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独立行政法人評価委員会第37回農業分科会

農林水産省経営局総務課
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第37回独立行政法人評価委員会農業分科会

日時：平成23年８月18日（木）

会場：三田共用会議所

時間：13:15 ～ 15:55

議 事 次 第

１．開 会

２．議 事

第１部（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）

（１）平成22年度業務実績及び第二期中期目標期間（H18～22年度）の業務実績

に関する評価について

（２）平成22事業年度及び第二期中期目標期間に係る事業報告書に関する意見

募集の結果について

（休 憩）

第２部（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）（農畜産業振興機構、農業者年金基金）平成22年度財務諸表について

（２）平成22年度業務実績に関する評価について

（３）その他

３．閉 会
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午後１時15分 開会

○淵野分科会長 それでは、ほぼ定刻となりましたので、ただいまから「農林水産省独立

行政法人評価委員会第 37回農業分科会」を開催いたします。

本日の議長を務めます淵野でございます。よろしくお願いいたします。

委員及び専門委員の皆様方には、お忙しい中、また例年になく残暑厳しい折でございま

すけれども、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、本日の会合でございますけれども、委員９名のうち８名の委員の先生方に御出席

いただいておりますので、農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第３項において準

用する同条第１項の過半数の出席要件を満たしていることから、成立していることを御報

告申し上げます。

それでは、事務局から議事の進め方と配付資料について御説明をお願いいたします。

○経営局総務課長 事務局を担当いたします経営局総務課長の塩川です。前任の豊田に替

わりまして、８月１日に人事異動がありまして着任いたしました。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

まず、本日の議事の進め方について御説明します。

本日は、２部構成にいたしまして、まず第１部につきましては、農林水産消費安全技術

センター、種苗管理センター、家畜改良センターの３法人につきまして御審議いただきた

いと思います。休憩を挟みまして、第２部につきましては、農畜産業振興機構、農業者年

金基金、農林漁業信用基金、水資源機構の４法人につきまして御審議いただきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、お手元に分厚い資料がございますが、その御説明を申し上げたいと思います。

１枚目に議事次第、次に配付資料一覧、資料１としまして委員名簿、その裏側にプロジ

ェクトチームのメンバー表を載せてあります。

その次は第１部の資料です。資料２－１、２－２、３－１、３－２、４－１、４－２、

５までです。

後半の第２部の資料は、資料６以下、資料６－１、６－２、７、８、９、10までです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○淵野分科会長 それでは、本日の第１番目の議題に入りたいと思います。１つ目の議題

は「平成 22 年度業務実績及び第二期中期目標期間（H18 ～ H22 年度）の業務実績に関
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する評価について」でございます。

初に、１部の３法人のプロジェクトチームからそれぞれ御説明いただいてから、まと

めて質疑を受けることにいたしたいと思います。

まず、農林水産消費安全技術センタープロジェクトチームの夏目委員から御説明をお願

いいたします。

○夏目委員 農林水産消費安全技術センタープロジェクトチームを担当しております夏目

でございます。私から、プロジェクトチームにおける検討結果について御報告させていた

だきます。

農林水産消費安全技術センタープロジェクトチームは、本年８月３日に担当委員５名全

員の出席の下開催され、平成 22 年度及び第二期中期目標期間の実績評価につきまして検

討を行いました。

評価を実施するに当たり、法人に対して詳細なヒアリングを実施するとともに、法人か

らは自己評価シート、随意契約関係資料等の補足資料が提出され、適切な評価を実施する

ことができたものと考えております。

初に平成 22 年度の評価についてです。お手元の資料２－１の１ページ「業務実績の

総合評価」をご覧ください。

まず、総合評価についてですが、当プロジェクトチームといたしましては、平成 22 年

度の総合評価はＡ評価とさせていただきました。

当該評価に至った理由についてですが、評価を行うに当たりましては、評価基準、評価

指標と合わせて独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点、平成 22 年度業務実績評

価の具体的取組み、平成 21年度評価に対する２次意見を踏まえて行っております。

中項目の評価を行うに当たり、評価指標に基づき小項目の評価を行いましたが、すべて

の指標はａ評価としております。この小項目の評価を踏まえまして、中項目の評価でもす

べての項目をＡ評価とし、大項目及び総合評価につきましては、業務実績及び達成度合い

等を総合的に判断した結果、中期計画または年度計画は的確に実施されているものの、Ｓ

評価とすべき事項はなかったことから、すべての大項目及び総合評価についてはＡ評価と

したところでございます。

主な意見でございます。大項目ごとの評価結果に対します主な意見といたしましては、

まず１ページの「（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」に

ついてですが、②をご覧いただければよろしかろうと思います。
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理事長は法人に与えられた使命・課題を的確に認識し、社会的ニーズに対応して的確か

つ柔軟に業務運営を行うため、各分野の専門家からなるプロジェクトチームの設置、緊急

時や繁忙期に機動的かつ柔軟に職員を配置するスタッフ制の活用など、効率的な業務運営

に努めておりました。

また、③でございます。競争入札の対象となる契約の増加等により、一般管理費で 3.5

％（計画値：３％）、業務経費で５％（計画値：１％）を抑制するなど、経費の節減を図

っていましたが、給与振込口座につきましては、国と同様に原則１口座となるようにさら

なる取組みが必要と考えております。

④、⑤です。そして業務の効率化を図り、人員を平成 18年１月１日時点の 722名から 49

名削減することにより、平成 17 年度決算額を基準として、中期目標期間の５年間で５％

削減するところを 終年として 7.4 ％削減するなど、節減に取り組むとともに、給与水準

は国と比べて 98.8 であり、効率的な業務運営により経費削減も適切に行われていると判

断されます。

なお、福利厚生費につきましては、職員の公務災害補償費を法定外福利厚生費から法定

福利厚生費としての支出に改善されており、適切に対応しておりました。

次に「（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」についてです。

２ページの②でございます。「食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組」につきま

しては「東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査プロジ

ェクトチーム」など３課題について課題ごとに設置されたプロジェクトチームにおいて体

制の整備及び調査分析等を実施するなど、効率的かつ効果的に実施されております。特に

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査プロジェクトチ

ームに関しましては、第 36 回分科会で法人から説明があったとおり、平成 22 年度の実

績ではございませんが、23 年度補正予算で放射線測定装置２式を整備し、飼料等の放射

性物質濃度の調査分析を緊急に実施することとなっております。また、調査の実施に当た

りましては、職員の放射線の被曝がないよう、健康管理に十分注意していただく必要があ

ると考えております。

③でございます。また「情報提供業務の一元化及び提供内容の充実」につきましては、

国民生活センターとはこれまで PIO-NET 等を通じて消費者相談等に関する情報の共有化

を図るとともに、研修等の講師を相互に派遣し合うなど連携を深めていました。「独立行
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政法人の事務・事業の見直しの基本方針」及び「独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ターの主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」の指摘を踏まえ、今後とも適切

に連携が図られることが期待されております。

④でございます。「窓口業務の全国における実施」につきましては、事業者及び消費者

から寄せられたさまざまな相談に対しまして、すべての窓口において適切に対応されてい

ました。今後、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」及び「独立行政法人農

林水産消費安全技術センターの主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」の指摘

を踏まえ、相談窓口業務の見直しについて適切に対応されることが期待されております。

「（３）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」についてです。

①、③、④が関わってきます。随意契約の見直しにつきましては、一般競争入札による

契約のうち１者応札となった契約の割合につきましては、公告期間の延長や調達情報の

PR 等に努めた結果、平成 21 年度と比較して減少しており、改善が図られていたと評価

できます。

また、会計検査院からの指摘に対しても会計規程等の遵守の徹底、適正な検査の実施を

確保するため関係規定の改正、仕様書の見直し等により改善が図られていたことは評価で

きますが、今後これらの改善策が機能しているかどうか PDCA サイクルが働いているか

確認が行われることが必要であると考えます。

３ページ「（４）短期借入金の限度額」「（５）重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ

うとするときは、その計画」及び「（６）剰余金の使途」についてです。

これは実績がなかったため、評価をいたしませんでした。なお、③のとこでございます

けれども、保有している重要な資産や実施許諾に至っていない特許については、保有する

必要性等の検討を行っていくことが必要だと考えております。

「（７）その他主務省令で定める業務運営に関する事項」についてです。

法人の中期計画項目である「１ 施設及び設備に関する計画」「２ 職員の人事に関す

る計画」及び「３ 積立金の処分に関する事項」につきまして、すべて適切に対応されて

おりました。

ここまでが平成 22年度の分でございます。

続きまして、資料２－２をご覧ください。第二期中期目標期間の評価についてでござい

ます。

１ページ「業務実績の総合評価」をご覧ください。
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まず、総合評価についてですが、当プロジェクトチームといたしましては、第二期中期

目標期間の総合評価はＡ評価とさせていただきました。

その評価理由でございます。当該法人は、第二期中期目標期間中の平成 19 年４月に農

林水産消費技術センター、肥飼料検査所及び農薬検査所の３法人が統合して発足しました。

そのため、平成 18 年度の実績評価は３法人それぞれで行われていますので、18 ～ 22 の

評価結果の欄には参考として３法人の評価結果を記載してございます。「消」は農林水産

消費技術センター、「肥」は肥飼料検査所、「農」は農薬検査所の評価結果となっておりま

す。

当該評価に至った理由についてでございますが、評価を行うに当たりましては、評価基

準、評価指標と合わせて独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点を踏まえて行って

おります。中項目の評価を行うに当たり、評価指標に基づき小項目の評価を行いましたが、

すべての指標はａ評価としております。この小項目の評価を踏まえまして、中項目の評価

でもすべての項目をＡ評価とし、大項目及び総合評価につきましては、業務実績及び達成

度合い等を総合的に判断した結果、中期計画または年度計画は的確に実施されているもの

のＳ評価とすべき事項はなかったことから、すべての大項目及び総合評価についてはＡ評

価としたところでございます。

次に、大項目ごとの評価結果に対する主に意見でございます。

まず、１ページの「（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」

についてです。

②でございます。理事長は法人に与えられた使命・課題を的確に認識し、社会的ニーズ

に対応して的確かつ柔軟に業務運営を行うため、各分野の専門家からなるプロジェクトチ

ームの設置、緊急時や繁忙期に機動的かつ柔軟に職員を配置するスタッフ制の活用など、

効率的な業務運営に努めておりました。

なお「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、内部統制機能を充実・強化し、適正な

組織運営の実現が図られており、本部及び地方組織の再編・統合についても適切に対応さ

れていました。

③競争入札の対象となる契約の増加等により、毎年度、一般管理費で３％以上、業務経

費で１％以上を抑制するなど、経費の節減を図っていましたが、平成 22 年度に予算執行

調査で指摘されました給与振込口座につきましては、国と同様に原則１口座となるようさ

らなる取組みが必要と考えております。
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④業務の効率化を図り、人員を平成 18 年１月１日時点の 722 名から 49 名削減するこ

とにより、平成 17年度決算額を基準として 7.4％削減するなど節減に取り組まれており、

効率的な業務運営により経費削減も適切に行われていると判断いたしました。

福利厚生費についても永年勤続表彰の見直し等を行い、適切に対応されておりました。

次に「（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」についてでございます。

②です。「食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組」につきましては「東京電力福

島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査プロジェクトチーム」など

８課題について課題ごとに設置されたプロジェクトチームにおいて調査分析等を実施する

など、効率的かつ効果的に実施されております。

③です。「情報提供業務の一元化及び提供内容の充実」につきましては、消費者、生産

者、事業者等からの相談に適切に対応するとともに、メールマガジンの活用や講習会の開

催などにより積極的に情報の提供を図っておりました。

また、国民生活センターとの連携につきましては「独立行政法人の事務・事業の見直し

の基本方針」等の指摘を踏まえ、今後とも適切に連携が図られることが期待されます。

④です。「窓口業務の全国における実施」につきましては、事業者及び消費者から寄せ

られたさまざまな相談に対してすべての窓口において適切に対応されておりました。今後

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等の指摘を踏まえ、相談窓口業務の見

直しについて適切に対応されることが期待されます。

２ページ「（３）予算（人件費の見積もりも含む。）、収支計画及び資金計画」について

です。

④です。随意契約の見直しにつきましては、一般競争入札による契約のうち、１者応札

となった契約の割合については、公告期間の延長や調達情報の PR 等に努めた結果、改善

が図られておりました。

「（４）短期借入金の限度額」についてです。

実績がなかったため、評価はいたしませんでした。

「（５）重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画」について

です。

①、③のところです。平成 20 年度に神戸センターの移転、新築に伴い不要となる旧庁

舎及び土地について、庁舎と土地を一体で神戸市買主代理「神戸市土地開発公社」に平成 21
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年３月 31日付で売却し、適切に対応されていました。

なお、保有している重要な資産や実施許諾に至っていない特許については、保有する必

要性等の検討を行っていくことが必要と考えております。

「（６）剰余金の使途」についてです。

実績がなかったため、評価は行いませんでした。

「（７）その他主務省令で定める業務運営に関する事項」についてです。

法人の中期計画項目である「１ 施設及び設備に関する計画」「２ 職員の人事に関す

る計画」及び「３ 積立金の処分に関する事項」について、すべて適切に対応されており

ました。

以上で報告を終わります。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

続きまして、種苗管理センタープロジェクトチームの渡邉委員から御説明をお願いいた

します。

○渡邉委員 種苗管理センター担当委員の渡邉でございます。種苗管理センターの平成 22

年度事業年度及び第二期中期目標期間の評価結果の概要について御説明をいたします。

本評価については、種苗管理センターチームの梶専門委員、長村専門委員と私、渡邉が

担当し、あらかじめ定めている評価の基準に従い、種苗管理センターが提出した自己評価

シート、補足参考資料に基づく業務実績の内容について、種苗管理センターからの聴取及

び北海道中央農場での委員全員の現地調査など、プロジェクトチーム検討委員会を開催し

ながら行いました。

それでは、平成 22 年度の業務実績評価の結果について、資料３－１を用いて御説明い

たします。

１ページになります。

評価の決定に当たっては、中期計画の 小項目を単位とした５段階評価を行い、その結

果を積み上げて中項目、更には大項目を評価しました。

平成 22 年度事業については、小項目を 120 項目中、Ｓ評価３項目、Ａ評価 92 項目、

Ｂ評価５項目、評価対象外 20項目です。

中項目は 17項目中、Ａ評価 16項目、評価対象外１項目。

大項目は７項目中、Ａ評価５項目、評価対象外２項目となりました。

総合評価としてはＡ評価となります。
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この結果とこれから御説明する内容を総合的に勘案して、平成 22 年度事業は設定され

た数値目標をほぼクリアーするなど、中期計画の達成に向けて順調に実施されたものと判

断しています。

それでは「２ 業務運営に対する主な意見等」について御説明いたします。

資料３－１の１ページ、２の〔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〕については、計画どおり順調に実施されました。

①理事長は、組織内の業務情報、懸案事項について適時の把握に努めており、的確な采

配と組織の機動力の発揮が可能となっています。

具体的な業務を見ますと、ばれいしょ原原種生産において、気象変動による需要変化へ

の対応は難易度の高い業務ですが、的確に対応し、増収につなげています。

また、内部統制機能についてコンプライアンス委員会における点検、評価を行っている

ほか、第３期リスク管理委員会の設置検討など、その強化に取り組んでいます。

〔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〕については、順調に実施されております。

①農林水産物の品種登録に係る栽培試験業務については、栽培試験方法等の検討を精力

的に進めた結果、対象植物を 20 種類拡大し、目標の２種類程度を大きく上回る達成状況

となっております。

栽培試験対象植物種類数の拡大に合わせ保存する対照品種については、新たに目標の

1.5倍以上の 459品種の拡大を図っています。

新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮に向けてについては、現地調査の活用に

よる効率化に取り組んだ結果、目標の 1.5 年以内を大幅に上回る８か月となっています。

いずれの実績も高く評価でき、それぞれＳ評価としております。

②農作物の種苗の検査については、その検査能力の維持は予算との関連性が高いもので

すが、効率化を進める中で迅速化にもよく対応しています。

③特にカルタヘナ法に基づく立入検査については、遺伝子組み換え体混入の可能性があ

るパパイヤ種子が日本国内で見つかり、検査した結果、我が国 初の未承認の栽培用種子

が流通したケースがありました。種苗管理センターは行政機関と緊密に連携し、検査法の

妥当性の確認、情報の収集、サンプルの収集、検査、報告に迅速かつ的確に対応したこと

は高く評価できます。

④なお、ばれいしょ原原種無病性の維持・向上として、ウイルス病の確認情報を配布先
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に提供して、病害虫の防除に役立てていますが、農場個別に情報を確認次第提供するなど

さらなる報告の迅速化も期待します。

〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について御説明します。

運営費交付金は効率的に使われています。予算配分の考え方に基づき、業務量とその実

施状況を勘案して予算実施計画を作成し、本所において、農場からの個々の要求内容を精

査し、センター、予算全体を調整した上で配分する方式により、選択と集中が可能となっ

ています。

〔４ 短期借入金の限度額〕については、実績がないため評価を行っておりません。

〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕については、金谷農場の資産の売却及び業務

移管先の西日本農場の施設整備について、適切に進められています。

〔６ 剰余金の使途〕については、実績がないため評価を行っておりません。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕については、施設整備は計

画どおり適切に実施されております。

〔８ その他センター業務に関する指摘事項〕については「独立行政法人の業務の実績

に関する評価の視点」に基づく評価を行っております。

①保有資産の管理・運営については、実物資産について利用度、使用見込みについて調

査し、必要性について分析を行い、更に監事により監査、評価委員会による事後評価を受

けており、過大なものとはなっていません。

知的財産等については「種苗管理センター知的財産基本方針」を策定し、特許の移転推

進のために TLO である社団法人農林水産技術情報協会と再実施許諾権付与に向けた協議

を行っています。

②人件費管理については、給与水準についてラスパイレス指数は 97.8 であり、適正な

水準です。

人件費について、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職者の給与について見直し

を行うとともに、種苗生産部門等の要員の合理化等により、決算額比で、基準年度比 8.5

％の削減となっております。

法定外福利厚生費については、国の取扱いに準じており、適正と認められております。

③契約については「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、契約

の点検・見直しを行い、その結果を公表しております。

また、種苗管理センター契約監視委員会において、競争性のない随意契約の見直しを行
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うとともに、一般競争入札の競争性の確保についても点検・見直しがなされています。

更に随意契約見直し計画に基づき、やむを得ないものを除き、一般競争入札等によって

います。

その結果、平成 20年度に締結された競争性のない随意契約 15件、5,600万円のうち、

引き続き競争性のない随意契約となっているものは７件、1,900 万円となり、随意契約見

直し計画を達成されています。

１者応札等の改善策としては、業者に入札情報を提供する RSS方式を導入しています。

④内部統制の充実・強化については、先に御説明したとおりに確実に行われております。

以上、冒頭でも御説明したとおり、平成 22 年度事業年度の業務は順調に行われ、Ａ評

価と判断されることを御報告します。

次に、資料３－２について、第二期中期目標期間の業務実績に関する評価について御説

明いたします。評価の決定に当たっては、中期計画の 小項目を単位としたＳ、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの５段階の評価を行い、これを積み上げて中項目、更には大項目を評価しました。

その結果、小項目 120項目については、Ｓ評価４項目、Ａ評価110項目、Ｂ評価３項目、

評価対象外３項目です。

中項目 17項目については、Ａ評価 16項目、評価対象外１項目。

大項目７項目については、Ａ評価５項目、評価対象外２項目となっており、総合評価は

Ａ評価となっております。

この結果に加え、独立行政法人整理合理化計画における指摘事項に対しても的確な対応

がなされていることを踏まえて総合的に勘案した結果、当法人においては中期計画を達成

したものと判断しました。

それでは「２ 業務運営に対する主な意見等」をここで述べます。

まず、１ページ、２の〔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〕については、計画通り実施されています。

①運営費交付金の削減が続く中、理事長の采配により効率的かつ効果的な業務運営がな

されています。

②栽培試験については、一部品種について公募による委託を行っていますが、栽培試験

は品種個別の栽培経験や地域特性が重視されるものであり、委託に当たっては慎重な検討

が必要であると判断します。

③育成者権侵害の相談に対する体制は、目標とした整備が完了されましたが、国際間の



- 13 -

権利侵害の対応の重要性は更に増していることから、中核人員の確保等、さらなる充実を

推奨いたします。

④ばれいしょ原原種生産については、急速増殖技術への切り替えが進んだことを評価し

ますが、今後は品種特性の確認方法について、さらなる技術的な向上を期待いたします。

⑤また、ばれいしょ原原種生産における平成 20年度以降の肥料、農薬等の高騰に対し、

人件費抑制努力等により対応されたことを評価します。

⑥このように生産コストの削減努力により原原種の配布価格は安定していますが、今後

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づいたばれいしょ原原種の配布価

格の引上げの際には、生産振興の見地から配布先と十分な協議を行い、原採種並びに一般

栽培に影響が出ないようにされることを願います。

⑦災害対策用種子については効率的な生産を進めていますが、今後は、社会的ニーズへ

の対応に重点を置いた生産体系にシフトすることも検討を求めます。

⑧なお、整理合理化計画による平成 20 年度にコンプライアンス推進規程等を整備し、

コンプライアンス委員会を設置しています。同委員会では、職員アンケートによる行動規

範を策定、周知徹底を図るなど、職員の意識高揚に努めています。

〔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対する目標を達成する

ためとるべき措置〕についても、計画どおり実施されています。

具体的には、①栽培試験の実施点数の拡大については、景気の動向等により品種登録の

出願件数が減少したことによりＢ評価となりますが、業務は順調に進んでいます。

②栽培試験対象植物の種類の拡大について、専門家を含むプロジェクトチームの設置等、

体制整備を含めて精力的に進めた結果、目標を大きく上回っています。

③栽培試験の対照品種等の保存点数の拡大について、毎年度、目標の 300 品種程度／

年度を２倍以上上回っています。

④新規植物の種類別審査基準案の作成期間の短縮について、目標の 1.5年以内について、

約半分の８か月と大幅に短縮しています。

⑤登録品種等の DNA 情報のデータベース化は、育成者権の保護に向け、世界に先駆け

た仕組みの構築として高く評価できます。これら栽培試験の質の向上は高い評価に値し、

それぞれＳ評価となっています。

⑥種苗検査について、その能力の維持・向上は予算との関連性が高いものであるが、経

費削減が求められる中、よく対応しています。
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⑦病害検査点数を着実に拡大していますが、種苗管理センターが積極的にニーズを見極

めることにより、研究機関とのさらなる連携強化を図ることを望みます。

⑧パパイヤの未承認の遺伝子組換え種子の流通拡大を阻止するために、検査法の確認、

採種、検査・報告を迅速かつ的確に行ったことは優れた成果と評価します。

⑨さとうきびの原原種生産については、県からの原原種の配布申請数量を適正なものと

するため、国・自治体の関係部局において情報交換・調整を図られたいという意見が出て

おります。

⑩また、種苗伝染性病害の簡易な検定手法の開発については、研究関心が薄い分野であ

り、種苗管理センターが主体的に連携し進めていくことを期待します。

〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕については、経費節減の取組みとして、競争入札

を原則として競争性を高めるとともに、本所で対応可能な契約はすべて本所で実施するな

ど効率化が図られているほか、本所において、各農場からの個別要求を精査し、調整・配

分する方式により、選択と集中が可能となっております。

〔４ 短期借入金の限度額〕については、実績がないため評価を行っておりません。

〔５ 重要な財産の処分等に関する計画〕については、久留米分室用地の返還、知覧農

場敷地及び金谷農場跡地の売却を行っています。業務の移管先である西日本農場等の施設

整備を行っているほか、八岳農場の原原種生産業務の廃止等に伴い、耕地及び周辺山林等

を地主に返還するなど、計画に基づき適切に進められています。

〔６ 剰余金の使途〕については、実績がないため評価を行っておりません。

〔７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項〕についてです。

①計画的な施設整備等により、業務の適切かつ効率的な実施が図られています。

②職員の人事については、人員の確保及び適正配置等が行われ、また、職員への研修が

体系的に実施されており、人材の育成が図られております。

〔８ その他センター業務に関する指摘事項〕については「独立行政法人の業務の実績

に関する評価の視点」に基づく評価をしております。

①保有資産の管理・運用については、実物資産について、毎年度、土地・建物等資産利

用度、将来の使用見込みについて調査し、その保有の必要性について分析を行うとともに、

監事による監査、評価委員会による事後評価を受けており、過大なものとはなっていませ

ん。

知的財産については「種苗管理センター知的財産基本方針」を策定し、特許の移転、推
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進の TLO である社団法人農林水産技術情報協会と再実施許諾権付与に向けた協議を行っ

ています。

②人件費管理として給与水準を見ますと、ラスパイレス指数が毎年度 100 以下と適正

な水準となっています。

人件費については、国家公務員の給与、構造改革を踏まえて、役職員の給与の見直しを

行うとともに、種苗生産部門等の要員の合理化等により、決算額比で基準年度比 8.5 ％の

削減となっております。

また、法定外福利厚生費については、国の取扱いに準じて適正と認められます。

③契約について御説明します。

「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、契約の点検・見直しを

行い、その結果を公表しているほか、契約事務手続に係る審査体制として、種苗管理セン

ター契約監視委員会において、競争性のない随意契約の見直しを行うとともに、一般入札

の競争性の確保についても点検・見直しがなされています。

また、随意契約見直し計画に基づき、真にやむを得ないものを除き原則として一般競争

入札等によっており、同計画を達成しているものと認められます。

更に１者応札等の改善に向け、業者に入札情報を提供する RSS 方式を導入するなどの

改善を図っております。

④内部統制については、さきに御説明したとおり、充実・強化が図られております。

以上、説明してまいりましたとおり、当法人は第二期中期計画目標を達成し、その成果

を得ていることを御報告して、私からの説明を終わらせていただきます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

続きまして、家畜改良センタープロジェクトチームの野村委員から御報告をお願いいた

します。

○野村委員 家畜改良センタープロジェクトチーム委員の野村です。報告させていただき

ます。

家畜改良センタープロジェクトチームにおきましては、事前の評価作業として、各委員

が個別にセンターから提出された資料の予備的評価を行い、評価等に必要な疑問点の洗い

出しを行いました。この疑問点等につきまして、７月 28 日～ 29 日にかけて法人から詳

細な事業報告の説明を受け、協議を行い、各項目について評価基準に定める指標に照らし

て評価案を決定し、 後に業務の実績に関する評価結果を作成いたしました。
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平成 22 年度業務実績評価について報告いたします。お手元の資料４－１「独立行政法

人家畜改良センターの平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）」の３ペー

ジをご覧ください。

まず、総合評価の結果でございます。

中期計画の達成に向け年度計画に即して順調に業務が実施されていると認められること

から、評価結果はＡ評価といたしました。

次に「１ 評価に至った理由」でございます。

下位の項目につきましては、中期計画及び年度計画に即して設定した評価基準に照ら

し、Ｓ評価１項目、Ａ評価 105 項目、Ｃ評価１項目となり、大項目についてはすべてが

Ａ評価となりました。

特筆すべき事項として２つございます。

１つ目としては、家畜改良及び飼料管理の改善のうち、飼養管理の改善につきましては、

政策課題に対応した家畜の管理技術等の改善に努め、畜産関係者にその成果を情報提供す

るための実証展示等を行い、見学者を 1,500名以上受け入れる計画となっております。こ

れに対しまして、受入れ見学者数が 815 と計画を下回り、達成率が 54.3 ％とＢ評価の基

準である 70％に達しなかったためＣ評価といたしました。しかしながら、22年度実績が

前年度実績を下回っているものの、22 年度後半には前年度程度に回復していること等を

踏まえると、22年４月に 10年ぶりに発生いたしました口蹄疫などの家畜伝染病疾病対策

として、畜産関係者が家畜防疫の徹底の一環といたしまして、畜産関係施設への立入り、

または集会等を自粛していたことが主な原因であり、センターの取組みが不足していたと

は言い難いと考えております。

２つ目としては、センターの資源を活用した外部支援のうち、行政機関への協力につい

て、平成 22 年４月に宮崎県で発生しました口蹄疫に関わる防疫作業等にセンターから延

べ 4,000 名、全国各地で発生いたしました鳥インフルエンザの防疫作業等に延べ 70 名の

職員を派遣し、緊急対応に当たらせたところであります。また、家畜伝染病のほか、新燃

岳の噴火及び東日本大震災の発生直後には、被災した畜産農家に対する粗飼料支援を実施

し、約 1,000トンの粗飼料を提供するなど、自然災害に関わる緊急支援を速やかに実施し

たことは大変評価できると考えております。

加えまして、各地に職員を派遣することに伴い、各牧場では人手が不足するわけですが、

業務を停滞させないため、業務の割り振りを柔軟に行い、また派遣された職員が担当して
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いる業務を残った職員が補完する必要があることから、残業が当然増加いたします。この

ような中、人件費を 17 年度比で５％以上削減する目標も同時に達成していることも加味

し、Ｓ評価といたしました。

以上の特筆すべき事項に加え、業務の重点化や組織体制の見直しなどの取組みによる業

務運営の効率化、国民に対して提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する取

組み、自己収入増加への取組みや資産の活用などの財務関連の取組み、更に政府方針を踏

まえた取組み等を総合的に評価した結果、家畜改良センター PT での総合評価はＡ評価が

適当であると考えました。

次に「２ 業務運営に対する主な意見等」について、大項目ごとにまとめましたので、

かいつまんで御報告いたします。

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置〕です。

①第二期中期目標期間においては、めん羊、山羊、実験用小型ヤギ、実験用ウサギにつ

いては、民間等を中心とした種畜の生産・供給体制を構築する等により法人が行ってきた

種畜供給業務を中止する方向で業務の重点化を図ることとされ、計画どおり実施してきた

ところですが、家畜改良センターにしかできないことへの特殊化が求められていることを

踏まえ、馬につきましては、効率的な改良増殖を行うため、人工授精技術の普及や優良種

畜の精液供給に努め、また、日本短角種について、遺伝的多様性を確保するための牛群整

備や育種改良素材の供給の実施について積極的に取り組んでおりました。

これらの業務は家畜改良センターにしかできない業務であることから、今後も積極的に

取り組んでいただきたいと考えております。

③内部統制の充実・強化について、監事監査では、内部統制が適切に整備、運用されて

いるか留意され、適切に実施されておりました。また、コンプライアンス関係の取組み及

びリスク管理関係の取組みについても組織全体で内部統制の充実、・強化に向けて取り組

んでおりました。

⑦官民競争入札、いわゆる市場化テストの活用については、21 年度から中央畜産研修

施設の管理・運営業務を民間事業者に委託しているところですが、利用に対するアンケー

ト調査の結果はおおむね良好であり、引き続き市場化テストを通じ、民間事業者への委託

を務めていただきたいと思います。

〔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〕です。
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①乳用牛及び肉用牛の育種改良につきましては、引き続き後代検定事業や遺伝的能力評

価を円滑に推進するとともに、優良種雄牛、種雌牛等を計画以上に供給していました。特

に 22 年度は口蹄疫の発生に伴い、牛、豚の移動が制限された中で目標を達成しており、

評価できます。また、ジャージー種やブラウンスイス種、日本短角種、馬、めん羊、ヤギ

などの希少な品種は貴重な遺伝資源としても重要ですので、引き続き家畜改良センターで

しかできない業務として、今後も積極的に取り組んでいただきたいと思います。

③鶏の改良について、消費者等のニーズに対応した改良を行い、また、地鶏や銘柄鶏生

産のため生産・販売関係者のニーズに応える取組みは評価できます。

④飼料作物の種苗の生産、供給については、輸入穀物飼料への依存度を小さくするため、

優良品種の確実な供給、普及に向けた取組みに引き続き努めていただきたいと考えており

ます。

⑤調査研究については、さまざまな課題に継続的かつ積極的に取り組んでおりますが、

特に近年問題となっている受胎率の低下など、繁殖技術の改善に向けた取組みで得られた

知見については、積極的に生産現場へ普及するように努めていただきたいと思います。ま

た、調査研究については、引き続き課題の重要度や目標の達成度を評価し、重点化を図る

ことにも努めていただきたいと思います。

〔３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画〕については、自己収入

の増額、効率的な運営による経費の節減に継続的に取り組んでいました。また、法人に設

置されている契約監視委員会等の審査結果や助言に従って、一層の契約の透明化に努めて

いただきたいと考えております。

〔４ 余剰金の使途〕については、特にありませんでした。

余剰金に関する事項についても、財務諸表等により特に問題はないと考えております。

〔５ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕についてです。

保有する資産につきましては、引き続き有効活用の推進を図っていただきたいと考えて

おります。特に家畜改良センターは、土地や建物など多数の実物資産を所有していること

から、その管理を適切に行っていただきたいと考えております。役職員への給与について

も、国家公務員の給与水準を踏まえて見直しを行っており、適切に公表を行うなど、計画

どおり実施していると評価いたしました。

以上が平成 22年度の業務実績評価の報告です。

引き続きまして、お手元の資料４－２「独立行政法人家畜改良センターの第二期中期目
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標期間（H18 ～ 22 年度）業務実績に関する評価」の１ページ「業務実績の総合評価」を

ご覧ください。

まず、総合評価の結果でございます。

中期計画のとおり順調に実施されたと認められることから、評価結果はＡ評価といたし

ました。

「１ 評価に至った理由」でございます。

下位の項目につきましては、中期計画及び年度計画に即して設定した評価基準に照ら

し、Ａ評価 111 項目、Ｂ評価１項目となり、大項目についてはすべてがＡ評価となりま

した。

特筆すべき事項は特にありませんが、業務の重点化や組織体制の見直しなどの取組みに

よる業務運営の効率化、国民に対して提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関

する取組み、自己収入増加への取組みや資産の活用など、財務関連の取組み、更に政府方

針を踏まえた取組み等を総合的に評価した結果、家畜改良センター PT での総合評価はＡ

評価が妥当であるといたしました。

中期目標期間の評価ですので、法人が行う事務・事業及び組織形態について評価いたし

ました。家畜改良センターは平成 13 年に独立行政法人化し、家畜の改良及び増殖並びに

飼養管理の改善を始め、畜産に関わる幅広い業務を実施してきました。特に近年、家畜に

おける希少な品種及び系統については、貴重な遺伝資源として見直されており、これら希

少品種及び系統を保存維持し、家畜の遺伝的多様性を確保しつつ能力の向上を図っていく

ことは、施設及び技術面から当法人以外では実施することが困難であること、また、類似

した業務を行う他の独立行政法人等も存在しないことから、今後とも行政と密接な連携の

下で引き続き独立行政法人として直接行うことが必要であると考えております。

「３ 業務運営に対する主な意見等」について大項目ごとにまとめましたので、かいつ

まんで御紹介申し上げます。

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置〕についてです。

①第二期中期目標期間において、めん羊、実験用小型山羊、実験用ウサギ、山羊につい

ては、民間等を中心とした種畜の生産・供給体制を構築する等により法人が行ってきた種

畜供給業務を中止する方向で業務の重点化を図ることとされ、計画どおり実施されてきま

した。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、ジャージー種やブラウンスイス種、

日本短角種、馬、めん羊、山羊などの希少な家畜の大量増殖や飼養管理技術の改善にも今
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後積極的に取り組むことが必要であることから、第三期中期目標期間において法人が有す

る技術の普及及び改良素材の提供等に一層注力するよう努めていただきたいと考えており

ます。

③内部統制の充実・強化については、法令遵守の推進、リスク管理、情報セキュリティ

関係などの取組みを着実に実施しておりました。今後も引き続き取り組んでいただきたい

と思います。

⑤随意契約の見直しは、経費削減のため着実に実施されてきたところです。第三期にお

いても外部有識者からなる契約監視委員会の審査結果や助言に従い、競争性を高めるよう

努力していただきたいと思います。

〔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〕についてです。

①乳用牛及び肉用牛の育種改良について、引き続き後代検定事業や遺伝的能力評価を円

滑に推進するとともに、優良種雄牛、種雌牛等を計画以上に供給しておりました。特に遺

伝的能力評価の実施においては、評価方法の改善や見直しを現場のニーズに応じて行って

おり、評価できると考えております。引き続きニーズに応えた業務を実施していただきた

いと思います。

②豚の育種改良について、系統豚「ユメサクラ」を始めとする優良種豚を積極的に PR

し、計画どおり種豚や精液を供給しておりました。特に 22 年度は口蹄疫が発生し、豚の

移動が制限される中、計画どおり供給できたことは評価できると考えております。

③鶏の育種改良について、特にセンターが作出いたしました純国産鶏「はりま」「たつ

の」「岡崎おうはん」について、消費者、生産・販売関係者との連携の下、普及に取組み、

また、地鶏や銘柄系生産のため生産・販売関係者のニーズに応える取組みを実施しており、

評価できると考えております。

⑤調査研究について、さまざまな課題に継続的かつ積極的に取り組んでいることは評価

できると考えております。一方、引き続き課題の重要度や目標の達成度を評価し、重点化

を図ることにも努めていただきたいと考えております。

〔３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画〕についてです。

中期目標期間を通じ自己収入が増加となったことは評価できると考えております。また、

経費の節約に積極的に取組み、一般管理費、業務経費ともに目標を達成しておりました。

〔４ 余剰金の使途〕についてです。



- 21 -

中期目標期間を通じ、余剰金を使用する案件はありませんでした。また、中期目標期間

中の積立金については、次期中期目標期間に繰り越すものを除き、国庫納付されており、

特に問題は認められませんでした。

〔５ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕についてです。

②家畜改良センターが保有している資産は、土地や建物など多岐にわたり、その件数も

多いですが、適切に管理されておりました。センターの保有資産を有効活用することは、

今後の畜産にとって重要であり、引き続き有効活用に努めていただきたいと考えておりま

す。

⑤人件費については、業務の効率化や定員削減により 17 年度比で５％削減する目標を

達成しておりました。また、中期目標期間を通じてラスパイレス指数が 100 を下回って

おり、国家公務員の給与水準を踏まえた見直しと公表が適切に実施されたと考えておりま

す。

以上が第二期中期目標期間の業務実績報告の評価の報告です。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

渡邉委員、どうぞ。

○渡邉委員 申し訳ありません。先ほど申し上げればよかったんですが、まずは資料３－

２の 29ページを開いてください。よろしいでしょうか。これの真ん中辺りに「中期計画」

「（１）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」ということで、

真ん中の「達成状況」のところで「秋植用ばれいしょ原原種の需要量に即した供給量の確

保」という項目があります。ここについては評価が「Ｂ」となっておりますが、これは間

違いで「Ａ」です。

この「Ａ」に修正されたことに基づき、その上で評価項目の点数が計算されていますが、

評価Ａの小項目数は「26」ではなくて「27」になり、27 ×１で 27 点になります。これ

が１点目です。

もう一つは、この評価項目数が変わったことで、同資料３－２の１ページ、１の（２）

のところで、小項目の評価項目はＡ評価が「110」ではなくて「111」となります。Ｂ評

価の方が「３」ではなくて「２」となるということになります。

総合評価については、変更はありません。

以上、よろしくお願いします。

○淵野分科会長 それでは、ただいまの種苗管理センターの実績の修正も含めまして、そ
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れぞれの３法人につきまして、御意見、御質問を受けたいと思います。

まず、農林水産消費安全技術センターの平成 22 年度業務実績及び第二期中期目標期間

の業務実績、２つの報告を合わせて御意見、御質問がございましたらお願いしたいと思い

ます。御意見、御質問ございませんでしょうか。

それでは、特に御意見がないようでございますので、平成 22 年度業務実績及び第二期

中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、御提案のとおり決定することとい

たします。よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 また、第二期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８

月 30 日に開催予定の農林水産省独立行政法人評価委員会に本案のとおり提出したいと思

いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 ありがとうございました。

次に、種苗管理センターの平成 22 年度業務実績及び第二期中期目標期間の業務実績に

関する評価について、御意見、御質問がございましたらお願いしたいと思います。先ほど

の修正箇所も含めて御議論いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

松井専門委員、どうぞ。

○松井専門委員 22年度業務実績に関する評価の 17ページです。ここで栽培試験対象植

物の種類の拡大はＳ評価ということでございます。これは確かに計画が２品種で、実際 20

品種行われたということは、職員の方々の努力が非常に感じられます。

しかし、ここで２点お聞きします。

まず、計画では２品種だったのが、20 品種行われなければならなかった必然性です。

まずそれについてお願いします。

○淵野分科会長 どうぞ。

○種苗管理センター理事長 今のことは 16 ページの「栽培試験の実施点数の拡大」のと

ころと関係します。委員の先生方の評価の中にもありましたが、経済的事情で栽培試験点

数が当初予定した出願点数に満たなかった。当初予定したというか、当初の想定では出願

件数が伸びると思っていたところが、伸びが止まってしまったという中で、実際にどうす

れば栽培試験を拡大できるかというと、対象種類を増やすしかないわけです。その業務の

人員を「栽培試験対象植物の種類の拡大」に張り付けたということで、「栽培試験の実施
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点数の拡大」はＢになりますが、その分で「栽培試験対象植物の種類の拡大」は一生懸命

頑張ったということであります。

○松井専門委員 わかりました。

実は２点目は、計画に対して予算、人的パワーが配置されるべきなのですけれども、こ

れが 10 倍以上行われているので、その辺はどのようにしたのかという質問でしたが、今

の御説明で理解できました。ありがとうございます。

○淵野分科会長 ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。

布施専門委員、どうぞ。

○布施専門委員 資料３－１の２ページ目のところですが、上の方に書かれている④のと

ころに内部統制の充実・強化について「上記２－〔１〕－①及び⑤に記載のとおり」と書

かれておりまして、その該当箇所がよくわからなかったんですが、⑤というのが見当たり

ませんで、④の間違いではないでしょうか。

○淵野分科会長 この点はいかがですか。

○生産局知的財産課長補佐 御指摘いただきました２ページ目は⑤と書いていますけれど

も、失礼いたしました。これは記載ミスで④の間違いでございます。

○布施専門委員 ほかに⑤があるわけではなくて、④でいいということですね。

○生産局知的財産課長補佐 そうです。

○布施専門委員 わかりました。

○生産局知的財産課長補佐 失礼いたしました。

○布施専門委員 続きまして、７ページ目の下から２項目のところに「保守管理の徹底に

よる機械器具費の低減」ということで項目として書かれておるんですが、これは金額ベー

スで示せるようなものではないですか。ほかの重点的なというところは、割と御説明がう

まくいっているような印象を受けるのですが、低減されているというところが事業報告の

ところからは余り読み込めなかったです。

○淵野分科会長 この点についてもいかがでしょうか。

○種苗管理センター理事長 年度計画に書いてございますように、保守管理の徹底による

機械器具費の低減を図るために機械整備等に関する講習に参加し、保守管理に関する能力

を向上させるという計画に対して、右の達成状況に書いてありますように、年度計画に沿

って農器具の修理等に必要な技能等の取得を計画的に進め、２人が受講したという形で人

数を書いております。
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金額につきましては、どのように算定していいのかなかなか難しい面があります。

○布施専門委員 成果が出たかどうかは、そのための努力はしたということは、こちらの

方で見て取れるということですね。

○種苗管理センター理事長 そうです。

○淵野分科会長 よろしいでしょうか。

○布施専門委員 はい。

○淵野分科会長 ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。

それでは、お二人から御質問、御意見がございましたけれども、ほかに意見がございま

せんでしたら、種苗管理センターの 22 年度業務実績及び中期目標期間の業務実績に関す

る評価につきましては、本案のとおり決定することとしてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 また、第二期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８

月 30日開催の評価委員会に提出したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。

次に、家畜改良センターの平成 22 年度業務実績及び第二期中期目標期間の業務実績に

関する評価について、御意見、御質問がございましたらお願いしたいと思います。

夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 お伺いしたいのですけれども、22年度の業務実績に関する評価の１ページ、

１の②の 後の部分で、人件費についてＳ評価という記載がございます。22 年度は家畜

を取り巻く大変過酷な状況がありまして、それに対しまして、家畜改良センターが非常に

意欲的、積極的にお取組みになったということは十分承知しております。

少し教えていただきたいのですが、17 年度比で５％以上削減する目標は、多分ほかの

法人もみんなしていると思うんです。22 年度の評価がＳになったというのは、とりわけ

例えば 20 年度と比べて 21 年度の削減がどうであったかということも少し入っていない

と、なかなか人件費削減でＳ評価というのは難しい評価ではないかというイメージがござ

いましたので、少し教えていただければと思っております。

○淵野分科会長 この点はどうですか。

○家畜改良センター理事長 今の御質問にお答えします。

１ページの②の評価でＳをいただいたというのは、御質問のとおり人件費を毎年１％、
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５年間で５％というのは、どの独立行政法人も同じことで、我々もそれを行ったというこ

となんですが、ここでＳ評価をいただいたというのは、７行目か８行目上の方にあります

ように、昨年の４月に宮崎県で口蹄疫が発生しまして、そのときに我々の家畜改良センタ

ーから常時 70 ～ 80 名の職員を２か月半にわたって宮崎県に派遣して、口蹄疫の広がり

の防止ということで努力をした。非常に過酷な条件の中で皆さん働いてもらった。

そのすぐ後に、今度は鳥インフルエンザが宮崎だけではなく、島根、鳥取あるいは全国

で発生したのですが、そのときにも我々の職員が合計 70 名近く行きまして、そこで鳥イ

ンフルエンザの拡大を防ぐ活躍をした。

その後すぐ、新燃岳の爆発がありまして、そのときも地元の方々の避難、飼料の確保、

我々は供給なんですけれども、それを行った。

それから、皆さん御存じのように、３月 11 日の東日本大震災に際して、農家の方々の

餌が入らないものですから、我々は約 1,000トンを供給した。人も今現在、延べ人数 261

名派遣している。そういうことで評価していただいたのかなと思っております。

○淵野分科会長 いかがでしょうか。人件費削減の中で大変な業務を遂行されているとい

うことですね。

○夏目委員 ありがとうございました。十分承知しておりましたんですが、例えば今、放

射能の問題で FAMICも大変な業務が増えておるという状況の中で、毎年１％の削減を課

せられている中で業務拡大をしつつ、なお人件費を削減していくことの難しさということ

をとても感じているものですから、Ｓ評価された英断にとてもびっくりしていたところで、

少し説明していただきました。ありがとうございます。

○淵野分科会長 貴重な御質問をありがとうございました。

ほかにございませんか。渡邉委員、どうぞ。

○渡邉委員 背景の質問なのですけれども、家畜改良センターのジーンバンクのサブジー

ンバンクとして機能されているわけですね。それがちょっと読み取れなくて、１つは、品

種改良に直接いろいろな遺伝資源が必要であるから、実質保存されているものが国で唯一

そこしかないと遺伝資源のことを知っている人だったらそのように読み取れなくなってし

まうので、ここで実質保存されているということを要所要所に入れられた方がわかりいい

のではないかということ。

同じように、飼料作物の遺伝資源もサブジーンバンクとして保存されているわけなので、

それはそこしかおやりになられていないことになっているので、家畜改良センターとして
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は、家畜育種だけではなくて、背景となる資源も実は国家資産として保存の委託を受けて

やられているというところがこの全体からはちょっと読み取りにくかったということ。

もう一つ、資料４－２の１ページ「２ 法人が行う事務・事業及び組織形態について」

というところで、４行目です。「特に近年、家畜における希少な品種及び系統については、

貴重な遺伝資源として」となっていますけれども、恐らく育種をやっている人だったら「育

種素材として」と読む方がわかりやすいのではないかと思います。遺伝資源としてデッド

ストックで保存しているのではなくて、育種素材として使っていくというおつもりで書か

れているのではないですか。

○家畜改良センター理事長 我々は育種改良、それから家畜の提供ということでは育種素

材ということなのですが、今、先生の御指摘のように、家畜の遺伝資源を守る、保有して

いるというのは、我々の家畜改良センターが一番大きな組織で、大きな仕事の１つだろう

と思っておりまして、これはジーンバンクで生物資源研のサブバンクとして機能するとと

もに、我々の持っている家畜あるいは飼料作物、それも実際生きているジーンバンクとし

て我々は位置づけて認識しております。

○渡邉委員 これは蛇足なのですけれども、鶏であるとか、馬というのは、伝統的な文化

資産として文化庁が見ていることがあったんですが、実際は保存を推奨しているけれども、

保存はしていないので、おやりになられているのはここだけしかないということで、そう

いう省庁縦割りではなくて、そういう実際目に見えないところで負担されているというと

ころもどこかに出てきてもいいかなと思います。

○家畜改良センター理事長 ありがとうございます。なお、ジーンバンク事業は生物資源

研究所からの委託業務のため評価書においては特段記載されていないと理解しておりま

す。

○淵野分科会長 貴重な有意義なコメントでございます。その辺も配慮願いたいと思いま

す。

ほかに御意見ございますでしょうか。

布施専門委員、どうぞ。

○布施専門委員 資料４－１の１ページ目の⑥の記載の仕方がしっくりこなくて伺いたい

です。「22 年度予算の執行は、21 年度の監査報告書に基づき適正な執行に努めるととも

に」という記載があるのですが、これはどういう意味でしょうか。監査報告書に基づいて

執行するわけではないように思うんです。
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○家畜改良センター理事長 済みません、ページと行を言っていただけたらと思います。

○布施専門委員 １ページ目の下から２番目の⑥の記載のところです。「22 年度予算の執

行は、21 年度の監査報告書に基づき適正な執行に努めるとともに」という記載があるの

ですが、これは何を意図されたのかを教えていただければと思います。

○家畜改良センター理事長 「21 年度の監査報告書に基づき適正な執行に努める」です

ね。

我々は 21 年度の監事報告書という中に、監事監査、監事による定期監査、あるいは会

計監査人による期中監査、あるいは棚卸監査等々に基づいて、21 年度のそういう方向に

基づいて 22年度の予算を執行したということです。

○布施専門委員 予算執行自体はきっとこちらの監査報告書に基づくものではないです

ね。

○家畜改良センター理事長 勿論です。

○布施専門委員 わかりました。

済みません、あとその下の⑦のところの業務委託のお話なのですが、同じような業務委

託をするような業務はほかに何かございますか。

○家畜改良センター理事長 今のところ、我々は中央研修施設で競争入札をして決めさせ

ていただいて、業務委託をしております。

○布施専門委員 研修施設で同じような形態のものは何かほかにございますか。

○家畜改良センター理事長 我々のところは、そこだけでございます。

○布施専門委員 では、利用者というのは、その研修施設を利用される方ということです

か。

○家畜改良センター理事長 そうです。外部から来られた利用者です。

○布施専門委員 わかりました。ありがとうございます。

○淵野分科会長 今の質問は「監査報告書の指摘事項に留意しつつ」という形の書き方と

いうことでお願いします。

ほかにございますでしょうか。

それでは、幾つかの御質問や有意義なコメントがございましたけれども、家畜改良セン

ターの平成 22 年度業務実績及び第二期中期目標期間の業務実績に関する評価につきまし

ては、御提案のとおり決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）
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○淵野分科会長 また、第二期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８

月 30日開催の評価委員会に提案したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

次の議題は「平成 22 年度事業年度及び第二期中期目標期間に係る事業報告書に関する

意見募集の結果について」の御報告でございます。

事務局から御説明をお願いいたします。

○経営局総務課課長補佐 事務局を担当しています松枝です。よろしくお願いいたします。

それでは、資料５になりますが「平成 22 事業年度及び第二期中期目標期間に係る事業

報告書に関する意見募集の結果」についてでございます。

評価委員、専門委員の皆様には、既に８月１日付に連絡文書で御報告したところであり

ますけれども、改めて本日のこの農業分科会で報告するものです。

この件につきましては、１ページのとおり、平成 19 年閣議決定の「独立行政法人整理

合理化計画」に基づき、事後評価の在り方として、評価委員会は業務等に関わる国民の意

見募集を行い、その評価に適切に反映させることとなっております。

このことから、２ページになりますが、各独立行政法人の平成 22 年度事業報告書及び

第二期中期目標期間が終了した法人の事業報告書につきまして、７月 14 日～ 28 日まで

の間、農林水産省ホームページで一般公開し、意見募集を行ったところです。

結果につきましては、ここに書いていますとおり、特段の意見はございませんでした。

参考に、各事案に対するアクセス数を掲載しております。

以上でございます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

ただいま事務局から御報告がありましたが「平成 22 事業年度及び第二期中期目標期間

に係る事業報告書に関する意見募集の結果」の報告につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いします。特にございませんでしょうか。

それでは、この件につきましても了解いただいたということでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

以上をもちまして、第１部の議事を終了いたします。

第２部の開始までに法人出席者の入れ替えがありますので、その間を利用して、暫時休
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憩といたします。休憩の時間は 20 分取りまして、再開の時間は３時からということでご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。

（休 憩）

○淵野分科会長 それでは、議事を再開したいと思います。

第２部では、農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金、水資源機構の４

法人について審議いたします。

１つ目の議題は、農畜産業振興機構、農業者年金基金の平成 22 年度財務諸表について

でございます。

初に、事務局から御説明をお願いいたします。

○経営局総務課課長補佐 事務局から御報告いたします。

後ほど青柳委員の方から、農畜産業振興機構、農業者年金基金の平成 22 年の財務諸表

の検討結果について御報告いただくことになっておりますので、報告の前に私の方から、

検討結果について報告させていただきます。

各法人の平成 22年度の財務諸表の審議につきましては、前回６月 24日の第 36回農業

分科会におきまして、先発３法人と農林漁業信用基金を加えました４法人につきまして御

審議いただいたところです。今回は、農畜産業振興機構、農業者年金基金の平成 22 年度

の財務諸表につきまして御審議をいただくものです。

本日の審議の前に、青柳委員、布施専門委員に事前検討をいただきました財務諸表検討

会につきましては、７月 13 日に開催し、各法人の財務担当者、省内の法人担当課を交え

まして検討をいただいたところです。

資料は、資料６の１ページのとおり、各独立行政法人の毎年度の財務諸表につきまして

は、独立行政法人評価委員会におきまして、通則法第 38 条第３項の財務諸表、貸借対照

表、損益計算書、利益の処分等につきまして承認しようとするときは、あらかじめ評価委

員会の意見を聞かなければならないと規定がございます。農業分科会では、効率的、効果

的に財務諸表の検討ができるよう、専門的立場からの事前検討をいただいた上で農業分科

会に御報告いただき、審議をいただいてきているところです。

資料６－１、６－２は、それぞれ両法人から提出されました平成 22 年度の財務諸表関

係の資料でございます。資料６－１は農畜産業振興機構になりますが、平成 22 年度の事
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業実績報告書、財務諸表につきましては、法人単位とそれぞれ畜産勘定以下、勘定ごとに

報告がなされております。あと、決算報告書、監査報告書の順番となっております。

資料６－２は農業者年金基金になりますが、まず、財務諸表において法人単位とそれぞ

れ勘定別に報告がなされ、その後に事業実績報告書、決算報告書、監査報告書の順となっ

ておりますので、御確認ください。

事務局からは以上でございます。

○淵野分科会長 それでは、両法人の財務諸表の検討結果について、青柳委員から御説明

をお願いいたします。

○青柳委員 ７月 13 日に開催されました２法人に関する財務諸表検討会に布施専門委員

と私、青柳が出席し、法人の御担当者から比較財務諸表により増減に関する説明などを受

け、私どもから何点か質問させていただきました。その結果を平成 22 年度財務諸表に係

る意見としてとりまとめましたので、御報告申し上げます。

前回と同様の内容になりますが、御確認のため読み上げます。資料６の３ページをご覧

ください。２段落目から読み上げます。

「独立行政法人の財務諸表の開示に当たっては国民にわかり易い開示となっているかが

も重要である。独立行政法人会計基準では、財務諸表に注記することが求められている

が、国民にわかり易い情報開示の条件を満たすには、これだけでは不十分であり、追加情

報が必要であると考える。

以上の事情を踏まえ、法人が開示を通じて説明責任（アカウンタビリティー）を十分果

たしているかどうかという視点から、評価委員は財務諸表に対し意見を述べることとす

る」。

４ページをご覧ください。

＜結論＞

「農林水産大臣が、各法人の財務諸表を承認することに異議はない。

なお、別紙＜法人別意見＞に記載した事項については、今後の財務諸表作成に当たって

留意されたい」とさせていただきました。

なお、別紙の法人別意見に記載した事項については、次の５ページ目に表形式になって

いる資料で簡単に説明させていただきます。

まず「１．財務諸表、附属明細書、決算書」の「①運営費交付金の収益化方法」です。

私どもの前の委員の時代からも留意事項とされている内容です。
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各業務の業務評価の結果と結びつくような財務情報の提供を行えるよう、費用進行基準

で行っている収益認識について、可能なものについては業務達成基準の導入を検討された

いとして望ましい処理について触れていますが、２法人とも従来どおり検討課題となって

います。

次に「２．その他」の「①事業報告書記載について」です。

東日本大震災の影響・対応方針等について、平成 22年度に生じた特徴的な事項として、

各法人の実情に合わせた記載を検討されたいと記載させていただきました。

「②減損会計への対応について」については、会計上重要な項目のため、法人ごとに整

理させていただいております。

「③財務諸表及び決算報告書に関する意見書について」です。

会計監査人の監査を受けている場合、会計監査人の監査結果を踏まえたことがわかるよ

うに、監事監査意見書を記載した方が誤解を招かないとした内容で、この項目については、

農業者年金基金が該当したところです。

以上で報告を終わります。

○淵野分科会長 ただいま２法人の財務諸表検討会における検討結果の報告をいただきま

した。以上の報告及び説明について、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。

ございませんでしょうか。

それでは、特に御意見がないようでございますので、農畜産業振興機構、農業者年金基

金の財務諸表につきましては、主務大臣の承認に当たり異存なしとの意見でよろしいでし

ょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。

次の議題は「平成 22年度業務実績に関する評価について」でございます。

初に、農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金の３法人の審議をした

いと思います。３法人のプロジェクトチームから、それぞれ御説明をいただきたいと思い

ます。

まず、農畜産業振興機構プロジェクトチームの青柳委員から、引き続き御説明をお願い

いたします。

○青柳委員 それでは、農畜産業振興機構の平成 22 年度の評価結果につきまして、農畜

産業振興機構プロジェクトチームを代表しまして、私、青柳から御報告申し上げます。
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プロジェクトチームのメンバーは、安部委員、石田委員、福田委員と私の４名でござい

ます。平成 23 年８月４日、機構本部において検討会を持ち、機構から提出された業務実

績報告書、自己評価シート等の資料に基づき業務実績の内容を聴取するとともに、総務省

政策評価・独立行政法人評価委員会の意見等や「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）を踏まえて評価を行いました。

資料７の１ページの「（２）評価実施の過程」です。

中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、小項目では 154 項目中評価対象外の 17 項

目を除く 136 項目がａ評価、１項目がｂ評価でした。また、中項目、大項目の評価につ

きましては、評価対象外の項目を除くすべての項目でＡ評価となりました。

この結果、総合評価としましては、22 年度業務は中期計画達成に向けて順調に行われ

ていると判断して、Ａ評価といたしました。

業務運営に対する主な意見等については、この評価結果（案）の１ページの中段以降に

「２．業務運営に対する主な意見等」として記載しております。時間の関係もございます

ので、簡単に報告させていただきます。

「第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置」の①事業費につ

いては、年度計画に設定した目標を上回る削減が行われています。

②一般管理費についても、同じく年度計画に設定した目標を上回る削減が行われていま

す。

③人件費については、年度計画を上回る削減が行われたことで、機構の平成 22 年度に

おける地域・学歴を勘案したラスパイレス指数は 105.4と年度計画に設定した目標を上回

る削減となり、着実な引き下げが図られています。

今後、機構は見直しの基本方針を踏まえ、中期目標・中期計画の変更により、平成 24

年度までにラスパイレス指数を国家公務員と同程度とするとされたことから、さらなる取

組みにより計画の着実な達成に努められたいとしました。

④健康保険組合の保険料に関しては、機構による保険組合への要請で平成 23 年４月か

ら労使折半となり、法人として適切な取組みが行われています。

⑤契約については、審査体制が有効に機能するための措置を講じており、また、随意契

約については、参加資格要件の緩和、総合評価方式の導入などにより、事務室の賃貸借契

約などやむを得ない契約を除くすべての契約を競争性のある契約とするなど、随意契約見

直し計画の達成に向けた取組みが着実に行われていると判断しました。
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また、１者応札についても着実な改善が図られていますが、入札辞退者へのアンケート

調査による問題点の分析などを踏まえて、改善に向けたさらなる取組みを期待するところ

です。

２ページの３行目、⑥業務執行の改善については、定期的な幹部会の開催など、機構の

理事長がリーダーシップを発揮できる環境が整備され、また、業務の達成状況、阻害要因

など、内部統制の現状を適切に把握・対処できる仕組みが構築されており、機構の役職員

に対してもこれらの状況を具体的に周知徹底するなど、内部統制の整備、運用が図られて

います。

⑦機能的で効率的な組織体制の整備については、地方事務所に関し必要性を確認するな

ど、適切な取組みが行われているところですが、地方事務所の在り方について、現行中期

計画期間終了までに結論を出すこととしているため、さまざまな角度からの検証に努めら

れたいとしました。また、海外事務所について、見直しの基本方針を踏まえて、平成 22

年度中にすべて廃止したことは、短期間にもかかわらず適切に対処されたものであると評

価しました。

⑧補助事業の効率化等については、畜産業振興事業の事業実施主体の選定に当たり、透

明性の確保のため公募方式を導入しており、事業ごとに設けていた公募要件の撤廃など、

応募者の増加に取り組んでいます。

また、新規等の事業を含め、費用対効果分析等の評価手法を用い採択するなど、補助事

業の効率的な執行が図られています。

⑨畜産業振興事業により造成した基金については、既存基金からの返還や基金の廃止を

進めるなど、積極的な見直しに取り組んでいます。なお、機構の基金については、事業仕

分け及び会計検査院報告において、保有資金の規模等について議論されていることから、

今後さらなる見直しに努められたいとしました。

「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

るため取るべき措置」の②畜産業振興事業については、数次にわたる緊急対策を含め、迅

速かつ適正に事業を実施しています。特に緊急対策については、宮崎県での口蹄疫発生に

伴う対策や東日本大震災の発生に伴い措置された新規事業について、機構の速やかな対応

により早期に事業を実施したことで、畜産農家の経済的負担の軽減及び経営の維持、安定

が図られたと評価しました。

③指定乳製品等の輸入については、乳製品の需給状況を踏まえ、国際約束に従って国が
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定める数量の全量（13 万 7,000 トン）の輸入契約を締結するとともに、売渡計画に基づ

く売渡しを適切に実施しています。

④野菜関係業務については、生産者補給交付金等の迅速な交付に努めたほか、加工・業

務用需要への対応を促進する観点から、全国規模の生産者と実需者との交流会の開催等に

積極的に取り組んでおり、この結果、契約取引において一定の成果に結び付いています。

⑤砂糖・でん粉関係業務については、生産者等への交付金の交付業務の迅速化に努めて

います。

⑥情報収集提供業務については、さまざまな意見を反映した情報の提供に努めていると

ころですが、海外情報については、海外事務所廃止後も一定の水準を保てるよう、引き続

き本部による積極的な収集・提供に努められたいとしました。

なお、情報収集提供業務の一環として行っている調査報告会に関し、海外事務所の閉鎖

業務等で開催回数が前年度実績を大きく下回りｂ評価としましたが、調査成果の普及と情

報ニーズ把握のため、積極的な実施の取組みに期待するところです。

３ページの⑦資金の流れに関する情報公開については、国からの交付額、経理の流れ、

事業返還金の活用理由などの情報を新たに加え、積極的かつわかりやすく公表されていま

す。

「第３ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画」の②事業資金等に

ついては、資金管理運用基準に基づき、安全性に十分留意しつつ、効率的な運用を行って

います。

④関連法人等への出資金は、旧法人から承継したものであり、その目的、必要性等が検

討された結果、財務諸表及び附属明細書においても引き続き適切に管理されています。

⑤野菜関係業務の未活用資金については、見直しの基本方針を踏まえ、機構の中期計画

を変更し、107 億円を国庫納付するとしたところであり、速やかな対応であると評価しま

した。

「第４ 短期借入金の限度額」の②砂糖勘定で発生している繰越欠損金については、機

構が糖価調整制度を適切に運営した結果生じたものと考えます。これは生産者への交付金

単価等を農林水産省が決定することから、機構が直接収支をコントロールできる仕組みに

なっていないことによるものです。収支改善を図るため、平成 22 年より制度関係者によ

る収支改善に向けた取組みが順次行われていますが、今後もこうした取組みの継続が必要

であるとしました。
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後に、政独委からの平成 21年度業務実績評価に関する二次評価意見への対応として、

機構は対応・取組を業務実績報告書等で明らかにしており、これを基に評価を行った結果、

いずれも適切な対応であると評価しました。

以上、農畜産業振興機構の平成 22年度評価結果の概要を御報告申し上げます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

続きまして、農業者年金基金プロジェクトチームの森田委員から御説明をお願いいたし

ます。

○森田委員 農業者年金基金プロジェクトチームの森田でございます。当プロジェクトチ

ームにおける農業者年金基金の平成 22 年度業務実績評価の検討結果につきまして御報告

させていただきます。

当プロジェクトチームは、先月、７月 22 日に布施専門委員と森田慎二郎専門委員と私

の３名が出席して、検討を実施いたしました。

それでは、平成 22 年度業務実績評価について御説明いたします。資料８をご覧いただ

きたいと思います。 初に資料の訂正がございますので、そちらの方から説明したいと思

います。

１ページ目の下から５行目になります。後ろの方ですが「各年度新規加入者（4,272）」

という数字が出ていますが「3,929」という数字になります。

同じくこれに伴いまして、28ページです。上に「特記事項」というものがございます。

そこの２の３行目に同じく「新規加入者数（4,272）」という数字がありますが、これも

「3,929」という数字に訂正させていただきたいと思います。

この２点、資料の訂正をさせていただきたいと思います。

まず、１ページ目から御説明したいと思います。

当プロジェクトチームでは、法人から提出されました自己評価シート及び業務実績報告

書などの資料を基に評価項目について評価基準に基づき評価した結果、すべての中項目に

おいてＡ評価となりました。これらを踏まえまして、全体としては順調に業務が実施され

ていると判断し、総合評価はＡ評価といたしました。

それでは、主な項目及びプロジェクトチームで議論となった項目について、簡単に御説

明させていただきます。

まず１点目としまして、１ページの〔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〕でございます。
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①一般管理費及び事業費については、平成 22 年度計画に設定した目標を上回る削減が

実施されております。

②人件費についても、目標 17 年度５％減以上ということについて、今回実績が 15.6

％ということで、目標を上回る実績が実施されているところでございます。こちらの詳細

については、本文の４～５ページについて記載があります。

給与水準につきましては、対国家公務員地域別指数、いわゆる地域別法人基準、年齢、

階層、ラスパイレス指数について平成 18 年度 110.0 より 7.6 ポイント低下して 102.4 ま

で改善されました。また、給与水準の公表において、国と比べて給与が高い理由、給与水

準の適切性の検証、講じる措置について国民の理解が得られる説明が行われ、適切に対処

しております。

地域別法人基準、年齢、階層、ラスパイレス指数については、平成 24 年度までに 100

にする目標が設定されており、当該目標達成に向けて引き続き取り組んでいただくようお

願い申し上げます。こちらの方については、５～６ページに詳細な記載がありますので、

御参照いただければと思います。

③契約については、平成 22 年５月に策定した随意契約見直し計画が達成され、１者応

札、１者応募の契約についても改善措置が講じられているところでございます。また、入

札及び契約事務について、契約審査委員会及び監事により十分なチェックが行われている

ところでございます。こちらの詳細は、６～８ページに記載があります。

⑤組織の合理化については、中期計画に基づき、平成 22 年度末をもって北海道の地方

連絡事務所が廃止されております。また、廃止に当たっては、加入者、業務受託機関当に

対し十分な周知を行うことにより、円滑に実施されています。

⑥内部統制については、理事長のリーダーシップを発揮する環境整備及び組織全体で取

り組むべき課題の把握、対応が行われ、加えて内部監査規定に基づく内部監査及び監事監

査など、内部統制状況の把握等も行われており、内部統制の推進強化が図られているとこ

ろです。

しかしながら、一方で 22 年度においては基金が外部委託している業務において誤送付

等の事案が発生しているところから、ｂ評価といたしました。今後委託先の業務管理体制

の整備を含め、適切な業務運営のための内部統制充実を図っていただくようお願い申し上

げます。こちらの詳細は、10～ 11ページに記載しております。

その他、④として電子情報システム、⑦として業務委託の効率化、⑧として研修の実施
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については、それぞれ適切に実施されていると認められます。

次に〔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〕でございます。

①農業者年金、被保険者資格記録の管理、迅速な事務処理については、適切に実施され

ています。なお、申出書の返戻件数の割合については、平成 18 年度以降大幅な改善が図

られているところですが、22 年度は前年度に比べて割合の方が増加していることから、

評価基準に従ってｂ評価といたしました。被保険者資格記録の管理は適切な年金給付を行

うため必要不可欠なものでありますから、適切な事業実施に一層努めていただくようお願

い申し上げます。こちらの詳細については、22～ 23ページに記載されております。

②年金資産の運用については、法令等を遵守した運用が行われ、加入者に対し適切な情

報提供がなされています。こちらの詳細についても、24、25ページにございます。

③新規加入者につきましては、平成 22 年度の新規加入者数が目標の９割に達していな

いため、平成 19 年度以降４年連続のｂ評価となりました。平成 23 年度においては、平

成 22 年度の実績を踏まえた改善策が基金及び業務受託機関において着実に講じられてい

るか検証を行うなど、改善に取組みを徹底し、目標を達成するよう努めていただくようお

願い申し上げます。

なお、平成 23 年度以降の計画の検討に当たっては、これまでの目標の未達成の原因を

検証するとともに、近年の加入状況や東日本大震災の影響による加入者数の減少等にも留

意していただきたいと考えます。

〔３ 財務内容の改善に関する事項〕については、すべての担保物件について分類の見

直しが実施されており、適切に実施されていると認められております。詳細については、30

ページをご覧いただきたいと思います。

〔４ 長期借入金〕については、金利競争入札を実施し、有利な条件で借入れが行われ

ているところです。詳細は 31ページになります。

〔５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画〕でございます。

予算執行については、区分ごとに適正な執行を行い、経費の削減計画が達成されていま

す。今後とも事業実績等の把握を努め、実施状況、効果の検証を行い、効率的、効果的な

業務委託を実施するようお願い申し上げます。

〔８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕でございます。

２名の職員削減を行い、高齢者継続雇用制度を活用し、非常勤職員を１名雇用するなど、
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計画どおり順調に実施されています。

積立金も旧年金給付及び旧年金給付の借入金に係る経費の一部に充当されており、適切

であると認められます。こちらの詳細については、36～ 37ページにございます。

後になりますが、44ページをご覧いただきたいと思います。

農業者年金基金の業務実績の評価に当たりましては、旧制度に関わる業務の部分につき

まして、厚生労働省の評価委員会の意見を聞くこととされています。先月、７月 25 日付

で意見を伺っておりましたところ、45ページでございますが、８月 12日付で意見をいた

だいているところでございますので、こちらの方を読み上げさせていただきます。

「平成 22 年度における農業者年金基金（以下「基金」という。）の旧制度の給付に関

する業務については、着実な実施状況であると判断される。

なお、貴評価委員会におかれては、基金が業務の適正かつ効率的・効果的な執行をさら

に進めるため、引き続き業務運営能力の向上に向けて取り組むこととなる評価とされるよ

うお願いする」。

以上でございます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

引き続きまして、農林漁業信用基金プロジェクトチームについては、私の方から御報告

申し上げます。

信用基金プロジェクトチームにつきましては、馬場委員、富田委員、私と事務局で８月

１～８日に持ち回りで開催いたしまして、信用基金から提出された自己評価シート及び補

足資料を基に詳細な説明を受けて、業務実績の検討を行いました。

資料９でございますけれども、業務実績の総合評価に基づいて御説明申し上げます。

まず、冒頭表示のとおり、総合評価についてはＡでございます。

内容的には、１つの中項目、２つの小項目にＢ評価がございますが、総体として見ます

と業務が適切に行われていると判断いたしまして、Ａ評価といたしました。

なお、Ｓ評価、Ｄ評価に該当する項目はございません。

「２．留意事項等」は、業務運営に関する主な内容について説明させていただきます。

まず〔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〕でございます。

（１）事業の効率化についてでございますけれども、事業費の削減に向けた十分な取組

みが行われまして、対 19 年度予算比で 28.6 ％減少しております。これは引受審査の厳

格化、部分保証が的確に実施されているなどの取組みが行われていることからＡ評価とし



- 39 -

たところでございます。

なお、事業仕分けの対象になっておりました農林漁業の低利預託原資貸付業務について

は、閣議決定に従いまして、23年度中に政府出資金を国庫返納することにしております。

適切、迅速な措置が取られたということで、Ａ評価としたところでございます。引き続き

政策目的にも留意しつつ、事業費の削減に取り組むことを期待しております。

（３）経費支出の抑制についてでございます。支出点検プロジェクトチームの設置等の

独自の取組みによりまして、一般管理費が 40.4 ％削減されております。また、国民理解

の観点に反するような支出は見受けられなかったということでＡ評価としているところで

ございます。

（４）人件費の抑制についてでありますが、特別都市手当を国より低率に抑制するなど

の取組みの結果、地域・学歴勘案のラスパイレス指数は 98.7 に抑制されております。そ

ういう改善努力に十分に取り組んできたということを評価いたしました。引き続き給与水

準の適正化に向けた取組みに期待しているところでございます。

（６）内部統制機能の強化でございますが、理事長のリーダーシップの下、コンプライ

アンスの強化に向け委員会の開催、外部講師を招いた全役職員に対する研修の実施等の取

組みを評価いたしました。

ただ、目標管理の導入による人事評価については、24 年度期首の導入のための試行を

実施しているところでございます。今後確実に、早期に導入することを期待しております。

（７）調達方式の適正化については、閣議決定に基づく契約監視委員会を設置し、随意

契約、一般競争入札の点検、見直し、公表による適正化に向けた取組みが順調に進んでお

ります。引き続き調達方式の適正化に向けた取組みに期待しているところでございます。

以上のほか、（２）業務運営体制の効率化、（５）内部監査の充実等についても十分な取

組みを行っていると評価いたしまして、大項目全体としてＡ評価といたしました。

次に「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」でございます。

従来からのアンケートの充実に加え、ホームページアクセス分析結果を踏まえた改善の

取組みが行われたところであり、大項目全体としてＡ評価といたしました。

〔３ 財務内容の改善に関する事項〕でございます。

（１）（２）にあるように、適切な保険、保証料率の設定等のための料率算定委員会で

の検討、引受審査の厳格化のための事前協議、モラルハザード対策のための部分保証の拡
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大などの取組みが行われ、大項目としてはＡ評価としたところでございますが、（３）求

償権の回収については、全体としては目標を達成しておりますけれども、漁業部門で大口

の回収が前年に対してかなり減少となってしまったということで、目標が未達成でござい

ました。結果として、中項目、小項目のところにＢと評価いたしました。今後、基金協会

との連携などの取組みの一層の活用などによる求償権の回収率向上に期待したいところで

ございます。

〔４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画〕でございます。

大項目の第１のところで、事業費の総額が全体として 28.6 ％削減されてきたというこ

とがございまして、その結果、当期損益は法人全体で 13 億 5,300 万円の総利益を計上し

ております。ただし、林業部門におきましては、引受増に伴う引当金の増加、あるいは社

債の売却損により当期損失 15 億 9,100 万円に充当するために、前中期目標期間繰越積立

金を全額取り崩したことから、差引いた利益剰余金は法人全体で 93 億 5,900 万円という

ことでございます。

この社債の売却損というのは、原発事故に伴う東京電力社債の時価下落に伴い有価証券

の売却損が発生したことに起因しております。なお一層の適切な有価証券の運用を期待し

ているところでございます。

（３）にあるように、当期利益は将来の保険金の支払財源等に充てるため、金額を積立

金に計上したということは妥当な措置だということで評価いたしました。

〔５ 長期借入金の条件〕〔６ 短期借入金の限度額〕〔８ その他主務省令で定める業

務運営に関する事項〕については、いずれも適切に実施されていると評価いたしました。

〔７ 剰余金の使途〕については、22 年度実績がないということで評価対象にしてお

りません。

以上でございます。

後に、［その他］のところに記載されておりますけれども、東日本大震災の被害農林

漁業者に対する資金の融通を円滑にするために、当法人の信用保険業務等の役割、機能の

一層の強化が期待されるところでございます。また、独法の事務・事業の見直しの基本方

針の閣議決定に従い、先ほど申しましたが、農林漁業の低利預託原資貸付業務については、

本年度中に政府出資金を国庫返納するということを踏まえて、そういう意味では、適切、

迅速に措置したということを踏まえて評価したということを付け加えておきたいと思いま

す。
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以上が農林漁業信用基金の業務実績評価の御報告でございます。

以上で３法人の説明を終わります。それぞれの法人について御意見、御質問を受けたい

と思いますが、まず、農畜産業振興機構の平成 22 年度業務実績に関する評価について、

御意見、御質問がございましたらお願いしたいと思います。ございませんでしょうか。

それでは、特に御意見がないようですので、農畜産業振興機構の平成 22 年度業務実績

に関する評価につきましては、本案のとおり決定することとしたいと思います。よろしい

でしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

続きまして、農業者年金基金の平成 22 年度業務実績に関する評価について、御意見、

御質問がございましたらお願いいたします。

夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 毎年同じ質問をさせていただいていますけれども、新規加入の件でございま

す。１ページ、２の③のところです。４年連続でｂ評価という厳しい状況の中にあって、23

年度は更に東日本大震災の影響を考えると、今年以上に新規加入は難しいのではないかと

いうこともここに書かれておりますが、これをどういうふうに評価したらいいのかなとい

つも思います。つまり、 初の目標設定が高過ぎたといいますか、現実と乖離していたの

ではないか。勿論、これは高い目標設定をするのは意味のあることだと思うのですけれど

も、努力されてもされても目標に達しないという現実をどういうふうに受け止めるかとい

うことがございます。

○淵野分科会長 この点はどうでしょうか。

○農業者年金基金理事長 農業者年金基金の理事長でございます。

毎回御指摘いただいて大変恐縮なんですけれども、まず経緯を申し上げますと、平成 19

年度～ 21 年度までの３か年、とりあえず累計で 10 万人達成しようということで取り組

んでまいったわけでありますが、残念ながらそちらの方は３年間で 10 万人達成できず、

毎年の目標としても達成できなかったわけであります。それでｂ評価が３年続いたという

ことであります。

これについては、実は１年数か月遅れでありますけれども、10 万人は 近ようやく突

破をしたというところまでまいりました。前３か年計画のそういう状況を踏まえて、その

後どうするかということは、関係機関ともいろいろ随分議論をして、 終的に年間 6,000
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人と一段目標を上げようという取組みに変えたわけなんですが、達成もできていないのに

上げることはどうかという御議論は確かにあるんですが、大変悩ましいことであるんです

が、今の年金制度は任意加入方式ということでありますので、御本人が納得して加入する

という意思を示さない限りは加入につながらないわけでありますけれども、かといって入

ってきたい人だけが入ってくればいいといいますか、たまたま少しもうければいいという

ことではなくて、せっかく公的年金制度として用意してありますので、できることならば、

欲を言えば、加入資格を持っている方に全員加入してほしいということで取り組むべきで

あろうという基本的な考え方を持っています。

そういうことからいきますと、加入資格を持っている方がどのぐらいいるかといいます

と、統計上は必ずしも明確に把握できないんですが、恐らく 30 ～ 40 万人ぐらいいらっ

しゃる。それに対して、今現在、現役世代で保険料を払っている人は、10 万人のうちの

５万 4,000 人でありますから、未加入者が 30 万人とか 40 万人ぐらいいらっしゃるわけ

です。その方の中には、正直言って、残念ながら我々の周知活動が不十分で、十分承知し

ていないことによって入らない方も大勢いらっしゃいますので、全員加入に近く持ってい

きたいということからいけば、年間 6,000人でも本当は目標は低過ぎるという気持ちがあ

って、一方で、今までが 3,000人台あるいは 4,000人前後というところなので、その辺が

実力ではないかという見方もあったりして、大分議論はしました。やはり加入資格者の加

入をもっと増やす使命を負っているという意識から、少しでも高い目標にして取り組んで

いるというのが実態でございます。

そういう意味で、新しい３か年計画をスタートさせたんですが、実際には 3,452名とい

うことで、半分を少し超えたところで 22 年度は終わってしまったというのも事実であり

ます。これは、取組みはかなり強化をして、特に県別格差をなくしていく。東日本大震災

で福島、宮城、岩手は大変厳しい状況に置かれていることはたしかなんですが、一方で正

直申し上げまして、茨城、千葉、埼玉とかの大農業圏の普及が極めて遅れているというこ

とからいって、まだまだそういう意味では普及の努力の余地が大いにあるということで、

6,000 人は決して不可能な数字ではないと思って取り組んでおります。現実的な目標にす

るか、少し意欲的な目標にするかという悩ましい選択をした結果、意欲的な目標にしてい

るということであります。

これは森田先生からもいろいろ御指摘をいただいているんですけれども、今後そういう

状況を踏まえてどうするかというのは、また考えてみたいとは思っておりますが、一応そ
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ういう経過でこういう目標にさせてもらっているということであります。

長くなって済みませんでした。

○淵野分科会長 ということでございますが、まだ意欲的な目標を下ろさないで頑張って

いただくということだろうと思います。

ほかにございますでしょうか。

それでは、夏目委員からの御意見もございましたけれども、農業者年金基金の平成 22

年度業務実績に関する評価につきましては、本案のとおり決定してよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

次に、農林漁業信用基金の平成 22 年度業務実績に関する評価について、御意見、御質

問がございましたらお願いいたします。御意見ございませんでしょうか。

布施専門委員、どうぞ。

○布施専門委員 教えていただきたいのですが、32 ページの評価シートの「新たな保険

料率の適用」ということで、20年度措置済みのものが２つ並んでいるのですが、これは 22

年度の評価としてＡ評価として記載すべきなのかどうなのかというのがよくわからなかっ

たものですから、教えていただければと思います。

22 年度新たに何かがあって実施したことに対してＡという評価をするのではないかと

いうような気がするんですが、その辺はいかがでしょうか。

○淵野分科会長 この点はどうでしょうか。

○農林漁業信用基金理事長 農林漁業信用基金理事長の堤でございます。

御指摘のところにつきましては、この保険料率、保証料率につきましては、毎年度内部

で検討委員会を設置しておりますので、そこで検討しております。そういう意味で、直前

が 20 年度に改定をしておりますけれども、その後、更に改定する必要があるかどうかに

ついては、今、申しましたように毎年度検討しておりまして、現時点では直ちに改定する

必要はないという判断をしております。

したがって、実は基準になる部分が 20 年度をベースにしながらこういう記述をしてお

りますが、見直しに当たりましては、毎年度、必要性等を検討しております。

以上でございます。

○淵野分科会長 よろしいでしょうか。

○布施専門委員 そういう意味ですと、「実施した。」「しなかった。」という評価の仕方が
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実態にそぐわないのかもしれないですね。

○農林漁業信用基金理事長 そういう意味では、表記の方法につきましては、今後金融調

整課等の皆さんと御相談しながら、より適切な方法があるかどうかについて検討を進めて

まいりたいと思います。

○布施専門委員 ありがとうございます。

○淵野分科会長 見直しの方向の検討はしているけれども、具体的なところは 20 年度の

料率できていますということですね。よろしいでしょうか。

○布施専門委員 はい。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

それでは、農林漁業信用基金の平成 22 年度業務実績に関する評価につきましては、本

案のとおり決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。

続きまして、水資源機構につきましては、主管が国土交通省であり、既に８月３日に関

係４省の独立行政法人評価委員会水資源機構分科会等合同会議が開催され、平成 22 年度

業務実績に関する評価についての審議が行われております。

水資源機構プロジェクトチームの平松委員からお願いいたします。

○平松委員 それでは、平松から報告させていただきます。お手元の資料 10 をご覧くだ

さい。

水資源機構の平成 22 事業年度に係る業務実績につきましては、水資源機構法第 42 条

第３項第１号の規定に基づきまして、国土交通省評価委員会が評価を行う際に、農林水産

省、厚生労働省及び経済産業省の評価委員会の意見を聞かなければならないとされており

ます。

平成 22 年度の業務実績につきましては、お手元の資料 10 の１ページ目にございます

ように、７月５日付で国土交通省評価委員会委員長より意見の提出を求められました。意

見の提出に当たりましては、水資源機構プロジェクトチームにおいて原案を作成後、書面

により農業分科会各委員に意見案をお諮りし、いただきました御意見を踏まえて、 終意

見としてとりまとめて、淵野分科会長の御了解も得られましたことから、７月 19 日付で

農林水産省評価委員会委員長名で国土交通省評価委員会委員長に提出いたしました。
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意見につきましては、資料 10 の２ページ目をご覧ください。こちらにございますので

「記」以下の部分を読み上げさせていただきます。

「平成 22 年度における農林水産省所管に係る業務に関しては、計画に即した実施状況

であるものと判断される。

なお、当該業務が今後も第二期中期目標、中期計画及び年度計画に基づいて適切に実施

されるとともに、業務実績評価が的確に行われるよう、別紙について参考とされたい」と

いうことです。

３ページ目をご覧ください。これが今、 後の文言としてありました別紙でございます。

この別紙に関しても、全文読み上げさせていただきたいと思います。

○ 水資源機構が管理している水資源開発施設についても、昨年度末に発生した未曾有

の東日本大震災により被災したものの、用水供給へ極力影響が生じないよう、全社を

あげての迅速かつ機動的な防災・応急復旧活動への取り組みは、それまでに構築され

たリスク管理体制の実効性、日常の訓練の成果とその技術力の賜であり、引き続き被

災施設の本格復旧に向けた取り組みを着実に進められたい。

また、今回の震災対応の内容と成果について詳細に分析するとともに、地震対策は

まだ途上段階であることから、施設設計等の見直しなどを通じて被害を 小限に止め

る努力や地震対策への備えを万全に行うよう希望する。

○ 水資源機構は、多様な利水調整や洪水調整という公共・公益的な業務を担っており、

水資源の高度な専門的集団として蓄積した技術の開発・整備、時代のニーズにあった

新技術力の開発、関係機関とのコミュニケーションを通じた現場でのきめ細かな対応

力の向上等に今後も積極的に努められたい。

○ 中長期的には水資源機構の主業務は維持管理型となることが予想され、事務的経費、

人件費及び事業費の縮減が重要となる。一方で、業務の効率化やコスト削減が、職員

のモチベーションや業務の質の低下を招かないように留意すべきである。

○ 世界的な急速な人口増加と経済発展、気候変動、地球温暖化の影響により、深刻な

水資源問題を抱える海外新興国に対して、水資源機構が有する高度な知見や技術力を

活用し、技術者養成や技術支援など積極的に取り組まれることを期待する。

以上の意見を提出しました後、８月３日に開催されました関係４省合同会議に農林水産

省水資源機構プロジェクトチームの戸澤専門委員、中嶋専門委員、そして私、以上の３名

が全員出席いたしまして、今、御説明いたしました評価委員会の意見に加えまして、年度
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業務実績評定に当たりまして、プロジェクトチーム委員それぞれの意見を発言し、議論に

参加したところです。

なお、提出しました意見につきましては、評価調書案に反映されまして、９月 12 日に

開催が予定されております国土交通省評価委員会で 終的なとりまとめがなされることと

なっておりますことを御報告いたします。

以上で水資源機構の平成 22 事業年度に係る業務実績に関する意見の報告とさせていた

だきます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

水資源機構の平成 22 年度業務実績に関する評価の審議経過報告についてでございます

が、了解ということでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

次に「その他」になりますが、分科会事務局から、当農業分科会関係法人における評価

基準について連絡事項がございます。よろしくお願いいたします。

○経営局総務課長 評価基準の見直しについてです。

独立行政法人の年度評価に係る評価基準につきましてばらつきがあるということで、過

去の農業分科会、あるいは親委員会の農林水産省独立行政法人評価委員会で統一すべきで

あるという意見が出ておりました。一方で、検査、金融などといった法人ごとの特徴があ

ることから、同じ基準で統一的なものを出していくことは困難だという意見、両方出てい

るところです。

このような中で、平成 22 年度末をもって第二期中期目標期間が終了した法人の第三期

中期目標の年度評価に係る評価基準につきまして、これまでの御議論を踏まえまして、各

法人の PT で御検討をいただきまして、 終的には分科会で各法人の評価基準の在り方に

つきまして決定していただければと思っております。

なお、農業分科会の開催などの進め方につきましては、淵野分科会長に御相談の上、別

途御連絡を申し上げたいと思います。

以上でございます。

○淵野分科会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局からの農業分科会関係法人における評価基準の取扱いについての説明

でございますが、御意見、御質問ございますでしょうか。各 PT でこれから議論していく
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という御提案でございますが、この機会に御意見がございましたらお願いいたします。

それでは、特に御意見がないので、当農業分科会関係法人における評価基準の取扱いに

つきましては、御了解いただいたと。進め方等については、分科会長、事務局に御一任い

ただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○淵野分科会長 それでは、以上のようにさせていただきます。

以上をもちまして、予定しておりました議案はすべて終了いたしました。

後に、事務局から連絡事項がございます。

○経営局総務課長 長時間にわたりまして御審議を賜り、ありがとうございました。

本日の資料でございますが、非常に分厚いものでございますので、お申し出いただけれ

ば事務局の方から後ほどお送りする手配をいたします。

今後の日程でございます。既に御案内をしておりますが、第 20 回独立行政法人評価委

員会を８月 30日火曜日、農水省の第２特別会議室で 13時 30分から開催することとして

おります。評価委員の皆様方におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、御出席

賜りますようよろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

○淵野分科会長 それでは、以上をもちまして「農林水産省独立行政法人評価委員会第 37

回農業分科会」を閉会といたします。委員及び専門委員の皆様方には、長時間にわたり熱

心な御審議、誠にありがとうございました。

午後３時55分 閉会


