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独立行政法人評価委員会第３５回農業分科会 書面審議概要

農業分科会事務局

３月１５日に開催する予定でありました第３５回農業分科会は、３月１１日に発生しました東

日本大震災の影響をはじめとした諸般の事情により中止しましたので、当農業分科会で審議予定

でありました下記議案及び報告事項につきましては、書面審議をいただきました。

審議いただいたものについては、主務大臣に答申等を行いその後の事務手続きを行ったところ

です。

１ 日 時： 平成２３年３月１５日～４月１日

２ 審議委員：青柳義朗委員、菅いづみ委員、夏目智子委員、野村哲郎委員、平松和昭委員、淵

野雄二郎委員、渡邉和男委員、（安部新一委員、森田 明委員）

石田裕美専門委員、梶 孝幸専門委員、加茂前秀夫専門委員、小林正伸専門委員、

竹山幸雄専門委員、戸澤正彦専門委員、富田文一郎専門委員、中嶋康博専門委員、

深見元弘専門委員、福田 晋専門委員、布施伸枝専門委員、松井 徹専門委員、

（長村智司専門委員、馬場 治専門委員、森田慎二郎専門委員）

※ （ ）委員、専門委員は、震災対応等のため議決人数の対象外となった。

３ 審議議案および報告事項

農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター

農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金、水資源機構

（１）独立行政法人農林水産消費安全技術センターの次期中期計画について

（２）独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務方法書の変更について

（３）独立行政法人種苗管理センターの次期中期計画について

（４）独立行政法人家畜改良センターの次期中期計画について

（５）独立行政法人家畜改良センターの業務方法書の変更について

（６）独立行政法人農畜産業振興機構の中期目標の変更について（報告）

（７）独立行政法人農畜産業振興機構の中期計画の変更について

（８）独立行政法人農畜産業振興機構の業務方法書の変更について

（９）独立行政法人農林漁業信用基金の中期計画の変更について

（10）独立行政法人農林漁業信用基金の業務方法書の変更について

（11）独立行政法人水資源機構の中期計画の変更について

（12）独立行政法人農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについて

（13）独立行政法人農業者年金基金の評価標準等の見直しについて（了解事項）

（14）独立行政法人農林漁業信用基金の長期借入金の借入・償還計画について

（15）独立行政法人農畜産業振興機構の不要財産の国庫納付について（説明）

（16）独立行政法人農林漁業信用基金の長期借入金の入札結果について（報告）

４ 書面審議概要

（１）独立行政法人農林水産消費安全技術センター

① 次期中期計画について

② 業務方法書の変更について
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＜意 見（１）：菅 委員＞

第2章第5条の変更案で、理由は「情報提供業務の重複排除について示されたことを

踏まえて」とされているが、情報は限られた場所からだけでなく、各所から出される

ことが効果的だと考えられるので、情報提供が事業者に対してだけでなく行なって欲

しい。

（答）

１ 今回の改正は、「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）において、ＦＡＭＩＣの食品等関係事業について、「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。」と指摘されたことを踏まえて、第６条の

「消費者等」を「事業者等」に改正するのが主な目的です。

２ なお、「事業者等」に変更いたしますが、閣議決定の但し書きで、「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。」となっておりますので、従来どおり消費者か

ら相談があった場合には、適切に対応させていただきます。

３ ご指摘の第５条についてですが、上記の指摘に加え、個別に指摘されたわけではありませんが、

各法人共通の指摘として、情報収集・提供については、「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。」とされたことを踏まえて、

「消費者、生産者、事業者、地方公共団体等」と個別に対象を記載していたものを、上記の相談

業務と同様に「事業者等」に統一させていただきたいと考えているものです。

４ 情報提供は、行政機関が行う当然のサービスとして、消費者を除いたわけではなく、広く国民

一般への情報提供ツールとして活用していくこととに変わりはありませんので、御理解をいただ

ければ幸甚です。

（２）独立行政法人種苗管理センター

① 次期中期計画について

＜意 見（１）：梶 専門委員＞

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

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

(1）原原種生産の効率化

（ウ）ばれいしょ原原種生産において、規格内歩留まりの向上等により規格外品等の余剰の

発生の縮減に努める。 について

① 規格内歩留まりの向上等とは具体的に何を指すのか？

原原種の上限（190ｇ）および下限規格（40ｇ）を拡大し、歩留まりを伸ばそうと

することには反対する。上下を広げるということは規格外品の混入と同じであり、実

質的な上げである。十勝も原種上限規格を190ｇに下げようと検討しているところであ

り、かつ海道内の原種上限規格は原原種同様の190ｇ程度が多いので、上限規格を引き

上げることは問題となる。

（答）

規格内歩留まりの向上については、原原種の栽培管理や選別作業の改善により、製品歩

留まりの向上を図ることを考えています。

また、原原種規格については、現行規格（４０～１９０ｇ）を変えることは考えていま

せんが、現在、岡山県、広島県から４０ｇ以下の小粒種いもの供給の要望があるので、小



- 3 -

粒種いもの有効利用を図ることを検討していきたいと考えています。

＜意 見（２）：梶 専門委員＞

第２ 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目標を達成するた

めと るべき措置

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

（1）需要に即した原原種の安定供給

イ 種ばれいしょに係る標準検査手順書等に基づき、 ～中略～ 収穫直前の検定におけ

る病害罹病率をばれいしょ、さとうきびともに0.1％未満とする。 について

② 病害罹病率をばれいしょ、さとうきびともに0.1％未満とするとは、平均か？それとも品種ある

いは圃場単位といった個別か？

（答）

中期計画において目標としている病害罹病率０．１％未満は、各農場における原原種の収穫直

前の肉眼検定における病害罹病率について、品種別、ほ場別に０．１％未満とすることとしていま

す。

＜意 見（３）：梶 専門委員＞

オ 原原種の生産見込数量の把握を適時に行い、 ～中略～ 配布申請時から配布開始ま

での期間をばれいしょ１．５か月及びさとうきび2か月以内とする。 について

③ 原原種の生産見込数量の把握を適時に行い、収穫調製から配布数量決定までの期間の

短縮に努めるとともに、生産見込数量を関係道県に早期に提示し、配布数量決定までに係る

事務処理の迅速化をさらに図ることを望む。また、生産見込数量のおおよその見込みがたっ

た時点で、配布数量決定前に配布数量のおおよそ６～７割を配布先が引き取ることができるよ

う配慮すべきである。なぜなら、配布決定に時間がかかるため、種苗管理センター各場におい

て原原種が滞荷し、作業に支障をきたしているからである。そのことが、選別作業期間の長期

化＝コスト高につながっていると考える。

（答）

ご要望がありました配布数量決定までに係る事務処理の迅速化については更に努力して参

りたいと考えています。

なお、配布決定前に６～７割を配布することについては、各道県への公平な配布の観点か

ら配布が可能かどうか、また、会計処理を的確に行えるかどうか等を含め、その可否につい

て検討して参りたいと考えています。

＜意 見（４）：梶 専門委員＞

ケ 道県からの申請に応じ、選別による規格分けにより小粒種いもを供給するとともに、

大型コンテナ、フレコンバックによる配布を行う。

④ 選別による規格分けにより小粒種いもを供給することは反対である。道内において

小粒種いも供給を希望しているＪＡは少ない。規格分けにより小粒種いも供給を行う

ために、他配布先に小粒クラスの種いもが選別により抜かれた原原種を配ることには

絶対にあってはならないし、小粒種いもを大量確保するために原原種圃面積を増反し

なければならないのであれば、かえってコスト高になる。その負担分を原原種生産コ

ストに賦課することにはならない。

（答）

選別規格分けによる小粒種いもの供給は、あくまで道県からの要望に応じ、道庁やホクレ
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ンの確認のもとに、不公平感が生じないよう小粒種いもの規格分けにより生じた大粒種いも

を抱き合わせて配布しているところであり、今後とも、同様に対応していきたいと考えてい

ます。

＜意 見（５）：梶 専門委員＞

第２ 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目標を達成するた

めとるべき措置

４ １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

（3）コスト低減と品質の向上のための原原種生産技術の開発

イ ジャガイモＹモザイク病欧州型えそ系統判別、 ～中略～ 輪腐病のＰＣＲ検定

技術を確立する。

⑤ 第1の２の（1）にある通り種苗検査の集約化（すなわち、本所に所要の施設整備を

行い、 ～以下略 のように本所において行うのであれば問題ないが、種苗管理セン

ターの原原種等生産農場で上記病害の検定技術を研究するのは問題である。当然のこ

とながら、厳重な病原菌管理を行う必要がある。さらに、病原菌の場内感染および拡

大リスクを回避する目的からも検査・研究場所と原原種等生産農場は分離すべきであ

る。

（答）

PSTVｄや輪腐病のＰＣＲ検定等の技術の確立にあたっては、原原種生産農場の病害虫侵入

リスクを十分考慮し、つくば本所において、今後、調査を進めることを予定しています。

（３）独立行政法人家畜改良センター

① 次期中期計画について

② 業務方法書の変更について

＜特に意見なし＞

（４）独立行政法人農畜産業振興機構

① 中期目標の変更について（報告）

② 中期計画の変更について

③ 業務方法書の変更について

＜特に意見なし＞

（５）独立行政法人農林漁業信用基金

① 中期計画の変更について

② 業務方法書の変更について

＜意見（１）：菅 委員＞

この東日本大震災を考えると、変更点を見直した方がよいのではないか。

（答）

１ 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務は、国の農業災害補償制度を補完するものとして、

農業共済組合及び同連合会が支払う共済金・保険金の支払資金が不足する場合に必要とする資金

を貸し付けるものです。

今般の中期計画の見直しにより農林漁業信用基金の資金規模は縮減しますが、資金規模の縮減

に見合う金額を農林漁業信用基金が借り入れることにより、同額の貸付規模を措置することとし

ています。
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２ 一方、同基金の漁業災害補償関係業務は、農業同様に国の漁業災害補償制度を補完するもの

として、漁業共済組合及び全国漁業共済組合連合会が支払う共済金・再共済金の支払資金が不足

する場合に必要とする資金を貸し付けるものです。

組合等において支払に充てる準備金が用意されており、これに貸付限度額の枠内での同基金

からの借り入れを加えることによって共済金の支払いには不足が生じないと見込んでおり、現時

点では、中期計画に変更の必要はないと考えております。

＜意見（２）：夏目 委員＞

独立行政法人農林漁業信用基金の中期計画の変更については、すでに農業分科会で

議論されており、了解しております。

しかしながら、この度の東日本大震災では農業及び漁業に予想もつかないほどの被

害が想定されます。

そこで、中期計画では農業及び漁業災害補償関係業務の資金規模が縮減されていま

すが、このような災害への対応は大丈夫なのかどうかお伺いします。

当然、災害対応は国庫からの支出になると理解してはおりますが。

（答）

１ 今般の地震のような災害によって農業者が受ける損失を補てんし農業経営の安定を図

る制度としては、国に農業災害補償法に基づく農業災害補償制度があります。

農業災害補償制度は、

① 被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ

掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産

から共済金を支払うという農業者の自主的な相互救済を基本とする

② 制度の運営は、ａ都道府県内をいくつかの地域に分けて設立された農業共済組合、

ｂ都道府県を区域とする農業共済組合連合会、ｃ国の３段階で運営されており、大災

害に備え、農業共済組合等は、連合会の保険に付し、更に、連合会は国の再保険に付

すことにより、全国的に危険分散を図る

という仕組みをとっています。

このため、今回のような大災害の場合には、被害額の一定部分までは組合、連合会

が支払責任を負いますが、それを超えるものについては、国の再保険で支払うことに

なります。過去においても、平成５年の大冷害の際には、５,４８７億円の共済金を

支払いましたが、そのうち約８割の４,３８８億円を国の再保険で支払っています。

２ 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務は、この農業災害補償制度を補完するもの

として、組合及び連合会が支払責任を負っている部分について、支払資金が不足する場

合に必要とする資金を貸し付けるものです。

１のとおり、大災害時に備えて国が再保険を行っていること及び平成５年の大冷害の

ような大きな災害年の貸付実績も勘案して、大災害時にも対応できるよう農林漁業信用

基金の貸付規模を中期計画で定めています。

また、今般の中期計画の見直しにより農林漁業信用基金の資金規模は縮減しますが、

資金規模の縮減に見合う金額を農林漁業信用基金が借り入れることにより、同額の貸付

規模を措置することとしています。
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（６）独立行政法人水資源機構

① 中期計画の変更について

＜意見（１）：小林 専門委員＞

策定時点とどのような状況の変化があり、なぜ施設整備が必要になったのかの説明

が必要。

（答）

○ H22.12に、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針の閣議決定を踏まえ、更な

る活用の検討が必要となった。

○ このため、これまでの技術開発等の活用に加え、利水者負担を軽減することが可能な

施設整備等にも充当することとした。

（７）独立行政法人農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについて

＜特に意見なし＞

（８）独立行政法人農業者年金基金の評価標準等の見直しについて（了解事項）

＜特に意見なし＞

（９）独立行政法人農林漁業信用基金の長期借入金の借入・償還計画について

＜特に意見なし＞

（１０）独立行政法人農畜産業振興機構の不要財産の国庫納付について（報告）

＜特に意見なし＞

（１１）独立行政法人農林漁業信用基金の長期借入金の入札結果について（報告）

＜特に意見なし＞

（１２）その他の意見

＜意見（１）：中嶋 専門委員＞

今般の東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所の事故に関して、関係するすべ

ての独立行政法人においては、中期計画を精査し、復旧、復興へ向けた行動を緊急的

かつ持続的に実施して、食料供給対策ならびに被災農家支援に万全を尽くていただき

たい。

（答）

（農林水産消費安技術センター）

ＦＡＭＩＣは、食品の安全と消費者の信頼の確保のための的確・迅速な対応として、国

産飼料等の安全について、福島県下等で生産された飼料等の放射能汚染の有無や程度を測

定することとしています。

このことは、緊急時の対応として、ＦＡＭＩＣ法、中期目標、中期計画に明記しており

ます。

（種苗管理センター）

種苗管理センターでは、中期目標第３の３の（２）のイにおいて「公的機関等からの要

請に応じて、早期普及が必要な畑作物等の調査用種苗等を生産し、配布する。」としてお

り、復旧、復興に向けた種苗の生産・配布についてもこの一環として積極的に要請に対応

することとしたい。
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（家畜改良センター）

自然災害等に係る支援に関し、以下のとおり中期計画で記載しております。

「第２ 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目標を達成す

るためにとるべき措置

８ センターの人材・資源を活用した外部支援

(2) 自然災害、家畜伝染性疾病等が発生した場合の家畜、乾牧草等の支援

農林水産省や都道府県等の地方自治体から要請を受けた場合、自然災害や家畜疾病

発生時に、影響を被った地域で一時的に不足する家畜、乾牧草等を積極的に支援す

る。」

※ 東日本大震災におけるセンターの対応

センター本所（福島県西郷村）、奥羽牧場（青森県七戸町）、岩手牧場（盛岡市）にお

いて、被災した畜産農家に対し、乾牧草等の粗飼料提供を実施等。

（農畜産業振興機構）

機構は、口蹄疫等の緊急対策を行うこととしておりますが、今回の災害への対応につき

ましては国を挙げて全省庁横断的に実施することと考えております。

（この中で機構では、被災地域における配合飼料の不足により家畜が餓死する事態が生じ

たことから、国の対応が整うまでの間、緊急的に対策を実施することとしたところです。）

（農業者年金基金）

中期計画においては、ホームページ等による情報の提供、業務受託機関担当者の研修等

を通じてサービスの向上等に取り組むことを明記しており、①各種手続等の弾力的対応、

②保険料納付の停止や２年以内は遡って保険料が納付可能であること等について周知・徹

底を図り、被災された被保険者や受給権者の利便性の確保、年金の確実な給付等に万全を

尽くします。

（農林漁業信用基金）

独立行政法人農林漁業信用基金としても、今般の東日本大震災に対する緊急な対応が必

要となることから、以下の措置を講ずることとしています。

① 被害農業者等に対する保証条件の変更等の措置を適時・適切に行うため、国、融資機

関及び基金協会からの問い合わせ等を受け付ける窓口の設置。

② 基金協会が既貸付金の償還猶予等の措置に係る関係規程の変更を行った場合につい

て、その事前協議の緩和。

③ 事前協議を行った大口保険保証の案件に係る条件変更について、弾力的な審査の実施。

④ 災害対応資金の融通に係る大口保険保証の事前協議について、弾力的な審査の実施。
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（水資源機構）

水資源機構の管理施設は重要な地域のライフラインであり、中期計画においても大規模

地震等の不測の事態におけるライフラインの確保を重要な課題と明記し、今回の被災施設

の復旧等に全力を尽くしています。引続き被災施設の復旧等に万全を尽くして参る所存。

５ 審議結果

各委員の質問事項については、各独立行政法人及び法人担当課の回答の内容について質問

委員の了解を得るとともに、各審議事項の意見聴取においては、主務大臣への「異議なし」

の意見提出を行うこと等について、評価委員総数の過半数以上の了解を得たため、淵野委員

長にお諮りし、了解を得て主務大臣への答申等を行った。

以 上


