う枠組みが整備された。 

 

(4) 当委員会における評価の視点等  

当委員会では、このような独立行政法人の保有資産等を巡る状況を踏まえ、「独立行政法

人の業務の実績に関する評価の視点」（平成22年５月31日政策評価・独立行政法人評価委員

会決定）及び「平成21年度業務実績評価の具体的取組について」（平成22年５月31日政策評

価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会決定）（以下これらを合わせて「評価

の視点等」という。）において、独立行政法人等の保有資産等の見直しに係る評価の視点を

重点事項として位置付け、独立行政法人等による保有の必要性・規模の適切性の観点からの

見直し状況に関する評価、見直しにより不要とされた資産の処分・有効活用の適切性及び必

要とされた資産の管理・運用の適切性の検証状況に関する評価を行うに当たって留意すべき
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具体的視点等を示したところである。  

 

(5) 当委員会における評価の視点等の決定後の動き  

当委員会における評価の視点等の決定後も、以下のとおり、政府の方針において独立行政

法人の保有資産等に関する取組方針等が示されている。  

ア「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」（平成22年6月18日閣議決定） 

平成22年６月18日に「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」（以下「新成長戦

略」という。）が閣議決定され、その別表「成長戦略実行計画（工程表）」において、「独

法資産の実態把握に基づく見直しによる有効活用、国庫納付等の推進」を図るものとされ、

独立行政法人の保有資産等の見直しに当たり、その実態把握が重要であるとの認識が示され

ている。  

イ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）  

平成22年12月７日に「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（以下「見直しの基

本方針」という。）が閣議決定された。その中で、独立行政法人の保有資産等に関しては、各

独立行政法人が個別に講ずべき措置のほか、「そもそも当該独立行政法人が保有する必要性が

あるか、必要な場合でも最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」ことや、「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」ことなどの取組方針が示されるとともに、東京事務所、

海外事務所、職員研修・宿泊施設、本部事務所、地方支所、職員宿舎等の資産ごとの見直し

の方向性が示されている。 

２ 独立行政法人等の保有資産等に関する事態把握 （保有資産の見直し）１～３につ 具体的な指摘等のある４におい
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 当委員会では、二次評価の重点事項として位置付けた独立行政法人等の保有資産等の見直

しに係る評価を的確に行うため、その保有資産等の実態を把握することが重要であるとの認

識の下、平成21年度末現在で設置されている独立行政法人98法人並びに日本司法支援センタ

ー及び日本私立学校振興・共済事業団（助成事業）の計100法人を対象として、法人が所有又

は借り上げにより使用しているⅰ）実物資産等及び所有するⅱ）金融資産、ⅲ）知的財産に

ついて、以下のとおり、二次評価に必要なデータ収集を行った。 

なお、このような実態把握の重要性は、新成長戦略の「成長戦略実行計画（工程表）」に

おいても指摘されており、「独法資産の実態把握に基づく見直しによる有効活用、国庫納付

等の推進」を図るものとされているところである。  

(1) 実物資産等  

法人が所有又は借上げにより使用している実物資産等の実態を把握するため、本年６月か

ら８月にかけて、各府省及び各独立行政法人等の協力を得て、必要なデータ収集を行った。  

具体的には、ⅰ）土地、ⅱ）建物及び附属設備、ⅲ）構築物を中心とし、収集するデータ

の種類は、上記の政府方針等や評価の視点等を踏まえたものとした。  

 

(2) 金融資産  

金融資産については、特に現金預金、有価証券等に着目して、財務諸表を基にデータの整

理・分析を行った。  

 

(3) 知的財産  

知的財産については、特に特許権に着目して、本年９月に各府省及び各独立行政法人等の

協力を得て、必要なデータ収集を行った。  

いては、すべての独法に対して求

められた独立行政法人の緒改革、

政策評価・独立行政法人評価委員

会の取組や分析等について記述

されており、具体的な指摘等につ

いては、４に示されている。 

て所見を付す。 
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３ 実物資産等の実態に関する情報の活用及び提供  

独立行政法人等が使用する実物資産等に関する詳細な情報については、国有財産のように、

政府部内で一元的に把握している部門がなく、その全体像や実態を把握することが容易でな

い状況にある。そこで、今回、当委員会は、各府省及び各独立行政法人等の協力の下、各独

立行政法人等が使用する実物資産等の実態把握を行うこととした。こうした実態把握に基づ

く詳細な情報は、当委員会が行う二次評価にとどまらず、各独立行政法人等が実物資産等を

見直す上でも、貴委員会が法人の取組の適切性等を厳格に評価を行う上でも、非常に有用な

基礎的情報である。  

他方、平成22年５月21日に独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立し、独立行政

法人が保有する不要財産の国庫納付を行う枠組みが整備され、同年12月７ 日には、見直しの

基本方針が閣議決定され、その中で、「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」ものとされたところである。 

 こうした独立行政法人通則法の一部を改正する法律の趣旨に沿った取組や独立行政法人等

による不断の見直しを促し、国民の理解と信頼を得ていくためには、各独立行政法人等によ

る見直し、処分、国庫納付等の取組状況を国民にわかりやすい形で公表するとともに、その

取組を厳格に検証し適切性を明らかにするためにも、各独立行政法人等が使用する実物資産

等に関する詳細な情報は必要不可欠である。 

以上のことから、今後、各独立行政法人等が使用する実物資産等に関する詳細な情報が毎

年度一定の時期に整備（データの更新等）され、独立行政法人等の評価や見直しの基本方針

及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行状況のフォローアップ等に活用できる

ような仕組みが構築されることが期待される。  

（保有資産の見直し）１～３につ

いては、すべての独法に対して求

められた独立行政法人の緒改革、

政策評価・独立行政法人評価委員

会の取組や分析等について記述

されており、具体的な指摘等につ

いては、４に示されている。 

具体的な指摘等のある４におい

て所見を付す。 
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また、独立行政法人等による実物資産等の見直し、不要財産の処分、国庫納付等の取組を

促し、業務運営の改善につなげていくために、こうした独立行政法人等における取組につい

て国民に分かりやすい形で公表するための方策を検討していくことが求められる。  

４ 農林水産省所管独立行政法人の保有資産について 

(1)実物資産等 

評価の視点等においては、上記項目１で触れた抜本的見直しの視点で、「保有資産の見直

しに係る事項については、再検討の間においても引き続き取組を進める」ものとされた「独

立行政法人整理合理化計画」（平成19 年12 月24 日閣議決定）等を踏まえ、独立行政法人が、

所有又は借上げにより使用する実物資産等の必要性を検証するに際し、特に留意すべき視点

として、ⅰ）法人の任務遂行上の有用性、ⅱ）資産規模の適切性、ⅲ）現在地に立地する必

要性、ⅳ）資産の利用度等、ⅴ）経済合理性を挙げ、検証結果等を踏まえた法人の取組につ

いては、ⅵ）処分等の取組の適切性を挙げたところである。 

 農林水産省所管の13法人が所有又は借り上げにより使用している実物資産等の利用状況等

についてみると、表１－１の宿泊施設、教育研修施設等の利用率は、50パーセントに満たず

低調である。 

 

 

表１－１ 利用率が50％を下回る宿泊施設、教育研修施設等 

 法  人  名 施設名 区分 

利用に供す

る部屋数

（室） 

利用率 

(H21) 

（％） 

農業生物資源研究
所 

寄宿舎 所有 5 7

（注）１ 表中の施設は、利用率が50％を下回る宿泊施設、教育研修施設、会議室、ホール等で

 

 利用率の低調等により個別具

体の指摘がなされた資産はない

が、「独立行政法人水産大学校固

定資産減損会計取扱要領」に基づ

く固定資産の減損に係る兆候の

調査を毎年実施しており、平成23

年 1 月 31 日現在、遊休化等の兆

候は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎年度調査を実施しており、問

題ない。 

・遊休化等の兆候が認められなか

ったことは、評価できる。今後も、

利用実態を迅速かつ的確に把握

し、利用率の向上を目指すことが

望まれる。 

・保有資産について今回遊休化の

兆候は認められなかったとのこ

とであり、今後もこのような観点

からの検討が継続されることを

期待する。 

・減損調査を行い遊休化等の確認

を行っており、適切な管理がされ

ている。今後も引き続き実施して

いただきたい。 
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あり、見直しの基本方針において指摘を受けているものである。 

   ２ 利用率（％）＝ 年間実利用数（延べ利用部屋数）÷（年間稼働日数×部屋数）×100 

 

また、表１－２の資産は、未利用地等であり、処分等がなされておらず、法人内に留保さ

れている状況にある。 

 

表１－２ 未利用等の所有地・所有施設 

 法  人  名 
区

分 

施 設 名 

（所在地） 

敷地面積

 

(㎡) 

Ｂ／Ｓ

価格 

（百万円）

備 考 

家畜改良センター- 所有 
本部等 
（福島県西郷村）

10,378 1

当該敷地を法人の事務及

び事業の遂行上直接には

関係がない使用用途で公

益法人に貸付 

（注） 表中の土地、建物等は、減損処理を行い用途廃止しているもの、法人で廃止を決定した

もの等であり、見直しの基本方針において指摘を受けているものである。 

 

さらに、表１－３の海外事務所については、複数の他の独立行政法人が事務所を設置して

いる都市に設けたものである。 

 

表１－３ 複数の法人が事務所を設置する都市に設置されている海外事務所 

 法  人  名 区分 施設名 

延面積 

 

（㎡） 

役職員 

配置数 

（人） 

維持 

経費 

(千円) 

農畜産業振興機構 借上げ ワシントン事務所 153 2 4,762

（注）１ 表中の事務所等は、多くの独立行政法人が事務所を設置する５都市（ワシントン、パ
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リ、ロンドン、北京、バンコク）に設置している事務所等であり、見直しの基本方針に

おいて指摘を受けているものである。 

   ２ 「維持経費」欄の数値は、借上料と修繕費等の諸経費との合計額を記載した。 

 

これらの資産等については、当委員会の「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関

する勧告の方向性」（平成22年11月26日 政策評価・独立行政法人評価委員会決定。以下

「勧告の方向性」という。）または見直しの基本方針において、廃止、国庫納付、共用化等、

またはそれに向けた検討の必要性について個別具体の指摘がなされたところである。 

このため、これら資産等について今後重要となるのは、勧告の方向性や見直しの基本方針

において指摘されたこうした取組が、当該資産等を使用する法人において、適切に行われる

ようにしていくことである。 

したがって、今後の評価に当たっては、勧告の方向性や見直しの基本方針の指摘に沿った

法人の取組が適時適切に実施されているかとの観点で評価を行うとともに、具体的な指摘が

なかった資産等を使用する法人を含め、全ての法人について、利用実態等が的確に把握され、

その必要性や規模の適切性等についての法人による検証が適切に実施されているかとの観点

から引き続き評価を行うことが必要である。 

なお、これら資産等については、勧告の方向性や見直しの基本方針において、個々に廃止、

国庫納付、共用化等の指摘がなされる結果となったが、こうした利用率が低調であるなど保

有の必要性や現在地に立地する必要性等を検証すべき状況にある資産等については、法人が

上記の視点等に沿った適切な検証・取組を行っているかにとどまらず、法人が出した必要性

の判断の妥当性や、当該資産等の廃止、国庫納付、共用化等といった個別具体の方向性を明

らかにしていくことが必要である。 
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(2) 金融資産 

ア 事業用運用資産の見直し及び運用・管理 

農林水産省所管の独立行政法人のうち、個別法に基づき事業用運用資産を保有する法人は

３法人（農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金）である。 

これらの法人について評価結果をみると、いずれも事業目的を遂行する手段としての有用

性・有効性、事務・事業の目的及び内容等に照らした資産規模の適切性の観点からの法人に

よる見直しの適切性について評価が行われている。 

また、平成22年３月改定の独立行政法人会計基準においては、独立行政法人が保有する金

融商品について、金融商品に対する取組方針等を明らかにし、金融商品の状況に関する事項

及び期末の時価等に関する事項の情報開示が求められているところ、いずれの法人について

も、保有目的を達成するための運用方針の明確化及び運用体制の確立の観点からの評価が行

われている。今後とも、適切な評価に努められたい。 

イ 貸付等債権の管理 

平成21年度末において、100 億円を超える債権を保有する法人は、表２の通り２法人（森

林総合研究所、農林漁業信用基金）である。 

 

 

表２ 貸付金等および貸倒引当金の状況 

               （単位：百万円） 

該当なし 

 

－ 
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法人名 種類 
① 
債権 
残高 

    

② 
貸倒 
引当金

    

① - ②うち貸
倒懸念
債権 

うち破産
更生債権
等 

うち貸倒
懸念債権
に対する
もの 

うち破産
更生債権
等に対す
るもの 

森林総合研
究所 

農用地整備
割賦売掛金 

78,264 － － － － － 78,264 

林道割賦売
掛金 

27,810 － － － － － 27,810 

農林漁業信
用基金 

貸付金 87,633 - - - - - 87,633 

（注）１ 平成21年度財務諸表附属明細書をもとに、貸付金に類する勘定科目名について集計した。 
２ 融資等業務以外の貸付金を除く。 
３ 債権残高が100億円以上の債権について掲載している。 
４ 取引の性質上貸倒リスクのない債権を含む。 
５ 新規貸付を行っていないものを含む。 

    

これらの法人が保有する債権について評価結果をみると、いずれも貸付・回収の実績のほか、

貸付の審査及び回収率の向上に向けた取組に関する評価が行われている。今後とも、適切な

評価に努められたい。 

 

(3) 知的財産 

農林水産省所管13法人について、出願・審査や権利維持に経費や人的コストがかかる特許

の所有状況をみると、平成 21 年度末現在で 10 件以上所有しているものは、表３のとおり、

７法人となっている。 

表３ 特許の所有状況等 

法人名 

特許所

有件数 

(件) 

実 施 

許諾率 

(％） 

特  許

出願数

(件) 

特許に 

よる収入

(千円) 

特許出願・維持費用（千円）

 出願・

審査 

権利 

維持 

農業・食品産業

技術総合研究機

構 

1,011 31.3 133 61,496 96,728 83,530 13,198

知的財産を本校が保有する必

要性やその運用については、知的

財産ポリシーに基づき、運営会議

を経て、理事長が判断している。

また、職務発明規程に基づき、

職務発明審査会において、職員等

がした発明の審査を行っている。

平成 22 年度には、職務発明届

が出された研究成果から、特許の

・運営会議で検討され対応してお

り特段の問題はない。今後は費用

対効果についても検討を行い、適

切に対応いただきたい。 

・職務審査会において、発明審査

発明を行い、特許出願を行ってい

ること適切に進められており、評

価できる。 

・水産大学校は教育機関であると
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農業生物資源研

究所 
351 14.5 59 1,469 73,638 66,053 7,584

森林総合研究所 107 11.2 30 360 10,465 8,301 2,164

水産総合研究セ

ンター 
55 23.6 18 4,099 6,095 5,561 534

国際農林水産業

研究センター 
37 5.4 11 140 10,529 9,390 1,139

農業環境技術研

究所 
30 13.3 12 234 5,529 5,020 509

家畜改良センタ

ー 
16 18.8 6 0 974 913 61

 

これら７法人に対する評価結果についてみたところ、農業・食品産業技術総合研究機構、

農業生物資源研究所、国際農林水産業研究センター、農業環境技術研究所、及び家畜改良セ

ンターについては、実施許諾に至っていない知的財産についての原因・理由や実施許諾の可

能性、維持経費等を踏まえた保有の必要性の観点からの見直し及びその結果を踏まえた取組

等に関する実施状況を踏まえた評価結果が必ずしも明らかになっていない状況がみられた。 

今後の評価に当たっては、特許等の知的財産を有効かつ効率的に活用する観点から、特許等

の保有の必要性についての検討状況や、検討の結果、知的財産の整理等を行うこととなった

場合の取組状況や進捗状況等について明らかにさせた上で、その適切性について評価を行う

べきである。 

国内出願４件、ＰＴＣ国際出願１

件を行った。現在、特許登録件数

は６件(うち実施許諾件数は０

件)である。 

引き続き、知的財産ポリシーに

基づき知的財産の利活用の促進

を図るとともに、今後、維持経費

が必要な特許権等については、当

該発明が陳腐化していないか、実

用化の見込みがあるかを検討し、

権利を維持するか否かを判断し

ていく。 

同時に、技術研究の特許の取得に

も積極的に取り組んでいると認

められる。維持等については今後

適正に行われていくと期待して

いる。 

・継続的に知的財産に対する評価

を、短期および長期の視点で検討

することが重要である。 

（内部統制の充実・強化） 

独立行政法人の内部統制については、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価に

関する研究会」が、平成 22 年３月に「独立行政法人における内部統制と評価について」（以

具体的な指摘等については、「１

内部評価に関する評価の状況」以

降において示されている。 

具体的な指摘等のある「１内部評

価に関する評価の状況」以降にお

いて所見を付す。 
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下「研究会報告書」という。）を取りまとめ、公表した。研究会報告書では、独立行政法人の

内部統制を「中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、独立行政法人のミッション

を有効かつ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組み」と定義

しているほか、独立行政法人における内部統制の具体的な取組を例示している。 

当委員会では、内部統制に係る評価の視点等について、研究会報告書を参考に決定した。

研究会報告書の公表時期が平成21年度末であったことを考慮し、評価の視点等においては、

内部統制の充実・強化に最も重要な役割を果たすと考えられる法人の長のマネジメント※１と

監事監査に係る評価について特に留意することとした。 

独立行政法人の事務・事業については、行政刷新会議による事業仕分け（第２弾）や勧告

の方向性等において、その非効率な業務運営等が指摘されており、今後、見直しの基本方針

に基づき、独立行政法人の制度・組織の見直しの検討が予定されている。 

独立行政法人等が国民に対し、効率的で質の高いサービス等を提供し、国民からの信頼を

確保するためには、これらの事業、制度面における改革が重要である。また、同時に独立行

政法人等自らが積極的にマネジメント改革に取り組むことが更に重要である。このようなマ

ネジメント改革のための手段として内部統制は重要な役割を果たすことから、独立行政法人

等は更なる内部統制の充実・強化に取り組む必要がある。 

※１ マネジメントとは、組織の目的達成のために組織を動かす力という意味で使用している。なお、独立行

政法人等の長のマネジメントと民間企業の経営者のマネジメントの範囲等は異なる。 

１ 内部統制に関する評価の状況 

(1) 当委員会の二次評価に当たっての視点等 

上記のとおり、独立行政法人の内部統制について、研究会報告書では、「中期目標に基づき

法令等を遵守しつつ業務を行い、独立行政法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、

（内部統制の充実・強化）１（１）

～（２）においては、政策評価・

独立行政法人評価委員会が二次

評価を行う際留意した点や各府

今後の評価の視点、言及すべき点

について示されている（３）にお

いて所見を付す。 
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法人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組み」と定義している。独立行政法人通則法（平

成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）においても法人の長は、独立行政法人を代

表し、その業務を総理し（通則法第 19 条第１項）、また、法人の役員は、法人の長が任命す

る（通則法第20条第３項）とされているなど法人の長に権限を集中させている。 

内部統制の充実・強化を図る上では、法人を代表し、その業務を総理する立場にある法人

の長の果たす役割が特に重要である。このため、評価の視点等においても法人の長のマネジ

メントに係る４つの事項（①リーダーシップを発揮できる環境整備、②法人のミッションの

役職員への周知徹底、③組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等、④

内部統制の現状把握・課題対応計画の作成）について、各府省の独立行政法人評価委員会等

（以下「各府省評価委員会」という。）において評価が行われているかどうか特に留意するこ

ととした。 

また、内部統制の充実・強化は、継続的に取り組むべきものであることから、内部統制の

基本的要素※２であるモニタリング※３の果たす役割が重要である。このため、評価の視点等に

おいても法人の長から独立した立場から、独立行政法人の業務を監査する役割を担っている

監事（通則法第19条第４項）の活動に関し、上記の法人の長のマネジメントに留意した監事

監査の実施状況及び監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告状況について各府省

評価委員会において評価が行われているかどうか特に留意することとした。 

※２ 内部統制の基本的要素とは、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及びＩ

ＣＴへの対応の６つの要素のことである。 

※３ モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスのことである。 

 

(2) 各府省評価委員会の評価の結果における言及状況 

省独立行政法人で言及された事

項が記載されており、（３）にお

いて、今後の評価の視点、言及す

べき点について示されている。 
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各府省評価委員会の平成21年度業務実績評価の結果についてみると、別紙２のとおり、内

閣府、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及

び防衛省の９府省の独立行政法人評価委員会では、９府省が所管する半数以上の法人の評価

の結果において、評価の視点等で示した内部統制に係る事項（以下「内部統制事項」という。）

全てについて言及していた。このうち、厚生労働省独立行政法人評価委員会では、内部統制

の基本的要素別に法人の実績を別紙に整理した上で評価の結果において言及しており、その

いずれも当委員会に提出しているほか、国土交通省独立行政法人評価委員会では、内部統制

事項別に法人の実績及びその実績に基づく同委員会としての見解を評価の結果の別紙に記載

し当委員会に提出している。 

また、内部統制事項別でみると、法人の長のマネジメントでは「リーダーシップを発揮で

きる環境整備」が約96 パーセントと最も高くなっている。これは当委員会が従前からトップ

マネジメントに関する評価について指摘をしていたことによるものと考えられる。一方、監

事監査が適切に実施されていることについては、評価の結果で言及されているものの、「法人

の長のマネジメントに留意した監事監査の実施」について言及されているものは約76 パーセ

ントと最も低かった。 

 

(3) 評価結果における言及状況 

貴委員会の評価では、内部統制事項を踏まえた法人の取組状況を業務実績報告書等に記載

させた上で、その取組に対する貴委員会の見解を評価結果で明らかにしており、表４のとお

り、全ての内部統制事項について農林水産省が所管する半数以上の法人に対する評価結果に

おいて言及されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 21 年度から内部統制を図

る目的で理事長直属の監査役を

設置し、組織全体として取り組む

べきリスクの対応のため、本校業

務全般にわたり制度及び遂行状

況について監査項目を列挙した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・監査、検証等が適切に行われ、

運営会議で周知されており、評価

できる。 

・監査役の設置により、内部統制

およびコンプライアンスの徹底

がさらに最適化すると認められ
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表４ 評価結果における内部統制事項の言及状況（農林水産省所管13法人） 

区     分 評価結果における言及 

１ 法人の長
のマネジ
メント 

➀ リーダーシップを発揮できる環境整備 ○ 

➁ 法人のミッションの役職員への周知徹底 △ 

➂ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）

の把握・対応等 
○ 

➃ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 △ 

２ 監事監査 ➀ 法人の長のマネジメントに留意した監事監査

の実施 
△ 

➁ 監事監査で把握した改善点等の法人の長等へ

の報告 
△ 

 (注)１ 「評価結果における言及」とは、当委員会に通知された評価結果において言及されているか否かを判

断・整理した ものである。 

２ 「評価結果における言及」欄の凡例 

    ◎：全ての法人で言及されている。 

    ○：大半の法人で言及されている。（90％以上） 

    △：半数以上の法人で言及されている。（50％以上90％未満） 

    ▲：半数以下の法人で言及されている。（50％未満） 

    ●：全ての法人で言及されていない。 

 

また、評価結果の中には、一部の内部統制事項について、具体的な課題等にまで踏み込んだ

評価が行われているものもみられた。このような評価が行われることは内部統制を充実・強

化する上では、非常に重要であることから、引き続き具体的な課題等にまで踏み込んだ評価

が行われることを期待する。 

このような積極的な評価が行われている一方で、評価結果の中には、例えば、「内部統制に

上で合法性と合理性の観点から

年度計画に基づき検証等を行っ

た。 

その結果を理事長に報告する

とともに、幹部が参加する運営会

議を通じて周知しており、平成22

年度は、固定資産の管理状況、科

学研究費補助金等について内部

監査を実施し、業務の適正かつ効

率的な執行の促進に努めた。 

また、監事監査においては、「独

立行政法人水産大学校監事監査

規程」に基づき、本校の業務がそ

の目的を達成するため合理的か

つ能率的に運営されているか（業

務監査）、本校の会計に関する事

務処理が法令その他諸規程等に

従い適正に行われているか（会計

監査）に２つの観点から監査が行

われており、それらの結果は理事

長に報告されるとともに、運営会

議を通じて周知されている。 

る。情報の周知と共有への取組み

を期待したい。 

・指摘を受けた上でリスク対応の

ための監査項目について検討し、

理事長にも情報を共有したこと

は評価できる。今後も定期的にこ

のような検証を行うことを期待

する。 
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ついては、監査室を新設し、コンプライアンス体制、組織内部の情報共有、情報公開、会計

処理などの内部監査を行っていることは評価できる」、「ミッション達成に向けて、効果的な

内部統制に取り組むことを期待する」等、内部統制の取組（体制の整備等）をもって評価を

行っているものや抽象的なものにとどまっており、法人の取組が実際に機能しているかどう

かの検証を十分に行った上での評価とはなっていないと考えられるものがみられた。このよ

うな例は、他府省の独立行政法人評価委員会においてもみられ、これは、独立行政法人の内

部統制に関する考え方が平成21年度末に明らかにされたこともあって、各府省評価委員会に

十分浸透していないことも一因であると考えられる。なお、評価結果において言及されてい

ない内部統制事項については、貴委員会の見解を明らかにするためにも今後の評価において

言及すべきである。 

２ 内部統制の充実・強化に向けた今後の評価における取組 

当委員会では、内部統制の充実・強化を図るために示した内部統制事項の意義・目的と評

価に際して留意すべきことについて、以下のとおり取りまとめた。 

 

(1) 法人の長のマネジメント 

ア リーダーシップを発揮できる環境整備 

法人の長がリーダーシップを発揮できる環境とは、組織が一体となってミッションの達成

に取り組むような組織風土（組織が有する価値観、組織文化、民間企業でいう社風など）で

あり、かつ、内部統制の基本的要素を有効に機能させるための基盤が整備された環境のこと

である。 

法人の長は、リーダーシップを発揮し、役職員にミッションの重要性と自らの役割を認識

させた上で、具体的で高い水準の目標・計画を効果的かつ効率的に達成することを阻害する

 

 

 

 

 本校の業務運営、財務、会計、

組織、管理、人事等に関する重要

事項については、毎月１回開催さ

れる本校運営会議（理事長、理事、

校長、部長、学科長、研究科長、

実習教育センター長、船長が出

席）の協議を経て理事長が最終的

に決定することとしており、理事

 

 

 

 

・運営会議で定期的に開催し、ミ

ッション達成の実を挙げている

と考えられる。 

・最終意思決定者としての理事長

が役職者の意見を定期的に収集

しつつ、意思決定する仕組みがで

きていることは評価できる。 

また担当部門への直接のヒアリ
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要因について組織として共有し、法人全体として対応していくための基盤を整備することが

求められている。 

法人の長が自らリーダーシップを発揮できる環境を整備するための取組を行うことは重要で

あり、評価に際しては、このような環境が整備され、実質的に機能しているかどうかにも留

意※４する必要がある。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、「役員等で構成される会議が適時開催され、機構

の重要な方針等について審議されているが、各会議の機能・役割分担が必ずしも明確ではな

いことから、更なる環境整備の努力が必要である」などの課題に言及しているものもみられ

た（別紙３参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、リーダーシップを発揮できる環境の一層の

整備等に向けた課題等についても評価の結果において明らかにすることを期待する。 

※４ 着眼点としては、複数の部局がある法人における総合調整機能、資源の戦略的配分とその効果、職員との円

滑な意思疎通（意見交換、情報共有）など。 

イ 法人のミッションの役職員への周知徹底 

役職員について、研究会報告書では、「法人のミッションを果たすことに向けて、自らの職

務の位置付け及びその重要性を認識するとともに、各種の目標・計画策定、統制活動等に積

極的に関与することが求められる」としている。 

法人の長が全ての役職員に対し、様々な機会を通じてミッションを啓発することは重要であ

るが、より深く役職員に浸透させる取組※５が更に重要であり、評価に際しては、法人の長の

マネジメントの一つとしてミッションの役職員への周知徹底についての取組に留意する必要

がある。 

各府省評価委員会の評価の結果をみると、法人の業務実績報告書等に記載されている、各

長がリーダーシップを発揮でき

る環境は整備されている。 

 また、これに加え、法人のミッ

ションの達成に資するため、理事

長が直接担当部署等のヒアリン

グを行うことにより、具体的な予

算執行内容の決定、予算配分の見

直し、人員の配置等を行ってい

る。 

 

 

 

 

 理事長は、法人において取り組

むべき方向性について、月１回幹

部が参加する運営会議の場や、必

要に応じ全校職員を一室に集め

るなど、機会ある毎に教職員への

訓辞を行うと共に、活発な意見交

換を意識している。特に業務評価

や新たな中期計画の策定等にお

いては、理事長はほぼ全職員との

ングは大変重要で評価に値する。 

運営会議等を通じて理事長のリ

ーダーシップが発揮できる環境

は整備されている。 

・理事長がリーダーシップを発揮

できる環境が整備されているこ

とは、評価できる。 

 

 

 

 

 

 

・理事長と職員との意見交換につ

いて、更に工夫するとより良いも

のになる。 

・理事長が毎月会議においてミッ

ションを幹部たちに伝え，意見交

換を行っていることは評価でき

る。水産大学校のミッションは他

の大学とは異なる強い特徴を持

つものであるから，このミッショ
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種会議、法人機関紙、イントラネット等の方法によりミッションを周知徹底する取組につい

て、「周知徹底が行われている」と評価を行っているものが多くみられた。 

一方で、運営方針に対する職員アンケートを行い、そのフォローアップを行うことなどに

よって職員に浸透させる取組を積極的に行っている法人も見られた（別紙４参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、ミッションを役職員により深く浸透させる

ための取組にも留意した評価が行われることを期待する。 

※５ 法人の長が職員との意見交換の場を設け相互の意思の疎通を図る取組、法人が抱えるリスク等の洗い出しを

全職員が参加して行う取組など。 

ウ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

内部統制は、法人のミッションを有効かつ効率的に果たすこと等を目的として、リスクを

洗い出し、組織が一丸となってそれに対応する仕組みである。 

組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等とは、リスクの識別※６、リス

クの評価※７、対応すべきリスクの選定※８、リスク対応計画の策定※９のことであり、法人の長

は、法人の規模や業種等の特性を考慮した上で、リスクの把握・対応等に取り組んでいくこ

とが重要であり、評価に際しては、法人の長が法人の規模や業種等の特性に応じた取組を行

っているかどうかに留意する必要がある。 

また、各府省評価委員会の評価の結果の中には、「リスクの優先順位付けや対応計画は策定

されておらず、今後改善の余地がある」など対応すべき課題にまで言及しているものもみら

れた（別紙３参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、評価の結果において対応すべき課題まで明ら

かにすることを期待する。 

※６ リスクの識別とは、ミッション遂行の障害となるものをリスクと位置付け、それらを網羅的に洗い出すこと

意見交換を行う中で、法人として

の対応方針を示し、そうした方針

に沿った教職員の取り組みを促

している。 

 

 

 

 

（左欄「ウ 組織全体で取り組む

べき重要な課題（リスク）の把

握・対応等」・「エ 内部統制の

現状把握・課題対応計画の作成」

共通） 

理事長直属の監査役により、組

織全体として取り組むべきリス

クの対応のため、本校業務全般に

わたり制度及び遂行状況につい

て監査項目を列挙した上で合法

性と合理性の観点から年度計画

に基づき検証等を行い、監査役は

その結果を理事長に報告すると

ともに、幹部が参加する運営会議

ンを共有することの意味は大き

く，そのための仕組み作りは大き

な意義があるものである。 

 

 

 

 

 

・監査役が重要な役割を担ってい

るが、部長、学科長の働きも重要

である。 

・運営会議の場や機会ある毎に訓

辞や現場との直接意見交換等周

知徹底は適切に実施されている。 

・組織全体でリスク認識等を共有

ために整備した体制が、機能して

いるかを検証することが望まれ

る。 

・監査役によるリスクの洗い出し

や検証などを行ったこと，またそ

れを理事長および幹部に周知し

たことは重要である。 
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である。 

※７ リスクの評価とは、リスクが顕在化した場合の影響度及び発生可能性を評価し、それらを勘案して重要度の

高いリスクを把握することである。 

※８ 対応すべきリスクの選定とは、リスク評価を踏まえ、対応すべきリスク、対応し過ぎているリスクの洗い出

しを行うことである。 

※９ リスク対応計画の策定とは、対応すべきリスクの選定を踏まえ、リスク対応のための計画を作成する。その

際、職員・部署が行うべき対応、その時期、及び進捗の管理に資する尺度、必要となる予算等を明確にすることで

ある。 

エ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 

内部統制の充実・強化のためには、法人の長が監事監査及び内部監査等のモニタリング結果

や役員会等の会議の場などを通じて、内部統制の現状を的確に把握し、内部統制の充実・強

化を図るべき事項がないかを検証の上、必要な措置を講じていくことが重要である。 

内部統制の現状把握については、多くの法人において、役員会などの各種会議を通じて把

握し、必要に応じ、改善策を講じている旨を業務実績報告書等に記載している。これを受け

た評価の結果においては、「役員会等で課題把握等を行っており適切である」等に言及するに

とどまり、法人が現状把握した結果において内部統制の充実・強化を図るべき点がないかを

十分に検証しているかどうかの視点が不足していると考えられるものがみられた。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、内部統制の現状把握や改善点の把握について具

体的に評価を行っているものもみられた（別紙３参照）。 

また、法人の中には、現状を把握した上で、リスクを洗い出し、その対応計画を作成して

いるものもみられた（別紙４参照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、内部統制の現状を的確に把握した上で、リ

を通じて周知した。平成 22 年度

は、固定資産の管理状況、科学研

究費補助金等について内部監査

を実施し、業務の適正かつ効率的

な執行の促進に努めた。 

また、リスクの把握・対応等の

ため、運営会議において、各部

署・学科の長が、対応すべき課題

や、短期・中長期的に重要な取組

事項・方針の報告を行い、理事長

がこれに対して改善すべき事項、

優先順位について、適宜指示を行

うことができる体制を整え、平成

23年度より実施することとした。

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は監査役の独立性を保ちつ

つ，意思決定者としての理事長が

必要な行動を迅速に取ることを

期待する。 
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スクを洗い出し、その対応計画を作成・実行しているかにも留意した評価が行われることを

期待する。 

 

(2) 監事監査 

監事は、独立行政法人の業務を監査するとされており（通則法第 19 条第４項）、研究会報

告書において、「監事は、法人の長とは独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監

視、検証する役割と責任を有する」とされている。 

また、監事は、監査の過程において検出した法人の業務運営上改善すべき事項を法人の長

に報告することにより、今後の法人のマネジメントの向上に資するよう、ＰＤＣＡサイクル

を補完する役割が期待されている。 

内部統制の充実・強化を図る上で、監事監査は重要な役割を果たすものであり、各府省評

価委員会による評価においても、監事の活動に留意する必要がある。 

ア 法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

監事は、法人の長が内部統制を適切に整備・運用しているかどうかをモニタリングすべく、

上記２(1)で掲げた各取組を適切に実施しているかどうかに留意した監査を行うことが重要

である。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、業務実績報告書等において、監事が役員会等に

出席するなどして法人の長のマネジメントに留意している旨の記載があることをもって「法

人の長のマネジメントに留意している」と言及しているものが多くみられた。こうした中で、

評価の結果において、「今後は、内部統制体制について、監事の役割の明確化を図るとともに、

手法・体制の検討が必要となる」、「内部監査との役割分担、適切な連携が必ずしも十分では

ない」などの監事監査の課題にまで踏み込んだ指摘を行っているものもみられた（別紙３参

 

 

 

 

（左欄「ア 法人の長のマネジメ

ントに留意した感じ監査」・「イ

監事監査で把握した改善点等の

法人の長等への報告と共通） 

 平成 22 年度に実施した、平成

21 年度業務に係る監事監査につ

いては、「監査役の設置による組

織的横断的な内部統制の充実、強

化が図られている」と運営会議の

中で報告が行われ、法人の長が内

部統制を適切に整備・運用してい

るかどうかのモニタリングが行

われている。 

さらに、平成 22 年度より、監

事による日頃の業務の把握が重

要であることから、毎月行う運営

会議に監事の出席を要請してお

り、ほぼ毎月出席し、適宜意見を

 

 

 

 

・充分に実行されていると言え

る。 

・毎月おこなう運営会議にも監事

が出席し、意見を述べるなど、適

切に対応・処置されている。 

・理事長と直属の監査役の独立性

を担保しつつ，理事長の役割を果

たすことが期待される。 
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照）。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、内部統制の一層の充実・強化を図るため、

監事監査の課題まで踏み込んだ評価が行われることを期待する。 

イ 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を

提出することができるとされており（通則法第 19 条第５項）、また、各法人の監事監査規程

等において監事監査報告書の法人の長への提出が規定されている。 

各法人の業務実績報告書等をみると、おおむね監事監査で把握した改善点等がある場合は、

役員会等の場などを通じて法人の長に報告が行われており、各府省評価委員会の評価の結果

においてもこのような取組について言及しているものがみられた。 

各府省評価委員会の評価の結果の中には、監事監査で把握した改善点等の法人の長等への

報告状況にとどまらず、「前年度に行った監査の所見に対するフォローアップ（対処案等の確

認）も翌年度の理事会議などの重要な会議にて周知するとともに、監査対象部署にも改善策

等を求め実効性のある対処を確保した」などと改善事項に対するその後の対応状況まで言及

しているものもみられた。 

当委員会としては、今後の評価に当たっては、このような取組も参考にしつつ、監事監査

で把握した改善点等の法人の長等への報告のみならず、その対応状況まで評価が行われるこ

とを期待する。 

述べた。 

 引き続き、内部監査及び監事監

査を適切に組み合わせることに

より、内部統制の一層の充実・強

化を図る。 

なお、平成 22 年度の監事監査

においては、特段の改善点の報告

はなかった。 

３ 当委員会の今後の取組 

当委員会の二次評価においては、研究会報告書が平成22年３月に取りまとめられたことな

ども考慮し、今後の評価に向けた視点等の提起を中心にしている。 

独立行政法人等の内部統制の充実・強化の議論は、旧独立行政法人緑資源機構における官

「３ 当委員会の今後の取組」

は、政策評価・独立行政法人評価

委員会における内部統制の充

実・強化の取組として記載されて

－ 

 

 
 

22



製談合事件を契機に高まり、その後、各法人におけるコンプライアンス体制の整備等（規程

整備、委員会の設置、研修の実施など）が進められる中で、研究会報告書が取りまとめられ

た。その後、行政刷新会議による独立行政法人の非効率な業務運営への指摘や一部法人の元

職員が収賄事件により逮捕されるなど独立行政法人等に対する国民の目は依然として厳しい

ものがある。 

当委員会としては、繰り返される法人の業務運営の問題、不祥事に対応するためには、組

織風土を含むマネジメント改革に法人が自ら取り組むことが喫緊の課題であると認識し、次

年度以降も内部統制の充実・強化を評価の重点事項として取り組み、各法人の取組について、

各府省評価委員会の評価が適切に行われているか、厳格な評価を行うので、評価に際しては、

法人の内部統制の現状を的確に把握した上で、内部統制の充実・強化を促進するための取組

が適切か、課題がないか等について、各府省評価委員会としての見解を評価の結果で明らか

にする必要がある。 

当委員会の意見を踏まえて、今後、各府省評価委員会において、更なる内部統制の充実・

強化に資するような評価が行われることを期待する。 

いるところであり、各府省評価委

員会においても更なる内部統制

の充実・強化に資する評価が求め

られているところである。農林水

産省独立行政法人評価委員会水

産分科会においても、そのことに

留意して評価を行う。 

（健康保険組合の保険料に関する労使負担割合の見直しについて） 

独立行政法人が加入している健康保険組合の保険料に関する労使負担割合については、独

立行政法人の公的性格に鑑み、真にやむを得ないと認められる事情が存する場合を除き、国

と同様に労使折半とする見直しを加入組合に働きかけることが求められている（平成22年５

月14日付け総務省行政管理局長通知、平成22年９月14日付け総務大臣通知等）。 

このため、次年度の評価に当たっては、労使負担割合の見直しに係る法人の取組について

評価を行うべきである（農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金）。 

 

該当なし － 
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【法人個別】 

独立行政法人水産大学校 

指  摘  内  容 対応状況等 所見 

本法人の専攻科における二級海技士免許筆記試験の合格率については、中期目標及び年度

計画において80パーセントを目指すことが示されている。 

しかしながら、評価結果においては、今年度の合格率が 71 パーセントとなり、前年度 87

パーセントをやや下回ったという評価が行われているのみで、目標達成ができなかったこと

についての評価が行われていない。 

今後の評価に当たっては、当該年度の合格率について、成果指標である80パーセントを達

成しているか否かという点に言及した上で、厳格に評価を行うとともに、その結果を評価結

果において明らかにすべきである。 

演習室・実験室等の開放によ

る自学自習の促進と個別指導、

上級海技士免許筆記試験対策、

補習授業等を実施することに

より、平成２２年度の二級海技

士免許筆記試験合格率は81.5

％となり、目標を達成した。

・数値目標の達成状況に対して、厳

格な判断を示さなかった点は指摘

の通りである。今後、このようなこ

とがないように注意したい。 

・平成22年度においては目標80%に

対し，81.5%，昨年の合格率に比べ

ると10%の伸びとなり，目標を達成

したことは，評価できる。今後は毎

年の合格率の変化の原因を明らか

にし，今後とも目標達成に向けた努

力が期待される。 

・目標達成されているが、更なる合

格率のアップを目指してほしい。 

・種々の対策により、二級海技士

免許筆記試験合格率が、目標を達

成したことは、評価できる。 

・全学あげて自主自習と具体的な指

導により、学生たちの合格率がアッ

プしたことは評価に値する。 
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・取組内容等内容が明らかにされ

ている。適切である。 

本法人の中期目標では、｢大学校で学んだ水産に関する知識や技術を就職先で活かせるよう

、水産に関連する分野への就職割合を向上させるべく大学校を挙げて取り組みを充実させ、

水産業及びその関連分野への就職割合が75パーセント以上確保されるよう努める。｣とされ

ているが、平成21年度の専攻科における就職割合は71.4パーセントであった。 

しかしながら、評価結果においては、「本科（ 進学者を除く） 、専攻科、研究科ごとに集

計されていて、H 21年度はいずれも75％ を超える割合」と正確性に欠ける評価を行ってい

る。 

今後の評価に当たっては、水産大学校の本科、専攻科、研究科ごとの人材育成の状況につ

いて適切な評価を行う観点から、本科、専攻科、研究科それぞれの就職割合について厳格に

評価を行うべきである。 

 

評価自体に係る指摘である

ことから所見欄において記載

する。 

・評価において正確性が欠けて

いた点はご指摘のとおりであ

る。今後の評価においては、正

確性を確保し、的確な評価を行

うこととする。 

 

本法人の中期目標では、｢大学校で学んだ水産に関する知識や技術を就職先で活かせるよ

う、水産に関連する分野への就職割合を向上させるべく大学校を挙げて取り組みを充実させ、

水産業及びその関連分野への就職割合が75%以上確保されるよう努める。｣とされている。こ

の水産業及びその関連分野への就職割合の算定状況をみると、卒業・修了者数のうちの就職

内定者数を母数とし、そのうち水産業又はその関連分野へ就職した者の割合を算定している。 

しかしながら、水産業を担う人材を育成するという本法人の目的を踏まえると、進学者数

が増えるほど相対的に減少する就職内定者数を母数として水産業又はその関連分野へ就職し

た者の割合を算定することは、適切な評価とは認めがたい。 

 今後の評価に当たっては、水産業を担う人材を育成するという本法人の目的に照らして適

 業務実績報告書の資料を見直

し、進学者に占める水産関連分野

への進学率（90．3％）、全卒業者

に占める水産関連分野への進学若

しくは就職割合（80.8％）の、学

科・課程ごとの結果及び算定方法

を明示しつつ、水産関連分野への

進学率を考慮した評価を行った。

・全卒業者に占める水産関連分野へ

の進学若しくは就職割合が80%を超

えており、高い水準にあると評価で

きる。また、進学する者も増えてお

り、進学者のうち水産分野への進学

率が90.3%と高い率となっているこ

とは、水産大学校の目的に合致して

いると評価できる。 

・評価においても結果及び算定方法
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切な評価を行う観点から、水産業及びその関連分野への就職割合の算定方法を見直し、進学

者のうち水産分野への進学率等を考慮した評価を行うべきである。   

を明らかにするなど指摘には適切

に対応されている。 
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平成２２年度業務実績評価の具体的取組等について 

【（独）水産大学校】 

 

具体的取組 対応状況 所  見 

１ 保有資産の管理・運用等   

平成21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアップに際し

て、法人における以下の取組についての適切性についての評価に、特

に留意する。 

  

● 二次評価意見の中で明らかにした利用率が低調な施設等につい

て、勧告の方向性（平成22 年11 月26 日関係府省あて通知）又は「独

立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日

閣議決定）で示された廃止、国庫納付、共用化等の方針に沿った法人

における取組 

二次評価意見の中で利用率が低調と指摘された

施設等はない。 

・今後も利用率の観点をもって施設の精

査をしていく必要がある。 

● 実施許諾に至っていない特許権等に関する見直し状況が必ずしも

明らかでない法人について、特許等の保有の必要性についての検討状

況や、検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった場合の取組

状況や進捗状況等を踏まえた法人における特許権等に関する見直し 

  

本校は実施許諾に至っていない特許権等に関す

る見直し状況が明らかでないとの指摘は受けてい

ないが、引き続き知的財産ポリシーに基づき知的

財産の利活用の促進を図るとともに、維持経費が

必要な特許権等については、当該発明が陳腐化し

ていないか、実用化の見込みがあるかを検討し、

権利を維持するか否かを判断していく。 

・特段の問題はない。 

・常時、検討･判断の方針を忘れないよ

うにすることが肝要である。 

・今後は費用対効果についても検討を行

い、適切に対応いただきたい。 

・継続的に知的財産に対する評価を、短

期および長期の視点で検討することが

別添２ 
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重要である。 

２ 内部統制    

２－１ 平成21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアッ

プに際して、法人における以下の取組についての評価に、特に留意す

る。また、その評価に当たっては、各法人は、二次評価意見への対応・

取組を業務実績報告書等で明らかにし、府省評価委員会はこれを基に

評価を行い、府省評価委員会としての見解を明らかにしているかに留

意する。 

 

 

 

 

 

● 法人の長は、組織にとって重要な情報等について適時的確に把握

するとともに法人のミッション等を役職員に周知徹底しているか。 

 

理事長は、法人において取り組むべき方向性に

ついて、月一回幹部が参加する運営会議の場や、

必要に応じ全職員を一室に集めるなど、機会ある

毎に教職員への訓辞を行うと共に、活発な意見交

換を意識している。特に業務評価や新たな中期計

画の策定等においては、理事長はほぼ全職員との

意見交換を行う中で、法人としての対応方針を示

し、そうした方針に沿った教職員の取り組みを促

している。 

・理事長がリーダーシップを発揮できる

環境が整備されていることは、評価でき

る。 

・理事長と全教職員との活発な意見交換

は、学生を受け入れる教育機関として、

教育・運営を話し合うことは大事なこと

であり、教育方針の徹底と、水産大学校

という特色をさらに強化するための方

策を今後も活発になされると期待でき

る。 

・組織の長が率先して意見交換を行うこ

とは重要である。 

・毎月の運営会議等を通じ、適時的確に

把握・周知されている 
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● 法人のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の

洗い出しを行い、組織全体として取組むべき重要なリスクの把握・対

応を行っているか。その際、目標・計画の未達成項目（業務）につい

ての未達成要因の把握・分析・対応等に着目しているか。 

 

平成21年度から内部統制を図る目的で理事長直

属の監査役を設置し、組織全体として取り組むべ

きリスク対応のため本校業務全般に亘り制度及び

遂行状況について監査項目を列挙した上で合法性

と合理性の観点から年度計画に基づき検証等を行

い、その結果を理事長に報告するとともに、幹部

が参加する運営会議を通じて周知しているが、平

成22年度は、固定資産の管理状況、科学研究費補

助金等について内部監査を実施し、業務の適正か

つ効率的な執行の促進に努めた。 

また、リスクの把握・対応等のため、運営会議

において、各部署・学科の長が、対応すべき課題

や、短期・中長期的に重要な取組事項・方針の報

告を行い、理事長がこれに対して改善すべき事項、

優先順位について、適宜指示を行うことができる

体制を整え、平成23年度より実施することとした。 

・十分に対応ができている。 

・監査役の設置は組織の取組みに必要不

可欠である。平成２３年度からの体制強

化に期待したい。 

・理事長だけでなく、監査役により取り

組むべき課題を列挙し、検討を行ったこ

とは組織が機能しているとして評価で

きる。 

・組織全体でリスク認識等を共有するた

めに整備した体制が、機能しているかを

適切に検証していくことが望まれる。 

・理事長直属の監査役を設置し、また、

監事が毎月の運営会議等にも参加・意見

を述べるなど適切に処置・運営されてい

る。 

２－２ 内部統制の充実・強化に向けた、府省評価委員会及び法人に

おける積極的な取組について注視する。 

上記の取組に加え、引き続き、監査役による内

部監査と、監事監査を適切に組み合わせることに

より、内部統制の一層の充実・強化を図る。 

・理事長そして監査役により取り組むべ

き課題を列挙し、検討を行ったことは組

織が機能しているとして評価できる。今

後の取組に期待する。 

３ その他   

29



 
 

以上のほか、次の取組についての評価に、特に留意する。   

● 当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、平成22 年度

において取り組むこととされている事項についての法人の取組状況 

該当無し  

● 上記「保有資産の管理・運用等」及び「内部統制」以外の平成21 年

度業務実績評価における指摘事項への対応状況 

 

 

 

 

「二級海技士免許筆記試験の合格率を厳格に評

価すべきである」という指摘に対しては、筆記試

験対策、補習授業の実施等により、合格率 81.5％

と目標である80％を達成した。 

「H 21年度はいずれも75％ を超える割合」と

正確性に欠ける評価を行っている。」という指摘

に対しては、評価自体に係る指摘であることか

ら所見欄において記載する。 

「進学者のうち水産分野への進学率等を考慮し 

た評価を行うべきである」という指摘に対して

は、進学者に占める水産関連分野への進学率（90．

3％）、全卒業者に占める水産関連分野への進学若

しくは就職割合（80.8％）について、学科・課程

ごとの結果及び算定方法を明示しつつ、水産関連

分野への進学率を考慮した評価を行った。 

 

○「二級海技士免許筆記試験の合格率を

厳格に評価すべきである」という指摘に

関して 

・数値目標の達成状況に対して、厳格な判

断を示さなかった点は指摘の通りである。

今後、このようなことがないように注意し

たい。 

・平成22年度においては目標80%に対し，8

1.5%，昨年の合格率に比べると10%の伸び

となり，目標を達成したことは，評価でき

る。今後は毎年の合格率の変化の原因を明

らかにし，今後とも目標達成に向けた努力

が期待される。 

・更なる合格率のアップを目指してほし

い。 

・種々の対策により、二級海技士免許筆記

試験合格率が、目標を達成したことは、評

価できる。 

・合格率については、当大学校のメリッ
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トを生かし、より合格率が高まるよう、

期待する。 

○「H 21年度はいずれも75％ を超える

割合」と正確性に欠ける評価を行ってい

る。」という指摘に関して 

・評価において正確性が欠けていた

点はご指摘のとおりである。今後の

評価においては、正確性を確保し的

確な評価を行うこととする。 

○「進学者のうち水産分野への進学率等

を考慮した評価を行うべきである」とい

う指摘に関して 

・全卒業者に占める水産関連分野への進学

若しくは就職割合が80%を超えており、高

い水準にあると評価できる。また、進学者

のうち水産分野への進学率が90.3%と高い

率となっていることは、水産大学校の目的

に合致していると評価できる。 

・評価においても結果及び算定方法を明ら

かにするなど指摘には適切に対応されて

いる。 

・水産大学校の理念に基づき、最近の就
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職難の中で健闘している。 

・さまざまな事情があろうが、水産業の

魅力を学生たちに伝えながら、水産分野

への進学率が維持あるいは向上してい

くことを期待する。 

 

●給与水準においては、国家公務員と比べて高い水準となっていない

か。 

 

 

ラスパイレス指数は86.2（平成22年度）であり、

国家公務員より給与水準が低い。 

国家公務員より低い水準となっており、

問題はない。 
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平成２３年３月３１日現在
平成２１年度業務実績評価について指摘（水産分科会）を受けた事項に係る対応状況

法人名：独立行政法人水産大学校

年度計画の対応箇所 評価結果における意見・指摘の内容 法人の対応状況

、 、Ⅱ－１ 水産学研究科の定員の遵守の厳格化は是々非々 定員は 本校の施設・人員等を考慮した上で定めたものであり
水産に関する学理及び技 で行って欲しい。意欲ある優秀な学生の学習と 長期間にわたり定員を大幅に超えることは、教育の質的低下を
術の教育 研究の機会を奪うことが無いよう、進路指導に 招く恐れがある。希望者が多く、研究科で全ての学生の受け入

配慮して欲しい。 れが困難な場合には、本人の希望に配慮した進路指導を行うこ
ととしている。

水産学研究科の自己評価文章中に、定員を大幅 本校の研究科は （独）大学評価・学位授与機構より修士課程、
に超えたために担当教員５０名による教育体制 の研究指導教員として適合する旨の判定を受けた教員が学生の
により対応したとあるが、担当教員の質の確保 指導を行っており、また、平成２１年度修了生の全てが、同機
ができていたのか。研究科の教員の質を担保し 構から修士の学位を授与されていることから、教員及び教育の
た上で、教育が行われるべきである。 質は担保されている。

学生による授業評価の結果が、どのように活か 各授業評価の結果は冊子にし、学生が閲覧できるよう学生部に
されているか、活かされてきたか。 置くほか、各担当教員に配布し、学生の評価を認識させるとと
毎年同様なアンケートを行うと、調査そのもの もに改善策を提出させるなど、授業内容の改善に向けた継続的
がマンネリ化するおそれがある。毎年、評価法 な取組を実施している。また、そのほかにも教員同士が授業の
を見直しているか、また、毎年授業評価を行う 様子を見学し、その後、意見交換を行うなど自ら教育方法を改
必要があるか、検討してもよいのではないか。 善するための取組を組織的に実施している。

JABEE 教育に全校あげて取り組むなどこれまで 平成２３年度よりスタートした新たな中期計画においても、引
にない積極的な姿勢を見せている点は十分に評 き続きJABEE教育や水産現場での実学教育の推進を図るととも

 
別添３ 
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価できる。専門大学として即戦力の学生を社会 に、新たに社会人基礎力の強化や水産系海技士の重点化に取り
、 。に送り出していく役割を自らに課せて、その体 組んでおり 引き続きこうした教育体制を強化してまいりたい

制を今後も強化して欲しい。

全体のカリキュラム構成で気になったのは、授 「水産特論」における 新の水産白書を基に我が国水産業の動
業科目の中に、現在の水産業や水産食料産業が 向やそれを取り巻く環境についての講義や、水産庁幹部による
置かれた状況を、幅広い視点からみる科目が不 行政上の課題や施策についての講義 「国際漁業管理学」にお、
足している点である。努力をしているのはわか けるワシントン条約、生物多様性条約等の国際規範や、生態系
るが、現実はそれ以上にダイナミックに動いて を基礎とした漁業管理の考え方と内外の動向、海底鉱物資源の
いる。カリキュラムの中に余裕を持たせて毎年 開発等新しい海洋開発等に関する講義 「水産物消費マーケッ、
変更していける部分を持って、講義タイトル・ ティング論」における実際に水産物の流通、消費拡大に携わる
内容とも学生が 先端のものを学んでいるとい 者による実例を基にした講義など、適宜授業内容を見直しなが
う自信を抱くことができるようなものにして欲 ら、水産業に関わる 新の内容を学生に教授できるよう取り組
しい。何度も指摘するが、科目名称等がやや時 んでいる。
代にそぐわないものが散見される。 時代に即した教育内容となるよう、引き続きカリキュラムの

見直し等を行ってまいりたい。

授業アンケートやFDの実施によって、教育の質 各授業評価の結果は冊子にし、学生が閲覧できるよう学生部に
の向上をはかろうとする姿勢は評価できる。今 置くほか、各担当教員に配布し、学生の評価を認識させるとと
後はそれが目に見える指標にして、評価報告書 もに改善策を提出させるなど、授業内容の改善に向けた継続的
に反映させて欲しい。 な取組を実施している。また、そのほかにも教員同士が授業の

様子を見学し、その後、意見交換を行うなど自ら教育方法を改
善するための取組を組織的に実施している。
なお、講義対象となる学生が全学科の場合と、特定の学科に限
られる場合に、それぞれの結果を同等に扱えるか否かといった
問題もあり、授業アンケート等の結果を指標化することについ
ては、慎重に扱いたい。

専攻科の三級海技士免許取得率、二級海技士免 平成２２年度においては、補習授業を行うなど海技士教育の充
許筆記試験合格率が前年度をやや下回った。来 実を図った。その結果、平成２２年度修了生においては、三級
年度の合格率向上に向けた、さらなる努力に期 海技士免許取得率が１６ポイント（82.4→98.2％ 、二級海技）
待したい。 士免許筆記試験合格率が１１ポイント（70.7→81.5％）それぞ

れ向上した。
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今後も海技士免許の高い合格率を維持できるよう努めて参りた
い。

専攻科の成果は海技資格関係免許の取得状況に 水産系海技士を目指す専攻科学生の３級海技士の資格取得につ
よって判断される。３級を１００％に近づける いては、実習教育センターを設けて指導体制を強化するととも
努力が今後も求められる。また、専攻科カリキ に、補習授業を行うなど試験合格に向けた支援も行っていると
ュラムの成果指標にはなっていない２級及び１ ころである。また、上級資格である２級、１級海技士筆記試験

、 （ ） 、級海技士免許については、受験率、合格率とも については 専攻科での乗船実習 ５ケ月 を後期に振り替え
高める努力が求められる。専攻科をもつことの 受験しやすい体制にするほか、１級海技士筆記試験合格者に対
意味が社会的に問われ、文部科学省管轄の大学 し表彰を行うなど、教育システムの改善とともに学生のインセ
との統合が検討対象になるなかで、学生の資格 ンティブ向上に向けた取り組みを行っている。但し、全ての就
取得状況が大きな判断材料となる。修了生全員 職先企業等が必ずしも２級の筆記試験合格を求めているわけで

、 、が２級以上を受験するようなインセンティブを はないため ２級以上の受験を義務づけることは困難であるが
与え続けられる教育のシステムがあるのかどう 今後も海技資格免許の高い合格率を維持できるよう努めて参り
か、それが問われている。 たい。

Ⅱ－２ 論文件数や外部資金の件数など、数値が出てく 表現については、平成２２年度の評価においては、対前年比を
水産に関する学理及び技 る事項については、対前年比を示すなど、表現 示すなど工夫したい。
術の研究 を工夫して欲しい。また業績については、単純 研究業績については、論文数だけではなく、特許の取得や報告

に論文の数だけであると、分野によって論文が 書の作成、教育への反映状況等も含めて評価を行っており、分
出にくい分野もあるので 配慮が必要であろう 野によって評価の偏りが生じないようにしている。、 。

外部資金獲得、外部の公募や依頼に基づく調査 既に科学研究費補助金等の外部研究資金の採択を受けた者を除
研究、外部との共同研究については、ほぼ昨年 いて、教員のほぼ全員が１件以上の外部資金の応募を行ってい
のレベルにとどまっている。運営費交付金が毎 る。また、外部資金の募集の説明会等に事務職員のみならず、
年減額されている現状では、教育研究の質を維 教員も派遣するなど、外部資金の維持に努めているところであ
持していくために、外部からの資金の比率を高 る。
める必要がある。一層の努力を期待したい。

教員及び水産大学校における研究の位置付け 新たな中期計画おける行政・産業・地域振興研究活動において
が、この２－３年の間に相当にはっきりしてき は、学内横断的プロジェクトとして「地域特産種を核とした産
た点は高く評価できる。今後は、特に、行政・ 業振興 「里海の保全、活用による漁村振興 「省エネや循」、 」、
産業対応研究活動において、個々の研究課題の 環型社会に向けた技術開発・実用化」の３課題に取り組んでい
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横断性を強めて、水産大学校ならではと言われ る。
るような研究課題の設定に努めて欲しい。 また、個別の研究課題についても、水産業への貢献や研究内容

を活かすことのできる教育科目を示しつつ、水産業界、教育へ
のアウトプットを踏まえ校内の幹部と協議しながら設定した。

教育と研究に対する個別の教員のエフォート管 本校は、水産業の担い手を育成する教育機関であり、第３期中
理はどうなっているのか。専門技術者養成の社 期計画においては、教育の質を担保する観点から、ＪＡＢＥＥ
会的使命をもった大学校の場合、一般の大学と 認定の維持を盛り込んだところである。各教員は水産教育を一
は違う発想が求められると思うが、今後の人事 定レベル以上に保ちつつ、水産関連業界が求める人材を供給し
管理、業務管理計画のなかでそれが明確に示せ ていくことが求められている。

、 、るようにしていただきたい 一方で 新の水産に係る技術や知識を教授していくためには
研究も重要である、その研究課題の設定に当たっては、水産業
界、教育にどのように反映できるかを考慮しつつ、校内の幹部
と協議した上で決定している。

Ⅱ－３ 文部科学省のHPによると、平成22 年4 月1 日 それぞれの就職支援策がどの程度効果があったのか定量的に分
就職対策の充実 時点での大学の就職率は91.8%（昨年同期比3.9 析することは困難であるが、これまでの取組が総合的に作用し

ポイント減）と厳しい状況の中、全体の就職 たことにより、高い就職率を維持してきているものと考えてい
率が95.1%は健闘したと言える。対前年との動 る。より効率的な支援策については、マンパワー等も踏まえ、
向が不明なので分からないが、自己評価結果に 今後も検討して参りたい。
掲げられている様々な就職支援策の中で何がど
の程度、効果があったのかなど分析をする必要
があろう。

全国的に厳しい就職状況のなか、全体として、 各部長、各学科長等が集まる会議において、適宜学科別の就職
就職率の目標値をクリアしていることは、全学 状況及び水産関係への就職率の状況を周知し、さらなる取組を
を挙げての就職対策の成果として、高く評価で 依頼するなど、学内全体で目標値に対する意識を高め、就職率
きる。一方、本科の学科の一 の向上に取り組んでいるところである。
部や専攻科ではなかには水産関係への就職率が
７５％を下回っているところがある。就職率の
向上に一層の努力が望まれる。

本科の学科独自に開設したとされる「水産食品 「水産食品士」は平成21年度修了生から授与を始めた資格で、
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士」については、就職活動に有効に作用したか 商標登録やパンフレットの作成等により採用企業等への紹介に
どうかのフォローアップ調査が必要であろう。 努めており、その評価も高く学生の就職を後押している。
その結果によっては、必要に応じてこの制度を 今後も引き続き採用企業等への聞き取り調査等を行い、必要に
改善し、今後、より有効に活用できるかもしれ 応じて改善を図りたい。
ない。

Ⅱ－４ マスコミ等への露出が少ないという指摘がある 昨年度は、水産記者クラブで記者レクを行い、多くの業界紙に
教育研究成果の利用の促 ようだが、水研センターと比較して、立地条件 おいてトップニュースで取り上げられた。今後も積極的に情報
進及び専門的知識の活用 でハンディーがあるので仕方がない面もあろ 発信に努めることとしている。

、 、 、 、等 う。この点では、むしろ、水研センターと協力 なお 水研センターとの間においては 大型クラゲ 天皇海山
することを考えるべきではないか。例えば、お 日本海くろまぐろ等の調査を連携して実施することとしてお
互いの広報誌の中で記事を交換するなど、水産 り、プレス等の対応についても連携して実施していきたい。
関連の唯一の独法である両法人が情報発信を協
力して行うことはあってもいいと考える。

運営費交付金が減少傾向にあるなか 「水産大 平成２１年度の「研究報告」の配布時に、ＨＰで公表している、
学校研究報告」がＨＰ上での公開に加え、冊子 旨の案内や今後の配布を希望するかの調査書を同封しており、
体も発行していることの是非について、検討す その結果を踏まえ、平成２２年度の印刷部数200冊（700冊→50
る時期ではないか。 0冊）の削減を図った。

研究成果の公表について、論文数で見る限りは 研究成果のよりインパクトの高い媒体への公表促進を図るた
目標水準に達している。この点は評価できる。 め、平成２２年度より導入した教育職員の人事評価においてそ
ただ、そのインパクトについては十分に検討さ の実績を考慮している。また、研究成果の公表媒体のインパク
れていないのではないか。 トに応じて、投稿費等の補填を行う予算を措置している。

様々な活動がこの項目に組み込まれており、焦 本校の教育研究成果の活用は、社会への貢献のほか、校内の教
点がぼけているような印象を受けてしまう。こ 育研究をさらに高めるためのインセンティブとしても重要であ
の項目の戦略を明確にして、ひとつひとつの活 ると考えている。
動を意義づけ、かつ関連づけて取り組んで欲し 一方、本校が「水産」を冠した我が国唯一の高等教育機関であ
い。活動をこなすだけではかえって非効率とな ることを踏まえ、その特徴を活かした活動への重点化を図るこ
る。 とも検討していきたい。
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Ⅱ－５ 学生生活支援は多岐に亘って行われているが、 学生相談の件数等、対応状況の把握に努めており、その状況を
学生生活支援等 それらサービスが学生にとってどの程度役に立 踏まえ効率的な支援への改善を検討していきたい。

っているのか、アンケート調査などを行う必要
があるのではないか。

近はどの大学においても、学生生活指導にお クラス担任に加え、医務室、学生相談室においても相談の窓口
けるメンタルヘルスケアの重要性が増してい を設け、必要に応じて臨床心理士を紹介している。
る。背景には厳しい経済状況、勉強や日常生活 また、メンタルヘルス対策体制を学生に周知するため、パンフ
への不適応などがあると思われる。全国から入 レットの配布や「学生相談室だより」の掲示・ＨＰ掲載を行う
学者が集まるということは、ほとんどの学生が ほか、全教育職員に対して相談体制の周知を図っている。
寮か下宿生活をしているということでもあり、 今後も引き続き、学生目線での相談体制となるよう努めたい。
一人で問題を抱え込みやすい。教員には相談し
にくいことも
考えられ、大学の対応として、学生の目線で、
相談しやすいシステムとなっているか、常に検
証が必要と思われる。

今後、この項目のなかに，企業・地方公共団体 新たな中期計画において 「学生生活支援等」の項目から「産、
等との連携に関する評価を含めるかどうかは検 業界・地域との連携」については削除した。しかし 「課外活、
討していただきたい。目的をはっきりさせた活 動支援を充実し、社会人基礎力の涵養を図る 」としており、。
動にした取組にすることが求められる。 社会人基礎力の涵養に資する企業・地方公共団体等との連携に

は積極的な支援を行うこととしている。

Ⅶ－５ ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエン 職員に対しては、産業医と連携し、インフルエンザ及び感染性
環境対策・安全管理の推 ザ対策として職員・学生への予防対策の周知徹 胃腸炎の予防対策の周知等を行っている。
進 底。マスク及びアルコール消毒剤の配布を迅速 学生に対しては、本校校医、看護師による健康相談や、定期的

に行ったことは良かった。インフルエンザの流 に発行している「保健室だより」によるインフルエンザの予防
行に関わらず予防対策の周知徹底を行うように 法や感染した場合の対処法についての啓蒙等を行っているとと
希望する。 もに、学生への連絡・指導及び学生からの情報提供等について

は、 学生部－クラス担当教員－学生 の連絡体制を整備し、周" "
知徹底を図っている。
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