
 

 

 

 

 

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会 
第 39 回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省生産局 

 

 

 

 

 

1



農林水産省独立行政法人評価委員会第 39 回農業分科会議事次第 

 

日 時：平成 24 年３月 13 日（火）13：15～15：07 

場 所：農林水産省７階講堂 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

 （１）第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価基準等の見直しについて 

（農林水産省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） 

 （２）家畜改良センターの業務方法書の変更について 

 （３）農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについて 

 （４）農業者年金基金の評価基準等の見直しについて 

 （５）農林漁業信用基金の退職役員の業績勘案率について 

 （６）農林漁業信用基金の長期借入金の借入・償還計画及び入札結果について 

 （７）水資源機構の中期計画の変更について 

 （８）その他 

 

３．閉 会 
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○淵野分科会長 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 39 回農業分科会を開催いたします。 

 本日の議長を務めさせていただきます、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には、年度末のお忙しい中、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名の委員の皆

さん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

という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、本日の議事の進め方と配付資料について、説明をお

願いいたします。 

○中田室長 今回から事務局を務めます、生産局総務課生産推進室長の中田で

ございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 本日は、年度末のお忙しいところ、御出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

 まず、本日の議事の進め方についてでございますが、お手元の議事次第にご

ざいますように、すべての法人の議題を一括して御審議いただくということに

しておりますので、何とぞ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元にお配りしております資料についてですが、事前にお送

りいたしましたものと、基本的に同じものでございます。 

 上から、まず、議事次第、次に、配付資料一覧、そして配席図。 

 続きまして、資料１としまして、農業分科会の委員の名簿。この裏には、各

法人のプロジェクトチームのメンバー表を付けてございます。 

 以下、この後ろに、資料２－１、２－２、２－３、続きまして、資料の３、

４、５、６－１、６－２、７－１、７－２、８、そして、最後に参考資料とい

うふうに付けてございます。 

 資料につきまして、もし、欠けているものなどございましたら、いつでも事

務局の方までお申し付けいただきたいと思います。用意いたします。 

 それでは、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○淵野分科会長 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議事次第に沿

って始めたいと思いますが、本日の議題については、それぞれ根拠法令等がご

ざいます。その辺は、委員の皆さん、御承知のことだと思いますので、この根

拠法令についての説明は、省略させていただくということを、まず申し上げて

おきます。 

 それでは、本日の１つ目の議題に入りたいと思います。 
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 １つ目の議題は、第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価基準等の見直

しについてでございます。 

 最初に、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いてから、

まとめて質疑を受けることにいたします。 

 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。よろしくお願いします。 

○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、３月７日に担

当委員４名の出席の下開催し、評価基準等の見直しについて検討を行いました。 

 評価基準等の見直しについてですが、お手元の資料２－１をご覧ください。 

 まず、評価基準の別紙につきましては、１ページから８ページまでに新旧対

照表を記載してございますが、これまで農林水産消費安全技術センター、通称

FAMIC と申しておりますけれども、この FAMIC の別紙につきましては、第二期中

期目標期間中に３法人が統合したこともございまして、他法人と比べ、評価指

標が多かったため、中項目までの記載としておりました。 

 しかし、今回は、他法人と同様に小項目まで記載している関係で、新旧対照

表では大きく項目が変わったように見えますが、他法人との横並びを取りまし

ただけで、内容を大きく変更したわけではございません。 

 次に、評価指標についてでございますが、昨年３月に新たに定められた、第

三期中期目標等に基づく評価指標の策定のため、第二期中期目標等に基づく評

価指標と比較するものではありませんことから、評価指標については新旧対照

表ではなくて、左から中期目標、中期計画、年度計画及び評価指標の４段表を

準備させていただきました。それが、９ページからのものでございます。 

 また、評価指標の数についてでございますけれども、第二期中期目標期間で

は小項目数が 194 ございましたが、今回の小項目数は 90 としております。これ

は、第三期中期目標を定めるときに、第二期中期目標がよく書いてあるが、細

か過ぎると逆にわからなくなっているという御指摘をいただきましたことから、

必要な内容は残しつつ、できるだけ項目を大くくり化する、あるいは重複を避

けるということで整理させていただいております。 

 例えば、肥料検査分野と JAS 検査分野とが同じようなことが書いてある部分

につきましては、大くくり化して、共通の項目として記述するというような表

現上の工夫をさせていただきました。 

 そのため、評価指標の数としては、今までの半分以下となっておりますが、

今回の評価指標では、１つの評価指標で、従来の評価指標を複数まとめたもの
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が多くありますので、従来評価いただいていた評価指標を削減したのではござ

いません。 

 なお、資料の事前発送後にプロジェクトチームを開催しておりましたことか

ら、プロジェクトチームの議論の中で、事前発送資料から何点か修正しており

ます。修正内容は、軽微な文言修正のほか、２ページをご覧ください。２ペー

ジの中項目、契約の点検、見直しに関する小項目の評価指標につきまして、事

前発送の資料では、一者応札・応募の改善、契約監視委員会における点検・見

直し等による契約の適正化となっておりましたが、プロジェクトチームの議論

の中で２つに分けた方がよいとの結論となり、今回の資料にありますとおり、

小項目を一者応札・応募の改善と、契約監視委員会における点検・見直し等に

よる契約の適正化に修正いたしました。 

 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。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、御説明をお願いします。 

○渡邉委員 種苗管理センター担当チームの委員の渡邉でございます。種苗管

理センターの第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価基準等の見直しにつ

いて御説明いたします。 

 提案させていただく評価手法の基となる評価基準については、昨年 12 月６日

の第 38 回農業分科会で御承認いただいたとおりで、前期目標期間からの変更は

行わないこととしております。 

 したがいまして、今回は、中期目標の改正部分に、新たに評価項目を設定し

て、評価基準を当てはめるという作業となっております。 

 なお、中期目標の改定に当たっては、項目の並び順を変更しているほか、業

務内容を説明する文言も内容がわかりやすいように若干の変更をしております

ことから、資料ナンバー２－２の新旧対照表については、必ずしも１対１対応

となっていないことについて御容赦をいただきたいと思います。 

 それでは、中期目標の重要な変更点をピックアップして考え方を御説明いた

します。 

 お手元の資料ナンバー２－２、独立行政法人種苗管理センターの第三期中期

目標期間及び年度評価に係る評価基準等の見直しについてをご覧ください。ま

ずは、８ページをご覧ください。 

 ８ページの中辺り、２の（１）種苗検査の集約化について御説明いたします。 

 中期目標において、本所、北海道中央農場及び西日本農場の３か所で実施し

ている種苗検査業務のうち、実験室における品質検査をすべて本所へ集約化し、

北海道中央農場及び西日本農場については、配置人員の適正化を図ることとし

ています。 
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 これを年度計画において、実験室における品質検査をすべて本所へ集約化す

ることに向け、必要となる施設、設備等について検討を行うこととしており、

評価指標については、種苗検査業務の本所への集約化とさせていただきました。 

 評価基準において、このような定性的に定められた事項については、記載の

ように、順調に進んでいるかについて、SABCD で評価することとしております。 

 次に、10 ページの中辺り、（２）をご覧ください。ばれいしょ原原種配布価格

の見直しと余剰種苗等の販売量の増加を行うこととしております。 

 評価指標としては、ばれいしょ原原種配布価格の引上げによる自己収入の拡

大と、余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗の一般種いも等としての販売量の

増加による自己収入の拡大をそれぞれ設定いたしました。 

 こちらも定性的に定められている項目であることから、順調に進んでいるか

について SABCD で評価することとしております。 

 次に 15 ページをご覧ください。15 ページの上の方になります。イをご覧くだ

さい。イについて、栽培試験対象植物の種類を拡大するとともに、植物の種類

別栽培・特性調査マニュアル及び必要に応じた特殊検定マニュアルの作成等に

より栽培試験品質の確保・向上を図ることについて御説明いたします。 

 ここでは、中期目標期間中に 50 種類程度の栽培試験対象植物の種類の拡大を

図ると、定量的な数値目標が設定されています。 

 これを評価基準に従い、指標として当該年度における栽培試験の拡大種類数

を、目標数 50 を５年で除した 10 種類と設定するとともに、数値目標に「程度」

と記載した場合の基準である A 評価で 90％以上基準とする指標を設定しており

ます。 

 また、植物の種類別の栽培・特性調査マニュアルの作成等についても、同様

に中期計画期間中の 50 種類程度の数値目標に対し、当該年度におけるマニュア

ル作成点数を 10 種類と設定し、同一の基準により評価に当たることとしており

ます。 

 以上、私からは、例示として３項目御説明いたしましたが、これ以外の項目

についても、御承認いただいた評価の基準に従って指標を定めておりますので、

御検討、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。引き続きまして、家畜改良センタ

ープロジェクトチームの野村委員から、御説明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の野村でございます。セン

ターの第三期中期目標期間における評価基準及び評価指標の変更について、家

畜改良センタープロジェクトチームを代表いたしまして、審査結果について御

報告させていただきます。 
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 今回、評価基準及び評価指標を見直す背景でございますが、平成 22 年４月に

行われた法人事業仕分け、同年 12 月に閣議決定された独立行政法人の事務・事

業の見直しの基本方針を踏まえて作成された家畜改良センターの第三期中期目

標及び中期計画を基に見直しの検討を行いました。 

 それでは、主な変更点について御説明申し上げます。資料２－３の表紙をお

めくりいただきますと、独立行政法人家畜改良センターの業務の実績に関する

評価基準の一部改正新旧対照表（案）がございます。 

 ２ページをご覧ください。これは、評価基準の別紙に当たるものですが、中

期計画に属する各項目の評価単位の新旧対照表でございます。従来より、評価

項目の数が増加しているとともに、項目立てが細分化され、微細項目から大項

目までの６段階の評価区分となっております。 

 また、８ページの中ほどをご覧ください。従来なかった第５、重要な財産の

処分等に関する計画が新しく追加されております。 

 戻っていただきまして、１ページは、この新たな大項目の追加を本文中に入

れた場合の新旧対照表でございます。 

 続きまして、９ページ以降は、これらを反映させた評価基準の全体版でござ

います。 

 次に、21 ページ、家畜改良センター業務実績評価指標（案）をご覧ください。 

 資料が大部ですので、新たに追加された項目を中心に、主な評価指標の変更

点について御説明いたします。 

 21 ページからの第１業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべ

き措置でございますが、事業仕分け等における家畜改良の事業規模の縮減、種

畜の多様化の指摘を踏まえて、例えば 23 ページのウの豚では、種豚の直接肉豚

生産農家への供給を平成 23 年度までに原則中止という項目。 

 24 ページのウでは、多様な家畜改良の推進という項目が入っております。 

 また、少し飛びまして、42 ページをご覧ください。アでは、自己収入の拡大

に向けた新たな項目と、それに関わる評価指標が入っております。 

 続きまして、42 ページからの第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取るべき措置についてですが、

ここでは、センターが行う家畜の改良、飼料作物の生産などといった基幹業務

を細かく項目立てしており、それぞれの内容に対応した評価指標を設定してお

ります。 

 また、ページが飛びますが、78 ページをご覧ください。センターは、前期中

期目標期間から口蹄疫や鳥インフルエンザの防疫作業への人的支援や新燃岳の

噴火における粗飼料供給などの外部支援を積極的に行ってきたところですが、

第三期中期目標計画においては、センターの人材、資源を活用した外部支援と
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して、新たに項目立てし、それに関わる評価指標を設定しております。 

 以上、時間の関係上、雑駁な説明ではございますが、家畜改良センタープロ

ジェクトチームからの御報告とさせていただきます。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。それでは、それぞれの法人

の今の説明に基づきまして、質疑に入りたいと思います。 

 まず、農林水産消費安全技術センターの第三期中期目標期間及び年度評価に

係る評価基準等の見直しについてでございます。 

 御説明では、当分科会の仕様に合わせながら、もう一回精査して、それで適

切な評価基準を幾つか御提案になったと思います。御意見、何かございますで

しょうか。 

御意見がございませんでしたら、農林水産消費安全技術センターの第三期中

期目標期間及び年度評価に係る評価基準につきましては、御提案の本案のとお

りに決定する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、種苗管理センターの第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価基準

の見直しについて、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。 

○松井専門委員 15 ページについてお聞きします。目標のイとウなんですが、

ここで数値がイでは 50 種類、ウでは 1,500 点というふうに限定されていますね。

ところが、計画になりますと、それが程度ということになっているんですけれ

ども、こういうのは普通にあるんでしょうか。 

○淵野分科会長 その点は、どうでしょう、御説明いただけますか。15 ページ

のところで 50種類という数字が特定しておりますけれども、評価のところでは、

程度という内容ですが、そういう質問です。 

○松井専門委員 もう一度言いますと、目標ではイでは 50 種類、ウでは 1,500

点というふうに数字が規定されています。ところが、計画では、そこに「程度」

が付いているんですね。これで、目標値が当然変わってくると思うのですが、

こういうことというのは、よろしいんでしょうか。 

○野村理事長 種苗管理センターの理事長の野村でございます。目標が 50 種類

となっておって、「以上」となっていないということで「程度」としております。

目標が「以上」という形になっているときには、そうしております。 

 後ろにないということは、それ以上たくさんつくることは、決して意味があ

るわけではないと、私は思っておるものですから、そういう表現としておりま

す。 

○淵野分科会長 50 種類と 1,500 点を１つのラインにして、それ以上とそれ以

下という意味ですね。 
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○野村理事長 目標が 50 種類以上となっているときには、「以上」という形に

しております。目標に、「程度」というところがあったかどうか、覚えておりま

せんが、50 種類と書いてあるものは、50 種類程度という形で計画をつくってお

ります。 

○淵野分科会長 パーセントで出てきますね。 

○野村理事長 今の御質問は、中期目標が 50 種類と書いてあるのに、中期計画

が 50 種類程度と書いてあるのは、いかがかと言われた御質問だと思いますが、

自動的に、もし、50 種類となっておっても以上ではありませんので、この 90％

以上がＡという評価指標は同じになると思います。 

 なお、ちょっと補足させていただきますが、種苗管理センターの評価基準は、

ほかのところと比べていただいたらわかると思いますが、極めて厳しい評価基

準になっておりまして、90％を切っただけで、もう B 評価になって、80 を切れ

ば C 評価になるという非常に厳しい基準をいただいております。 

○淵野分科会長 では、御了解いただけましたでしょうか。 

○松井専門委員 はい。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

 それでは、種苗管理センターの第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価

基準の見直しについても御説明いただきましたことで御異論がないということ

で決定するということに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、家畜改良センターの第三期中期目標期間及び年度

評価に係る評価基準等の見直しについてでございます。御意見、何かございま

すでしょうか。 

どうぞ。 

○菅委員 79 ページの、先ほど御説明がありました、口蹄疫など、家畜伝染病

が発生した場合の緊急時防疫対応についてという項目ですが、40 名の派遣が可

能となる体制を構築するということで、この家畜改良センターの業務に対して、

その評価として計画どおり順調に実施された、おおむね計画どおりというふう

になっているかと思うんですが、やはり、こういった伝染病の場合、本当にそ

れで、万が一発生の拡大があった場合に、こちらの業務としてはいいんだろう

と思うんですが、国民感情として、なるべく病気に対して発生を抑えるために、

最前の手を尽くしていただきたいという思いがちょっとあるものですから、そ

の評価に、ここを上回ってしまった場合の評価は、どうなるのかなと思いまし

て、ちょっと質問させていただきました。 

○大野課長 畜産振興課長でございます。一昨年、まさに口蹄疫がそうでござ

いましたけれども、29 万頭の家畜を殺処分せざるを得なかった。その中で、延
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べ 4,000 人、家畜改良センターからの人員を派遣していただいたということが

ございます。あくまでも人的支援ということでございまして、今、まさに、た

った今も作業していただいていると思いますが、実は、原発の 20km 圏内警戒区

域、もうそろそろ警戒区域が解除されるということを控えて、今、家畜改良セ

ンターには、中に放れ畜、当時、20km 圏内に 3,500 頭の牛がおりましたけれど

も、あるいは、ほかにも豚がいた、放れている、そういうのを捕獲する。御同

意が得られるのは安楽死、御同意が得られない場合は、飼養管理を続けており

ますけれども、そういった作業にも、今、家畜改良センターは従事していただ

いておりまして、これまでに、延べ 1,000 人近くの人員を、今回、20km 圏内の

警戒区域の放射線量の高いところに派遣いただいていることを御紹介申し上げ

ておきます。 

○淵野分科会長 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○菅委員 要するに、ここ書かれている以上の御努力をされた場合の評価とい

うのは、どうなるのかということだったので、別に、それを頑張っていらっし

ゃるわけですね。だから、その目標を超えてしまって、頑張らなければならな

い場合があるんじゃないかと、あってはならないですけれども、万が一あった

ときに、これ以上頑張られた場合の評価というのはどうなるのかなと思いまし

た。 

○大野課長 評価委員にお付けいただくと思いますけれども、その節は S とか

を付けていただければと。 

○淵野分科会長 要するに設定目標以上の事態に遭遇して、それ以上のいろん

な御苦労をなさった、その分の評価はどうするかというお話ですね。 

○菅委員 そうです。 

○淵野分科会長 そのほかに、一応、そういうことでよろしいでしょうか。そ

ういう評価については、評価指標を超えるような形のようになりますけれども、

S 評価とか、そういうところで、前回もたしか夏目委員の方からも、そういう趣

旨の御発言がありましたけれども、こういう大変な事態の中で、それぞれの独

立行政法人では、大変な努力をなさっております。ですから、その中で人員削

減なり、財政の再建なり、大変な御苦労をなさっておりますけれども、その辺

を考慮したプラスαの評価がきちんとなされる必要があるだろうという趣旨の

御発言かと思います。 

 そのほかに、意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○富田専門委員 意見ではないんですけれども、ワープロミス、79 ページの、

今、議論になっていたところの下から２段目の２つのカラムで、発生したの「た」

が抜けています。つまらないところで申し訳ない。 
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○淵野分科会長 では、訂正させていただきます。ほかに御意見なり、御質問

なりございますか。 

 どうぞ。 

○梶専門委員 梶と申します。この３つの提案については、別に異存はござい

ません。賛成です。 

 それで、ちょっとどなたにお聞きしたらいいのかわからないんですが、すべ

ての法人に関わることなので、要望というか、意見としてお聞きいただきたい

んですけれども、それぞれの法人すべて自己収入の確保とか、あるいは自己収

入の拡大とか、そういうのが目標として掲げられています。 

 ちょっと聞いてみたんですけれども、実際には、５年の中期計画の期間が終

わったら国庫に戻してしまわなければならないとか、自己収入を上げても、あ

るいは繰り越しの額が多いと、翌年の運営交付金の査定に影響するとか、そう

いうようなことで、結局、各法人とも、わかりやすくいうと、そんなに頑張っ

て自己収入を上げても、結局、運営交付金が減らされるだけだから、そんなに

頑張らなくてもいいよとか、そういうようにちょっと受けとめたことがあった

ものですから、せっかくこうやって目標をつくっていますし、何か、インセン

ティブを与えるというか、もう少しやる気の出るような、何かそういうような

自己収入の確保とか、増大の仕方に対する考え方というのはないものなんでし

ょうか。だれにお答えいただくのがいいのかわかりませんが、ちょっとそれが

すごく気になっているものですから、お話しいただきたいと思います。 

○淵野分科会長 どうでしょう、事務局の方で、まず、お願いします。制度に

関わりますので、評価委員会の在り方とか。 

○大沼課長補佐 官房文書課の大沼と申します。後ほど御説明申し上げる中に

入っているのですけれども、独立行政法人制度の制度及び組織の見直しという

のがございます。 

 この中で制度を検討するに当たって、財政規律の抜本的な強化という項目が

ございまして、適正な財政運営ルールのための基本ルールですとか、法人の主

体的な経営努力を促進する仕組みの強化、説明責任、透明性の強化という項目

が盛り込まれておりまして、今、検討しております新たな法人制度の中で、今、

おっしゃったようなことが是正されるよう検討しているところでございます。

また、後ほど触れさせていただくことになるかと思います。 

○淵野分科会長 それでは、家畜改良センターの御説明については、御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

 それでは、家畜改良センターの第三期中期目標期間及び年度評価に係る評価

基準等につきましては、御説明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。 
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（「はい」と声あり） 

○淵野分科会長 では、そのようにさせていただきます。 

 続きまして、次の議題は、家畜改良センターの業務方法書の変更についてで

ございます。家畜改良センターの矢野理事長から御説明をお願いしたいと思い

ます。 

○矢野理事長 家畜改良センターの理事長の矢野でございます。資料３の独立

行政法人家畜改良センターの業務方法書の変更（案）に基づき、今回の業務方

法書の変更について御説明いたします。 

 今回の改正は、本年１月４日に公布され、４月１日から施行される予定であ

ります。家畜改良増殖法施行規則の省令改正を受けたものであります。 

 具体的に申しますと、３ページ、業務方法書変更理由をご覧いただきたいの

ですが、今回の省令改正において、家畜改良増殖法においてセンターが行うべ

き種畜検査を行うことができる者の資格が見直されました。 

 これを受けまして４ページ、独立行政法人家畜改良センター業務方法書変更

新旧対照表（案）をご覧いただきたいのですが、まず第１に、現在は第 16 条の

第３号において、学校教育法に基づく高等学校を卒業した者のうち、センター

の家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に３年以上従事している者

と規定されていますが、高等学校に限らず、これと同等以上の学校の卒業者で

あれば差し支えないと考えることを踏まえまして、「又はこれと同等以上の学

校」という文言を追加しております。 

 第２に、現在は、第 16 条第１号から第３号までの資格を有する職員が種畜検

査を担当できることとしておりますが、これに限らず、これらのものと同等以

上の種畜検査の実施に要する知識、経験を有すると認められる職員であれば、

種畜検査を担当できるとして差し支えないと考えることを踏まえ、新たに第 16

条第４号を追加し、農林水産大臣が同条第１号から第３号までに掲げるものと

同等以上の知識、経験を有すると認めた者を追加しております。 

 最後に、第 19 条の第２項におきまして、現行の種畜の等級の判定基準を定め

る告示である、昭和 59 年８月６日農林水産省告示第 1542 号が廃止され、４月

１日に新たな告示である平成 24年１月４日農林水産省告示第９号が施行される

に伴い、文言を改正しております。 

 以上が、業務方法書の変更点でございます。どうぞ、よろしくお願いします。 

○淵野分科会長 それでは、ただいまの業務方法書の変更について、御意見は

ございますでしょうか。この内容は、家畜改良増殖法施行規則の一部改正に伴

う業務方法書の変更でございます。 

 どうぞ。 

○夏目委員 業務方法書の変更に反対するということではなくて、少し御説明
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をいただきたいと思いましたのは、まず、高等学校、新旧対照表の４ページの

（４）のところに、１号から３号までに掲げる者と同等以上の知識、経験を有

すると認めた者というものを、今回、追加されるわけですけれども、高等学校

の同等以上の知識、経験を有する方というのは、現実的には、余りいらっしゃ

らないような、実は、高等学校がほぼ義務教育化される水準まで数値的に上が

っている中で、こういう文言をあえて追加されたと、勿論、高等学校、義務教

育を卒業された方の資格を否定するものではなくて、今の時期にこれを追加し

た理由ということを、少しお伺いしたいと思います。 

 先ほど、中期目標期間における評価基準の見直しは、承認させていただいた

わけですけれども、ここのところで、種畜検査員は、毎年 100 人以上というよ

うな数字設定がされていて、平成 22 年度の業務実績では、120 人種畜検査員は

確保されているという実績だったと思うんです。それで、十分かどうかわかり

ませんけれども、少なくとも目標を達しているというような状況の中で、あえ

てこういうふうに門戸を広げられたというところの御説明をもう少しいただけ

ればと思います。 

○矢野理事長 ただいまの御質問に対しての御説明ですけれども、幅広くとい

うんですか、高等学校以上の学校を卒業した者ということは、幅広く人材を集

めるということで、人数は多くないんですけれども、例えば障害者学校、国際

学校を卒業された方も種畜検査員になれますということで改正させていただい

たということでございます。 

○淵野分科会長 よろしいでしょうか。 

○夏目委員 障害者学校、国際学校を卒業された方というような御説明があり

ましたけれども、現実的に、そういう方がたくさんいらっしゃるのですか。 

○矢野理事長 人数とすれば、私は、多くはないと思うんですけれども、そう

いう方も種畜検査員、国の大事な仕事ですから、そういうところに希望をすれ

ばなれるというふうに改正したと。 

○夏目委員 結構です。 

○淵野分科会長 ほかに御意見はございますか。それでは、業務方法書等の変

更（案）について、御了承いただいたものと思います。 

 この件につきましては、主務大臣の認可を受けるということでございますの

で、本分科会では異存なしということで、そういう意見を主務大臣の方へ上げ

たいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それから、次の議題は、農畜産業振興機構の短期借入金の借換えについてで

ございます。農畜産業振興機構の佐藤理事長から御説明をお願いいたします。 

○佐藤理事長 理事長の佐藤でございます。それでは、資料４に基づきまして、
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農畜産業振興機構の砂糖勘定の短期借入金の借換えについて御説明をさせてい

ただきます。 

 ３ページをお開きください。１番目に書いていますが、私ども機構の業務の

１つといたしまして、輸入糖等の売買によって徴収をいたしました調整金と国

からの交付金を財源といたしまして、国内のさとうきび生産者あるいは国内産

糖の製造事業者に対しまして、交付金を交付する業務を行っております。 

 恐縮ですが、５ページを見ながらお話を聞いてください。輸入糖等の売買に

よる調整金につきましては、毎月ほぼ一定の収入があるわけでございますが、

グラフの棒線の黄色のところでございますが、さとうきびの収穫時期、これは

１月から３月ごろ、これを原料といたしまして砂糖の製造時期、これも１月か

ら３月に集中するというところでございまして、スポット的に資金不足が生じ

ることがございます。このため、短期借入金を当てて対応しているところでご

ざいます。 

 また、近年の砂糖の国際相場の上昇によりまして、内外コスト格差を基に算

定いたします調整金単価が縮小したこと、こういったことから収支が悪化する

状況となっているところでございます。 

 このような状況の中で、平成 22 年 10 月から糖価調整制度関係者による取組

といたしまして、例えば企業に対する指定糖調整率の引上げ、生産者・事業者

交付金単価の適正な算定など、こういったことを順次実施いたしまして、ある

いはまた平成 23 年４月には、国の支援措置による糖価調整緊急対策交付金 329

億円の受入れなどによりまして、平成 23 年度末の繰越欠損金は、大幅に改善す

るとともに、短期借入金の残高も縮減する見込みでございます。 

 しかしながら、砂糖価格調整事業の累積赤字に伴う短期借入金の解消には至

っておりません。したがいまして、年度内に償還できないことから、借換えを

行い、短期借入金を翌事業年度に持ち越すことが必要でございます。 

 ４ページに借換えの内容がございます。認可申請額は 392 億 6,000 万円を超

えない額といたしております。借換先は入札により決定したいと存じます。 

 利率は、入札で決定する利率でございます。 

 償還方法は、調整金収入等をもって償還。 

 償還期限は、借入日から１年以内といたしております。 

 以上、簡単でございますが、御報告をさせていただきました。どうぞよろし

く御審議をお願いいたします。 

○淵野分科会長 それでは、ただいまの御説明に、御質問なり、御意見はござ

いませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 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短期借入金
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の借換えにつきましては、主務大臣の承認に当たり、異存なしとの意見で報告

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、農業者年金基金の評価基準等の見直しについてでございます。

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。農業者

年金基金の平成 23年度業務実績評価の評価指標に係る検討結果につきまして報

告させていただきます。 

 当プロジェクトチームは、２月 20 日に布施専門委員、森田慎二郎専門委員、

そして私の３名、全員出席の下で検討を実施したところでございます。 

 それでは、主に平成 23 年度業務実績評価の評価指標について御説明いたしま

す。資料５をご覧いただきたいと思います。 

 資料の一番右の欄が、平成 23 年度評価指標（案）になっておりまして、赤字

の部分が昨年からの変更となる部分でございます。 

 主な変更理由は、年度計画の変更に伴う修正となっています。また、これら

の変更に伴う評価基準の項目変更については、新旧対照表を資料の最終ページ

に付しておりますので、こちらの方も御参照いただきたいと思います。 

 それでは、今回の変更箇所の中でも、主な事項の報告をいたします。 

 お手元の資料５の 15 ページにある、制度の周知についてでございます。 

 ここに東日本大震災による被災に係る特例措置の周知状況等を把握するとい

うところが付け加えられております。 

 これは、農業者年金基金においても、これまでも農業者年金制度の周知を図

るために、農業関係新聞等に情報提供を行って PR を行ってきたところです。 

 一方、昨年３月 11 日の東日本大震災を受け、同制度においても特別措置、す

なわち東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に

より、保険料免除の特例等の措置が講じられているところでございます。 

 したがいまして、農業者年金基金についても、震災への対応として、これら

の特例措置が、被災された加入者等に適切に周知されているかということにつ

いて把握することにしております。そのために、こちらの項目を付け加えてい

るということでございます。 

 それと、16 ページにあります新規加入者に係る指標です。こちらのページに

ついては、新規加入者の加入推進状況については、19 年度から 22 年度実績評価

において、新規加入者の目標数に対する達成率のみを基に、これまで評価を行

って、４年連続 B 評価になっており、当分科会においても、毎年基金から達成

困難であるかもしれないが、高い目標を掲げ、加入推進の取組みを強化してき
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たというような旨の説明がなされてきたところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、当プロジェクトチームで検討した結果、年

度計画の目標数値が、加入推進の取組みを強化するために非常に高い目標であ

るということから、評価については、今後の加入推進に役立つ、すなわち改善

を促す指標になるよう、目標値のその達成状況に加えて、取組み状況と、その

検証、改善状況についても評価の対象とすべきではないかと考えたところでご

ざいます。 

 したがいまして、今年度の評価指標については、新規加入者数の達成状況の

みならず、そのために行ってきた措置について、どのような検証、改善が行わ

れているかについても評価することとしているところでございます。 

 主なところは、以上でございますので、どうぞ、御審議のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

○淵野分科会長 今の御説明について、御意見等、御質問はございますでしょ

うか。23 年度の業務計画の変更に伴う指標の見直しでございます。御意見、ご

ざいませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○夏目委員 夏目でございます。この件につきまして、毎回御質問させていた

だいておりまして、今まで数値のみで評価されていて B 評価が続いたというの

は、やはり指標目標としてどうかという御議論があった、そのとおりだと思い

ます。 

 それとは別に、24 年までの計画期間では 10 万人の目標を立てておりましたけ

れども、その 10 万人という累計の目標数値そのものは、変更なしというふうに

理解してよろしいのでしょうか。年度は、おおむね新規加入者数平均値の５割

増しというようなことが年度計画に書かれておりますけれども、累計では 10 万

人を達成するという点について、確認でございます。 

○淵野分科会長 理事長から、どうぞ。 

○中園理事長 ありがとうございます。農業者年金基金の中園でございます。

夏目先生からの御質問でございますが、累計 10 万人につきましては、実は、皆

さん等の御支援で、昨年の７月段階で達成をさせていただいてございます。 

 よって、10 万人については、今回のこの中には入ってこないということにな

ります。既に達成したということになっております。 

○淵野分科会長 ということでございます。目標を達成したということです。 

○夏目委員 ありがとうございます。よかったですね。22 年度の事業評価まで

は 10 万人達成ができなかったということで、今年の 23 年度についても伺った

ところです。 

○淵野分科会長 23 年度の実績報告のときになるかと思います。 
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○夏目委員 それはよかったと思います。今度の東日本大震災では、とても農

業者にとりましては、厳しい状況が続きますので、年金はとても大事ですので、

是非、加入できるようなお取組を続けていただきたいと存じます。ありがとう

ございました。 

○中園理事長 どうもありがとうございます。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。ほかに御意見はございます

でしょうか。 

 それでは、御意見がないようでございますので、農業者年金基金の評価基準

等につきましては、本案の御説明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。 

 次の議題は、農林漁業信用基金の退職役員の業績勘案率についてでございま

す。 

 これは、事務局からお願いします。 

○樋口課長補佐 事務局を担当しております、樋口と申します。よろしくお願

いいたします。 

 業績勘案率の考え方は、各法人共通でございますので、今回は、事務局から

説明させていただきたいと思っております。 

 資料は、６－１、それから６－２になります。 

 早速ではございますが、６－２の表紙をめくっていただきたいと思います。

ここに提案内容が書いておりますが、若干補足説明として、退職手当の考え方

等を説明させていただきますが、退職役員の退職手当の算定につきましては、

平成 15 年の閣議決定に基づきまして、平成 16 年以降の在職期間に係る退職手

当については、１か月につき俸給月額の 100 分の 12.5 を基準として、これに各

府省の独立行政法人評価委員会が 0.0 から 2.0 の範囲で業績に応じて決定する

業績勘案率を乗じたものにするように要請されております。 

 これを受けまして、農林水産省の独立行政法人の評価委員会におきましては、

業績勘案率は、当該独立行政法人の中項目の年度評価の加重平均を基本とする

算定式により算定しまして、もし、特段の法人及び個人の業績というものがあ

りましたら、それを考慮しながら、それぞれ計算することにしているところで

ございます。 

 さて、実際の提案事項ですが、今回は、農林漁業信用基金から平成 23 年の３

月 31日付けで退職した役員１名の業績勘案率決定について申請が上がってござ

います。 

 ここで、当該法人が算定した案としましては、ここにお示ししたとおり、基
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本勘案率 1.0、それから法人及び個人の勘案率は 0.0 と特段の加算は行わないと

いうようにしてございます。 

 資料６－２の方に、具体的な算定基礎、それから算定に当たり勘案した事項

等が記載されておりますので、御確認いただければと思います。 

 なお、この業績勘案率の決定に係る議決権というのは、分科会に下りており

ますので、ここで決定した事項については、農林水産省の独立行政法人の評価

委員会の意見といたしまして、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に

通知いたしますので、付け加えて申し上げておきます。 

 事務局の説明は、以上でございます。 

○淵野分科会長 ただいまの説明、どうでしょうか、御質問なり、御意見はご

ざいますでしょうか。 

 それでは、御了解いただいたということで、ここでは本案のとおり決定いた

しまして、先ほど御説明ございましたけれども、総務省の政策評価・独立行政

法人評価委員会に通知をするということになりますけれども、そういう扱いに

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。 

 次の議題は、農林漁業信用基金の長期借入金の借入・償還計画及び入札結果

についてでございます。 

 農林漁業信用基金の堤理事長から御説明をお願いいたします。 

○堤理事長 農林漁業信用基金の堤でございます。よろしく、どうぞ、お願い

いたします。 

 それでは、農林漁業信用基金の長期借入金の借入・償還計画について御説明

いたします。 

 この案件につきましては、平成 24 年度予算が成立してからでなければ、借入

額が確定しないと、そういうことから、本日は、事前に御説明させていただき

まして、金額が確定した段階、国の予算成立後、４月に入ってからになります

が、その時点で主務大臣に認可申請を行い、評価委員会の御意見を伺うという

手順で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料の７－１の１ページをご覧ください。 

 まず、１の業務の概要でございます。林業経営基盤強化暫定措置法に基づき

まして、林業経営改善計画の認定を受けた者に対し、信用基金が森林施業の合

理化に寄与する造林等を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金、これを森

林整備活性化資金というふうに申し上げておりますが、この資金の融通を行う

こととなっております。 

 具体的には、３ページをお開きいただきたいと思います。 
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 ここにありますように、信用基金が日本政策金融公庫に森林整備活性化資金

の貸付原資を無利子で寄託いたしまして、公庫は信用基金が推薦する林業者に

対しまして、その原資を公庫の有利子資金と合わせて無利子で貸し付けると、

そういう仕組みになっております。 

 次に、また、１ページに戻っていただきまして、２の長期借入金の借入でご

ざいます。 

 信用基金は、この公庫へ寄託する原資を政府出資及び民間金融機関からの長

期借入金により調達をしております。 

 借入利率につきましては、競争入札に付す方式により、決定することとして

おります。 

 長期借入金の政府保証額は、毎年度政府予算で決められておりまして、平成

24 年度政府予算案では、34 億 9,100 万円となっております。これは、次に御説

明いたします、借換え分の 34 億 9,100 万円に対応するものでございます。 

 この平成 24 年度予算が成立し、公庫からの繰り上げ償還額が確定するなど、

借入れの必要額が固まり次第、認可申請をいたしたいと存じておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、２ページをお開きいただきたいと思います。３の長期借入金の償還計

画についてでございます。 

 今、御説明いたしましたように、信用基金は、公庫へ寄託する原資を、政府

出資及び民間金融機関からの長期借入金により調達しておりますが、その借入

期間は４年としております。 

 平成 20 年度に借入を行った 34 億 9,100 万円が、24 年度において償還期を迎

えることとなっております。償還財源につきましては、公庫からの寄託金の償

還額と、民間金融機関からの借入入札による借入により対応することとしてお

ります。 

 なお、本件につきましても、平成 24 年度予算が成立した後、長期借入金の借

入と併せて認可申請をいたしたいと存じておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 引き続きまして、平成 23 年度の長期借入金の入札結果について御報告いたし

ます。 

 資料７－２をご覧ください。去る平成 23 年３月の農業分科会において御審議

をいただき、その後、５月２日付けで主務大臣の認可を受け、入札を行ったと

ころでございます。その結果について御報告をいたします。 

 ２の平成 23 年度下期の長期借入金入札結果をご覧ください。入札日は平成 23

年 10 月６日、借入額は 24 億 6,800 万円で、落札利率は平均 0.263％でございま

した。 
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 以上が、下期分の長期借入金の入札の御報告でございます。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。それでは、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、御意見なり、御質問なりございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、御説明、御了解いただいたということにいたします。この件につ

いては、平成 24 年度の予算が成立し、繰り上げ償還額が確定するなど、借入金

の金額が確定いたします。その後の手続きにつきましては、私にご一任いただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それから、長期借入金の入札結果についてでございます。この点についての

御説明、御意見なり、御質問ございますでしょうか。 

 それでは、特に御質問がなければ、農林漁業信用基金の長期借入金の入札結

果について御了承いただいたということにしたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

 次の議題は、水資源機構の中期計画の変更についてでございます。農村振興

局水資源課長及び水資源機構の永嶋理事、お二人から御報告をいただくという

ことになっております。 

○坂井課長 農村振興局水資源課長でございます。私の方から、まず、今回の

水資源機構の中期計画の変更に関しまして、御審議をお願いする内容等を説明

させていただきます。 

 資料８でございますが、８ページの中ほどをご覧いただきたいと思います。 

 ８ページの中ほどに、水資源機構の主務大臣の範囲というのが出ております

が、水資源機構につきましては、国土交通大臣が主管の法人でありまして、そ

のほかに、農林水産省、厚生労働省、経済産業省の３省が共管となっておりま

す。 

 水資源機構法 37 条によりまして、それぞれ所管する業務が決まっておるとこ

ろでございます。 

 本委員会におきましては、農林水産省が主務となる業務に関する中期計画の

変更内容についての御意見をお伺いするということになっているところでござ

います。 

 今回の中期計画の変更内容につきましては、財務及び会計等に関する事項で

あることから、主務大臣は国土交通大臣ではございますけれども、中期計画の

変更によります積立金の活用の内容が、農林水産大臣が主務大臣でもございま

す施設の管理事業に関わりますので、御審議のほど、よろしくお願いしたいと

思っております。 

 なお、具体的な変更内容等につきましては、水資源機構の方から御説明をい

ただきます。 
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○永嶋理事 水資源機構の永嶋でございます。早速でございますけれども、変

更内容につきまして、御説明させていただきます。 

 資料の７ページ目をご覧いただけますでしょうか。１の背景にも記載してお

りますけれども、一昨年 12 月７日に閣議決定されました、「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基本方針」には、「機構の利益剰余金の国庫への返還につい

て、早急に検討を行い、有効に活用する」と記載されております。 

 これを踏まえまして、今回の中期計画の変更では、積立金の有効活用という

ことで、24 年度に、約 79 億円を利水者等の維持管理費の負担軽減に活用するた

め、所要の変更を行うというものでございます。 

 次に、10 ページ目の新旧対照表をご覧いただけますでしょうか。７、その他

業務運営に関する重要事項の（３）といたしまして、積立金の使途を定めてお

ります。 

 従来、積立金の使途につきましては、この前段部分にありますように、新築

及び改築事業並びに管理業務等に係る利水者の負担軽減を図るために、次の３

つのことが書いてございます。 

 施設の耐震性の向上やコスト縮減に資する技術力の維持・向上のための調

査・技術開発、施設の長寿命化のための調査・技術開発、それと地球温暖化対

策に資する施設整備等となっておりましたけれども、更に平成 23 年度には、閣

議決定されました基本方針を踏まえて、当面の措置として、新たに積立金の活

用を行うために、維持管理費等に係る利水者等の負担軽減を図るため、新たに

管理システムの更新整備等に活用するとの記載を追加しているところでござい

ます。 

 今回、更に、平成 24 年度の積立金を追加するに当たりまして、左の改正案の

下線が引いてある部分でございますけれども「及び平成 24 年度」を追加するも

のでございます。 

 具体的な活用内容につきましては、14 ページ目をご覧いただけますでしょう

か。 

 先ほど御説明いたしました、従来の活用策につきましては、上段の①から⑥

にありますように、主に水質向上の施設や施設の長寿命化対策の技術開発、そ

れと共通経費の負担軽減、それと退職給付の引当金への繰入れ等となっており

ました。平成 23 年度より⑦、⑧を追加しておりまして、下段の太字の四角の枠

の中にありますように、平成 24 年度も⑦の維持管理費の負担軽減積立金として

約 63 億円と、管理業務人件費負担軽減積立金といたしまして、約 16 億円の活

用を予定しております。 

 ⑦につきましては、利水者等の維持管理費の負担軽減を目的に、左上の写真

にありますように、ダム等の制御コンピュータや通信機器の更新整備を行った
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り、左の写真にありますように、毎年多額の費用を要します除草経費の削減を

図るための被覆植物の整備、それと、真ん中の図面にありますように、情報通

信設備整備のスリム化を行うとともに、昨年の東日本大震災の教訓を踏まえま

して、防災力向上のための対策として、予備電源の整備や、通信設備等の二重

化を見込んでおります。 

 ⑧につきましては、機構の管理業務における利水者負担の軽減を図るため、

人件費の一部に積立金を充当するものでございます。 

 これら、約 79 億円を積立金として活用することによりまして、平成 24 年度

の管理業務に必要な費用から、利水者負担の約 63 億円軽減することができ、更

に、将来の維持管理費の負担軽減にも資するものでございます。 

 11 ページ目、13 ページ目につきましては、積立金の活用に係る予算、収支計

画等の変更でございますが、積立金の変更によるものでございますので、時間

の都合上、割愛をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○淵野分科会長 水資源機構の中期計画の変更につきまして、御説明がござい

ました。御意見なり、御質問なりございますでしょうか。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、水資源機構の中期計画

の変更につきましては、これは、主務大臣の承認を受ける必要がございます。

そういうことで、異存なしという意見で、当分科会で意見を申し述べたいと思

います。 

 それでは、そのようにさせていただこうと思います。 

 では、最後の議題でございます。その他という事項でございますが、文書課

から説明をお願いしたいと思います。 

○大沼課長補佐 文書課の大沼と申します。農林水産省の独立行政法人制度の

とりまとめの窓口をやっております。 

 先生方におかれましては、日ごろから大変お世話になっておりますことを、

この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 

 本日は、お時間をいただきまして、これまでの独立行政法人改革について御

説明をさせていただきたいと思っております。 

 これまでの審議の中でもたびたび触れられてございましたけれども、民主党

政権が発足しまして、平成 21 年 12 月に独立行政法人の抜本的な見直しについ

て閣議決定されました。一連の独立行政法人改革のスタートでございます。 

 まず、最初に行われましたのが、平成 22 年４月、独立行政法人の事業仕分け

で、当省関係では６法人が対象とされました。 

 これに引き続きまして、公益法人の事業仕分けが行われ、これらの仕分けを
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踏まえて、各府省による分野横断的な見直しが行われることとなりました。 

 見直しの結果は、独立行政法人関係におきましては、平成 22 年 11 月の政策

評価・独立行政法人評価委員会による、平成 22 年度末に中期目標期間が終了す

る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、また、同

年 12 月７日の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という

形で出されたところでございます。 

 この 12 月７日の事務・事業の見直しの閣議決定では、個々の講ずべき措置が

盛り込まれておりましたが、総論の中で、改革の第二段階として、同方針を踏

まえた独立行政法人の制度・組織の見直しの検討を今後進めることとするとさ

れました。 

 今回の制度・組織の見直しは、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災により、

検討は一時中断されておりましたけれども、昨年９月に開催されました、第 20

回行政刷新会議におきまして、独法の制度・組織の見直しを進めることが決定

した次第でございます。 

 検討に当たりまして、行政刷新会議の下に、独立行政法人改革に関する分科

会、更に３つのワーキンググループを設置し、ヒアリング、討論、更に調整を

重ねた結果、平成 24 年１月 20 日に独立行政法人の制度及び組織の見直しの基

本方針として閣議決定されました。 

 お手元に参考資料というのがございます。参考資料に概要が５枚付いてござ

いまして、その後に、１月 20 日の閣議決定、独立行政法人制度及び組織の見直

しの基本方針が付いてございます。 

 めくっていただきますと、総論的な部分として、基本的な考え方、それから、

３ページ目に、独立行政法人制度の見直しがございます。 

 11 ページ目からが、独立行政法人の組織の見直しとなっておりまして、各法

人に対する講ずべき措置というのが別紙として掲げられております。農林水産

省関係は、23 ページからになります。23 ページに、農林水産省関係として FAMIC、

種苗管理センター及び家畜改良センター、水産大学校及び水産総合研究センタ

ー、24 ページに、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農

業環境技術研究所及び国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、ALIC（農

畜産業振興機構）、農業者年金基金、農林漁業信用基金、それぞれについて講ず

べき措置が記載されてございます。 

 長くなりますので、概要という表のページで御説明させていただきます。 

 独立行政法人制度の制度・組織の見直しの背景と基本的な考え方でございま

す。昨年、中期目標について御審議いただきましたが、独立行政法人制度が発

足しまして、今年で 11 年が経過したところでございます。 

 組織及び業務の運営にほころびが露呈しているということが指摘されたとい
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うのが第１点目でございます。 

 ２点目としまして、さまざまな対応の業務を行っている法人を、すべて一律

の制度にはめ込んでいると、法人の政策実施機能の発揮が不十分ではないかと

いう疑問点が提示されたところです。 

 ３点目でございますけれども、厳しい財政状況や東日本大震災からの復興へ

の取組みの中で、独立行政法人制度を新たな法人制度に再構築することによっ

て、政策実施機能を最大限発揮させて、経済成長や国民生活の向上につなげて

いくことが不可欠であるという視点。このような視点の下に、制度の在り方、

抜本的かつ一体的に見直したということでございます。 

 ここに①②③④と書いてございます。１番目ですけれども、組織をゼロベー

スで見直し、廃止や自律的な経営が可能な法人の民営化等を実施するというこ

とになってございます。 

 ２点目としまして、廃止または民営化等を行うべき法人以外の法人について、

各法人の事務・事業の特性に着目して類型化し、類型ごとの最適なガバナンス

を構築するとなっております。 

 ４ページ目になりますけれども、A4 横の表がございます。表題で「我が国の

成長に資する政策実施機能の強化に向けて」という表題になってございます。 

 今、申し上げた①、②の点について御説明申し上げますと、表の一番左手、

廃止というところに４つの法人がございます。廃止もしくは民間に移管できる

部分については、民間に移管します。廃止します。 それから、一番右手の部

分になりますけれども、国に移管すべきものについては、国に移管するとして

います。 民営化、他の法人制度を活用できないかという部分について、左か

ら２番目の欄にございますとおり、特殊法人化、医療関係法人、民間法人化、

個別法により設立される法人という形で、この部分を区切ってございます。こ

の中に農林漁業信用基金が含まれてございます。 

 こういうふうな形で、廃止するもの、民営化するものというものを除きまし

て、それ以外の法人について、真ん中の欄になりますけれども、事務・事業の

特性を踏まえた最適なガバナンスの構築というところに、残りの法人が入って

くることになります。 

 農林水産省関係の法人がどこに属するかということでございますけれども、

先ほど農林漁業信用基金については御説明いたしました。 

 残りの法人でございますが、研究開発法人型というところ、中段にございま

すけれども、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環

境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、これらが研究

開発型に属しています。 

 その１つ右側の縦に並んでいる欄ですけれども、金融業務型のところに、農
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業者年金基金がございます。 

 その２つ下、人材育成型のところに、水産大学校、水産総合研究センター、

この２つの法人が並んでございます。 

 その下、行政事業型ですけれども ALIC、その下、その他のところに種苗管理

センター、家畜改良センターがあります。 

 もう一つ右に、行政執行法人型ということで、上から３番目に農林水産消費

安全技術センター。このような形で、幾つかの類型に当てはめて、どういう法

人になるのだということを検討していったところでございます。 

 元に戻っていただきまして、③のところ、類型を踏まえて、政策実施機能の

強化や効率性の向上の観点から法人を再編成しました。これが、今のところに

当たるところです。 

 ④新たな法人制度に共通するルールを整備するというところ、先ほど見てい

ただいた紙の１つ前のページ、表からいいますと、３ページ目の紙になります

が、ここの横長の表でございますけれども、独立行政法人の制度、組織改革イ

メージというところで、ガバナンスの構築というのがございます。 

 例えば、農林漁業信用基金は、金融業務型に属しますので、金融業務型のと

ころをご覧いただきますと、法人の財務を点検する体制の整備ですとか、金融

庁の検査になじむ事務・事業については、金融庁の検査の導入を行うとか、人

材育成型については、適正な受益者負担の確保、就職率向上等の目標の明確化、

このような形になってございます。それぞれの法人について、目指すべきガバ

ナンスがあるのではないかということでございます。 

 元の表のページに戻っていただきまして、２番目の独立行政法人の制度の見

直しというところでございます。 

 新たな法人制度に位置づけられる法人について、事務・事業の特性を踏まえ、

国の関与の在り方の違いなどにかんがみ、大きく２つに分類します。先ほども

申し上げていた、成果目標達成法人というのが１つ。もう一つが、行政執行法

人ということになります。 

 行政執行法人というのは、先ほど御説明した紙の一番右側の方、行政執行法

人型ということで FAMIC が属しますということでお話し申し上げたのですけれ

ども、国の判断と責任の下で、国と密接な連携を図りつつ、確実・正確な執行

に重点を置いて事務・事業を行う法人とされておりまして、単年度ごとの目標

管理の下で、効率的な業務運営を実施する。執行に関する法人の裁量性が小さ

く、必要最小限の簡素な意思決定の仕組みとすることが適当ということであり

ます。 

 成果目標達成法人については、先ほど説明させていただいたとおりで、一定

の自主的・自律的裁量を有しつつ、計画的な枠組みの下で事務・事業を行うこ
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とにより、主務大臣が設定した成果目標を達成することが求められる法人。多

種多様な事務・事業を実施しており、その特性に着目し、一定の類型化を行っ

た上で、当該類型に即したガバナンスを構築するということになってございま

す。 

 ２ページ目、新たな法人制度に共通するルールの整備のところでございます。

ルールの整備として、①から④までございます。先ほど御質問いただいた点と

も関係いたしますので、ここは、閣議決定の本文と併せてご覧いただければと

思います。 

 まず、１点目、法人の内外からの業務運営を適正化する仕組みの導入という

ことでございます。不適正な業務運営が明らかな場合に、主務大臣の是正命令

等の必要な措置を行うことができるということ。それから、監事に対する調査

権限の付与等により内部ガバナンスを強化する。適正な業務運営に係る役員の

義務と責任を明確化するということでございます。 

 これにつきましては、閣議決定の７ページをご覧ください。 

 法人の内外から業務運営を適正化する仕組みの導入というところで、①とし

て国の関与の強化ということです。毎年度の業務実績評価により、成果が不十

分な場合や事務・事業が非効率と認められる場合、主務大臣が、業務運営の改

善のための必要な措置を講じることができることとする。また、法人の違法行

為及びそのおそれがある場合や、著しく不適切な運営が明らかとなった場合等

に、主務大臣が適正な業務運営を確保するための措置を講じることができるこ

ととする。 

 ２番目ですけれども、監事機能の強化等による法人の内部ガバナンスの強化。

監事等の調査権限を整備するとともに、監査報告の作成等に係る義務を明確に

するほか、監事の任期を延長する。法人の業務執行の適正化を図るため、内部

統制システムの構築を義務化する。併せて、法人の長を始め役員及び会計監査

人の業務運営上の義務を明確化し、その違反により損害が生じた場合の責任が

的確に取られるよう、必要な措置を講じるとされてございます。 

 また、２ページに戻っていただきまして、財政規律の抜本的な強化のところ

でございます。７ページ、その続きになりますけれども、交付金について事業

別の予算の積算、執行実績を公表し、予算と実績の乖離を比較する。不適切な

支出と法人内部の不要資産の留保を防止する仕組みを強化。自己収入に関する

目標を設定させ、国の財政に依存しない経営を促進。経営努力が自己収入を増

加された場合等におけるインセンティブの強化、先ほどの御指摘の点は、ここ

に当たるかと思います。 

 ７ページのところですが、関係するところを見ていきたいと思います。（２）

の財政規律の抜本的強化でございますけれども、①適正な財政運営のための基

26



本ルールでございます。 

 １つ目の○、本来の事務・事業の目的に沿った資金の活用を明確に義務づけ

るとともに、法人内部における不要資産の留保を防止する仕組みを構築する。 

 ２点目、主務大臣の業務実績評価の結果を毎年度の交付金の算定に反映する

ほか、監事等による法人の業務運営の適正さを担保する仕組みや会計基準等の

見直しを行う。 

 次の点に関連するわけですけれども、法人の経営努力により自己収入の増加

が見込まれる法人にあっては、受益と負担の関係を考慮した上で、自己収入の

目標について可能な限り具体化・定量化し、自己収入の増加と経営努力との関

係を明らかにすることにより、目標達成に向けた経営努力を促進する。 

 ②でございますが、法人の主体的な経営努力を促進する仕組みの強化。自己

収入の増加分のうち、経営努力の寄与の度合いが高いと認められる部分の一定

割合は交付金の算定の際に控除しないこととする。一方、目標不達成の部分に

ついては、次期以降の交付金の算定の際に実質的に削減することにつき、事務・

事業の内容や継続性等を踏まえて判断する。 

 先ほどご質問いただいた点は、この部分だと思うのですけれども、このよう

な形でインセンティブのあるような仕組みをつくっていきたいというのが、１

つのねらいとなっております。 

 ③の部分ですが、説明責任と透明性の強化。概算要求時及び年度計画におい

て、法人の事業別の予算の積算を添付するとともに、その執行実績を事業報告

書に添付・公表することを法人に義務付け、業務運営の透明性と法人の説明責

任を向上させるとなっております。 

 ３番目が、一貫性・実効性のある目標・評価の仕組みの構築ということで、

これは、この評価委員会に直接に関わってくる内容だと思います。 

 まず、８ページ目の下のところになりますけれども、評価主体の変更という

柱書きのところですけれども、政策の責任主体たる国（主務大臣）が日標を設

定するものの、自ら評価を行わないという現行制度を見直し、政策実施機関と

しての法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効的で一貫性の

ある目標・評価の仕組みを構築するとされております。 

 評価主体の変更等でございます。法人の毎年度及び中期目標期間の業務実績

の評価主体について、政策の一貫性を確保するため、府省評価委員会及び政策

評価・独立行政法人評価委員会から主務大臣に変更するということになってお

ります。 

 ②でございますが、中期目標管理の仕組みの見直し。主務大臣が各事業年度

の業務実績評価結果を踏まえ、中期目標の達成を図る観点から法人に対し所要

の措置を講じることとするなど、実効性のある毎年度の評価の仕組みを構築し
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ます。 

 ９ページですが、これは、今までと違うところですが、中期目標期間の業務

実績評価の結果に基づき、次期中期目標の策定や法人の組織・業務の見直しに

適切に反映できるよう、中期目標期間の終了時までに、業務実績評価及びそれ

に基づく措置が可能となるスケジュールによる中期目標期間の評価の仕組みを

構築する。 

 ③でございますけれども、法人の存続の必要性の検証ということが挙げられ

ています。政策責任者である主務大臣が、中期目標期間の終了時までに、業務

実績等を踏まえ、法人の存廃等の必要性について検証し、必要な措置を講じる

仕組みを制度化する。 

 （４）の国民目線での第三者チェックと情報公開の推進の点でございますけ

れども、ここに第三者機関というのが出てまいります。 

①のところでございますが、主務大臣の判断に係る国民目線での第三者チェ

ックの仕組みの整備となってございます。主務大臣が行う法人の中期目標の設

定や中期目標期間の業務実績評価等について、制度所管府省に設置する第三者

機関が点検し、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。 

 これは、イメージでいうと、今の政独委のようなものかと思っております。

まだ、その内容については明らかになっておりませんけれども、制度所管庁に

何らかのものを設けて点検し、主務大臣に意見を述べるという形になるようで

す。 

 評価結果について第三者機関による点検を行うほか、行政評価・監視の仕組

みや行政事業レビュー等の手法について、事務の効率性にも配慮しつつ、それ

ぞれの趣旨・目的を勘案して適切に組み合わせ、効果的に活用することにより、

法人の業務運営の適正性を確保する。 

 法人の存廃等に係る主務大臣の判断について、公平・中立性の観点から第三

者機関が点検し、主務大臣に対して意見を述べることになってございます。 

 ②でございますが、業務運営に係る情報公開の推進等。法人の組織・業務運

営等の状況について、事業部門・間接部門別職員数、公務員 OB の再就職先との

取引状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途や資産保有状況に

係る情報を新たに公表することとするなど、情報公開の内容を拡充しましょう

という内容になってございます。中身とすれば、この辺が大きなものになるか

と思います。 

 11 ページになりますけれども、独立行政法人の組織の見直しということで、

これについては、別紙のとおりでございます。 

 23 ページになりますけれども、農林水産省関係でございますが、FAMIC につ

いては行政執行法人とすると。種苗管理センター及び家畜改良センターについ
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ては、上記２法人を統合し、成果目標達成法人とすると。水産大学校及び水産

総合研究センターにつきましては、水産分野の人材育成及び研究開発機能をよ

り拡充させた新たな法人を成果目標達成法人とする。 

 おめくりいただきまして、農林水産技術会議の４つの研究法人でございます

けれども、上記４法人を統合し、研究開発型の成果目標達成法人とする。 

 森林総合研究所は、研究開発型目標達成法人。ALIC につきましては、行政事

業型の目標達成法人、農業者年金基金につきましては、高度なガバナンスの仕

組みを措置した金融業務型の成果目標達成法人、農林漁業信用基金につきまし

ては、特殊会社化の検討ということになってございます。 

 11 ページに戻りますけれども、一番下のところで、この改革の実施に必要な

措置については、平成 26 年４月に新たな法人制度及び組織に移行することを目

指して講じるものとするということになってございます。 

 ２月１日から、この閣議決定を受けまして、法案作成作業を行っているとこ

ろでございます。しかしながら、法人の名称ですとか、いろいろな定義につき

まして、さまざまな論点がございます。その論点につきましては、行政改革推

進室、この行革の中枢を担ってきたところですが、この中心的な存在と、関係

方面とで、鋭意作業を進めているところです。行政改革推進室からの連絡によ

りますと、４月中旬には法案の閣議決定を目指すということで作業を進めてい

ると聞いてございます。 

 農業分科会に関して申し上げますと、昨年新規に中期目標を作成した法人が

３法人ございます。FAMIC、種苗管理センター、家畜改良センターの３法人にな

ります。それから、これまでの手続でいうと、来年度に中期目標を作成する法

人が ALIC、農業者年金基金、農林漁業信用基金の３法人がございます。これら

の取扱いについてですけれども、現在、聞いているところでは、26 年４月に新

たな法人制度が始まるということで、中期目標期間を 26 年３月に一旦終了させ

るということで検討をしているようです。ですので、来年、中期目標期間が終

了するものについては、期間を延長する手続を取るのではないか。それから、

中期目標、昨年策定した部分、平成 27年度までということになっておりますが、

それについては、前倒しをして、一旦終了するというようなことで考えている

ということでございます。 

 ただ、まだ法案はできていませんので、これからの調整ということになりま

すので、まだ確定的なことは申し上げる段階にはございません。評価の制度が

どうなるかということについては、大枠は決まっているわけですけれども、個々

については、まだ決まっていないということがございます。 

 それから、農林水産省内の組織についても課題がございます。現在、これだ

けの委員の方にお集まりいただいて、各独法の評価を行っていただいている状
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況でございます。実際、これだけの、皆さんのお力をお借りしないと、独法の

評価は、できない状況です。新たな体制に移りましても、何らかの形で、この

ような組織をつくっていただくことになるのではないかと、個人的には考えて

おります。 

 まだ、未確定な部分が非常に多うございまして、断定的なことが申し上げら

れる時点ではないのですけれども、とりあえず、私どもの方で持っている情報

について御説明をさせていただきました。また、何かございましたら、御質問

をいただければと思いますが、答えられない部分もあるかと思います。その点

は、御了承ください。よろしくお願いします。 

○淵野分科会長 その他の議題としては、大変重たい議題でございました。新

聞報道等もございましたし、事前にこの資料が配られたと思いますが、閣議で

組織の見直しの方向を出しているということで、その検討に入っているという

ことでございます。 

 今、閣議決定の内容について、御説明を受けました。これについて細かい議

論をやると大変な時間がかかりそうですが、恐らく、当農業分科会あるいは評

価委員会、そういったところで、今後これをどう受けとめて、どう議論するか

ということになっていこうかと思いますが、今の御説明の範囲で、閣議決定の

説明の範囲内で、もし、御質問なりがございましたらお受けしたいと思います。 

○布施専門委員 今、閣議決定で具体的に各法人に影響のあるようなことが、

例えば金融庁の検査が入るとか、そういうシステムの統合をしなければいけな

いということが出てくると予想されますが、それに関しては、各法人の方で、

何か御対応を始めていると考えてよろしいのでしょうか。 

○大沼課長補佐 始めているところと、まだというところがあると思います。

先ほど金融庁の検査の話がございました。金融業務型、農林水産省では、農業

者年金基金だけですけれども、農業者年金基金についていうと、金融庁の検査

がなじまないということになっていますので、それは入らないということにな

ります。 

 それから、実際に、まだ体制づくりを行えないところというのが、正直なと

ころです。大体の枠は決まったけれども、詳細が決まらないために、新たな制

度設計に移れない。そういう段階で、今、止まっていると思います。そういう

こともありますし、また、全体の推進役である行革推進室からも、今、どうし

ろという指示がないのが現状でして、下準備をしていると認識していただけれ

ば良いかと思います。 

○布施専門委員 ありがとうございました。 

○淵野分科会長 ほかにございますか。 

これは、当然、政独委の方の意見表明とか、そういう機会は勿論あるのでし
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ょうか。あるいは、この過程で、既に。 

○大沼課長補佐 政独委の方からも意見表明はあったやに聞いているのですけ

れども、すでに閣議決定されてしまっているので、大きな方向性は変わらない

と思います。 

○淵野分科会長 ほかにどうでしょうか。特に統合あるいは組織形態の変更と

いうものを指摘されているところでございますけれども、もし、何か、この段

階で、そういう法人について御意見がございましたら、今の段階で、何かござ

いますか。 

 進め方としては、どうでしょう、この問題について、法案の審議と、法案が

いつ通るかまだわからないという段階ですけれども、この評価委員会等の。 

○大沼課長補佐 評価委員会につきましては、26 年３月までは、現状の形で行

うことになります。現制度については、26 年３月までは、必ずこの形で行うこ

とになります。まだ２年ありますけれども、評価を行っていただくことになり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、評価委員の先生方の任期が来年の２月で切れることになりますけ

れども、これについては、多分、統一的に話が来るものと思っております。評

価委員の方の任期の延長なのか、改選なのか、ちょっとわかりませんけれども、

25 年２月で任期が切れますが、25 年２月 14 日以降につきましても、また、何

らかの形で評価を行っていただくことになりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○淵野分科会長 それでは、閣議決定の御説明といいますか、１つの情報を提

供していただいたという範囲の議論に、今日はとどめておきたいと思います。 

 改めて、この扱いについては、方針が出た段階で、あるいは法案が通る過程

でまた議論することになろうかと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 もう一点、事務局から報告がございます。 

○樋口課長補佐 それでは、事務局から２点ほど報告いたします。 

 まず、第１点目でございますが、法人の役員給与規定の改正等のことなんで

すが、御承知のこととは思いますが、国家公務員の給料等の改正等については、

関係法案が２月 29 日の参議院本会議で可決成立いたしました。独立行政法人の

役員報酬等については、国家公務員の給与等を考慮して法人が定めるというこ

とになっておりますので、今回の改正内容に準じて、本来であれば改正して、

この場で御審議いただくというのが筋でございましたが、まだ法案が通って間

もないということと、全法人ということもありまして、今回は間に合いません

でした。 

 というわけで、この議案については、次回の分科会の方で審議していただく
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ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目ですが、農業者年金基金の不要財産の国庫納付ということで、先般、

書面諮問という形で各委員、それから専門委員の皆様には御審議をお願いした

ところでございます。３月７日までに回答いただいたところ、特に意見がなか

ったということがありましたので、分科会長にお諮りいたしまして、３月８日

付で異存なしとの答申を行いましたので報告いたします。 

 事務局からは、以上でございます。 

○淵野分科会長 それでは、その他の議案で、公務員給与法と農業者年金基金

の文書審議、２点ございました。この点について、御報告、御了解いただくと

いう報告事項という扱いで了解させていただこうと思いますが、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、本日の議事については、終了いたしました。特に

全体を通して、御質問、御意見がございましたら、お願いしたいと思います。 

 それでは、予定しておりました議事はすべて終了いたしました。 

 最後に、事務局から、また、連絡事項がございますか。 

○中田室長 事務局からの連絡事項でございます。本日は、長時間にわたりま

して、御審議を賜りまして、誠にありがとうございました。連絡事項の１点目

でございますが、今後の分科会の予定でございます。 

 次回の分科会は、８月をめどに開催をしたいと考えております。議題といた

しましては、各法人の 23 年度の業務実績などについてを議題としたいと、現時

点では考えております。 

 また、具体的な日程などにつきましては、皆様方に、別途、御相談、御連絡

をさせていただきますので、その節は、何とぞ、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 連絡事項の２点目でございます。本日の資料でございますが、委員の先生方

には、お席の方にそのまま置いておいていただければ、こちらで後ほど郵送さ

せていただきますので、お伝えさせていただきます。 

 事務局からの連絡は、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 39 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。 

 本日は、どうもありがとうございました。 
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