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農林水産省独立行政法人評価委員会第 40 回農業分科会議事次第 

 

日 時：平成 24 年８月 22 日（水）13：30～15：50 

             場 所：農林水産省７階講堂 

 

開 会 

 

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 23 年度業務実績に関する評価について 

 （２）平成 23 年度業務実績に係る意見募集の結果について 

 （３）平成 23 年度財務諸表について 

 （４）役員給与規程の一部改正について 

 

       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）平成 23 年度業務実績に関する評価について 

 （２）平成 23 年度財務諸表について 

 （３）農畜産業振興機構の短期借入金の借換えの報告について 

 （４）役員給与規程の一部改正について 

 （５）その他 

 

閉 会 
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○淵野分科会長 それでは、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 40 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。よろしくお願いします。 

 委員及び専門委員の皆様方にはお忙しい中、また、残暑厳しい折、御出席賜

りましてまことにありがとうございます。 

 本日の会合でございますけれども、委員９名のうち７名の委員の方々に御出

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おりますことか

ら成立していることをまず御報告申し上げたいと思います。 

 それでは、事務局から議事の進め方と配付資料につきまして、説明をお願い

いたします。 

○中田生産推進室長 本日の事務局を担当しております農林水産省生産局総務

課生産推進室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、残暑の中、また、御多忙中のところを御出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 早速ですが、本日の議事の進め方から御説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の議事次第にございますように、本日の議事は２部構成といた

しまして、まず第１部で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つの法人について御審議をいただきます。 

 それから休憩を挟みまして、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つの法人について御審議いただくこととし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元にお配りをしております資料について御説明をいたしま

す。委員の皆様には事前にお送りいたしました資料と基本的に同じものをお配

りしております。 

 上から、まず議事次第、続きまして配付資料の一覧、配席図。 

 資料１といたしまして、農業分科会の委員の皆様方の名簿。裏には各プロジ

ェクトチームのメンバーの名簿もつけてございます。 

 その次に、第１部の資料といたしまして、資料２－１、２－２、２－３、そ

して資料３がございます。 
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 その次にあります資料４だけが、事前にお送りしたものの一部に修正がござ

いましたため、右の上に「差替資料」と書かれたものを入れさせていただいて

おります。 

 これ以外は事前にお送りしたものと同じでございます。 

 その後ろに資料４－１、４－２、４－３、５－１、５－２、５－３とござい

ます。 

 そこから第２部の資料といたしまして、６－１、６－２、６－３、７－１、

７－２、７－３、８、９－１、９－２、９－３、 後に参考資料というのをつ

けております。 

 資料につきましては、これからいろいろごらんいただきながら、もし不足な

どございましたら、いつでもお申し出いただければ用意いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○淵野分科会長 議事に入る前に１つお断りがございます。本日の分科会の議

題につきましては、それぞれ根拠法令等がございますが、既に御承知のことと

思いますので、根拠法令等の説明は省略させていただきます。 

 それでは、早速１つ目の議題に入りたいと思います。１つ目の議題は、「平

成 23 年度業務実績に関する評価について」でございます。 

 初に、第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、一括して質疑を受けることにしたいと思います。 

 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。 

 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１日に担当

委員５名全員の出席をいただきまして開催し、平成 23 年度の実績評価について

検討を行ったところでございます。 
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 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。 

 平成 23 年度の評価についてでございます。お手元の資料２－１の１ページを

ごらんくださいませ。 

 業務実績の総合評価をごらんください。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 23 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、評価を行うに当たっては、評価基準、

評価指標とあわせて、独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点、平成 23

年度業務実績評価の具体的取り組み、平成 22 年度評価に対する二次意見等を踏

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、「一者応札・応募の改善」がＢ評価となりましたが、これ以外の小項目に

ついては業務実績がなく評価の対象外とした「第三者委員会の設置等、適切な

方法による評価の実施等による事業の重点化及び透明性の確保」、「カルタヘ

ナ担保法に基づいた立入、質問、検査及び収去の実施」、「法人の短期借入金

について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済の見込み」及び「剰

余金の分析機器購入経費への充当」を除き、Ａ評価といたしました。 

 小項目の評価を踏まえまして中項目の評価では、「契約の点検・見直し」の

中項目がＢ評価となりましたが、これ以外の中項目につきましては業務実績が

なく評価の対象外とした「透明性の確保」、「カルタヘナ担保法関係業務」、

「法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返

済の見込み」及び「剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結

果、当該事業年度に得られた結果」を除き、Ａ評価といたしました。 

 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。 

 資料２－１、１ページの「２ 各大項目ごとの評価結果」でございます。 
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 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、「効率的な組織体制

の確保と適正な要員配置」については、人材育成及び業務経験の蓄積に関して

は適切に対応されていたと評価できますが、第３期中期計画で新たに計画に記

載された業務であることから、平成 23 年度の取組による効果を検証し、その検

証結果を踏まえた取組を行うべきと評価いたしました。 

 評価シートの６ページから７ページに記載してございます。 

 次に、「保有資産の見直し等」については、中期計画に基づき不要資産の売

却額及び堺ほ場の国庫返納は適切に対応されていました。 

 そのほかの保有資産につきましては、その利用度の観点から保有の必要性の

検討が行われていましたが、「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」の指摘に基づき、資産の利

用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な

処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見

直しを行うべきであると評価しました。 

 評価シートの 11～13 ページでございます。 

 次に、「契約の点検・見直し」につきましては、一般競争入札による契約の

うち、一者応札となった契約の件数につきましては、仕様書の見直し、公告期

間の延長やメールマガジンの活用に努めていましたが、平成 22 年度と比較して

減少していませんでした。契約内容を確認しましたところ、一者応札のうち、

半数以上は分析機器の保守・点検であり、特殊事情は理解できますが、一者応

札を縮減するためのさらなる取り組みが必要であることから、「一者応札・応

募の改善」の評価結果をＢ評価としたところでございます。 

 14～15ページに記載しております。 

 次に、「内部統制の充実・強化」についてですが、「平成22年度における農

林水産省独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見につい

て」で指摘されました内部監査に係る不適合事項について、軽微な内部規程の

不適合ではありますが、コンプライアンス遵守の徹底を図り、内部監査の不適

合の改善に向けさらなる取り組みを行うべきであると評価しました。 

 17～20ページに記載してございます。 
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 次に、「業務運営コストの縮減」についてでございます。昨年度指摘した給

与振込口座の原則１口座への対応につきましては、職員への周知徹底や管理職

から２口座指定の職員への直接説明を行うことにより、当該職員数が平成22年

度の119名から平成23年度に13名と大幅に減少をしているものの、原則１口座ま

でには至っておらず、平成22年度予算執行調査の指摘に従い、さらなる改善を

すべきであると評価しました。 

 21～24ページを参照ください。 

 次に、２ページの「（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。 

 40～42ページでございます。 

 「情報提供業務の的確な実施」については、「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」において、「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

れたことを受けまして、事業者等からの相談に特化し、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

っていました。今後も引き続きわかりやすい形で情報の提供がなされることを

期待します。 

 なお、肥料分析技術講習会（２回参加者６名）については、ほかの講習会に

比べ参加者が少なく、都道府県の意向を踏まえつつ効率的な実施を検討する必

要があります。 

 40～42ページに記載してございます。 

 また、「情報セキュリティ対策の推進」につきましては、緊急時を含め農林

水産省との実効性のある連絡体制を整備するため、連絡担当者、連絡方法等に

ついて定期的な確認等を実施されていました。引き続き情報セキュリティに関

する計画の策定、当該計画に基づく実績の評価と改善等が適切に実施されるこ

とを期待します。 

 46～47ページに記載のとおりでございます。 

 そして、農薬関係業務でございます。51～53ページに記載してございます。 

 農薬の登録申請に係る検査結果の報告が農林水産省による方針変更のため、
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報告書の作成及び公表が平成24年度となっていることは、「やむを得ざる事情

があると認められる」と判断できますが、今後は、関係部局との連絡調整を密

に行うなど、同様なことが起きないように適切に対応されることを期待します。 

 次に、３ページの「（３）予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及

び資金計画」についてでございます。シートでは71～72ページでございます。 

 運営費交付金の執行率は93.8％と低いのですが、年度計画に定められた業務

については、すべて実施されており、未執行率が高かったことによる業務への

影響は認められませんでした。 

 未執行率が高くなった主な要因は、予算額に比べ退職手当の支給額が減少し

たことにより人件費に残額を生じたこと、さらに、東日本大震災の発生に伴う

飼料等の放射能測定業務実施のため「飼料等放射性物質調査・分析体制強化事

業」が新規に追加され、この事業の円滑な遂行に必要となる経費を優先的に確

保するため、当初購入を予定していた分析機器類の購入の見送りや各業務の一

層の節約を行ったことによるものでした。 

 次に、３ページの「（５）不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産の処分に関する計画」についてでございます。 

 シートでは74～75ページになります。 

 「資産の売却額の国庫返納」については、政府出資である固定資産のうち不

要となった資産の売却額及び政府からの承継資産のうち不要となった資産の売

却額は、金銭による現物納付がされていました。 

 また、「堺ほ場の国庫返納」については、適切に対応されており、計画どお

り国庫返納されることを期待します。 

 次に、３ページの「（８）自然災害等に関するリスクへの対応」についてで

ございます。自然災害等に関するリスクへの対応につきましては、法令や国等

からの指示・要請に基づくもののほか、法人独自の取り組みとして、本部サー

バーの機能不全により、通信データ等が失われ業務継続に支障を来す場合に備

え、本部以外の拠点でデータ等を管理する仕組みを検討し、従来検査室等及び

管理区域内の吸排気系の閉鎖や可能な範囲内での病原微生物等の待避及び隔離

を行っていました。 

 以上、報告させていただきます。 
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○淵野分科会長 どうも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長村専門委員から御説

明をお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○長村専門委員 専門委員の長村でございます。 

 種苗管理センターにおける平成23事業年度の評価結果の概要について、説明

いたします。 

 本評価は、種苗管理センター評価プロジェクトチームの渡邉委員、梶専門委

員と私、長村が担当し、ＰＴ検討会において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、センターから聴取するとともに、沖縄農場での現地

調査などを踏まえて行いました。 

 それでは、資料２－２の平成23年度の業務実績評価の結果について、御説明

いたします。３ページを見てください。 

 業務実績評価は、１の（２）に掲載しているとおり、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、さらには大項目

を評価して決定しました。 

 平成23年度事業については、小項目は113項目中、Ｓ評価２項目、Ａ評価103

項目、Ｂ評価３項目、Ｃ評価１項目、評価対象外４項目。 

 中項目は15項目中、Ａ評価15項目。 

 大項目は８項目中、Ａ評価６項目、評価対象外２項目となりました。 

 この結果とこれから御説明いたします内容を総合的に勘案して、平成23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、中期目標の達成に向け

て順調に進捗していると判断いたしております。 

 それでは、業務運営に対する主な意見について、説明いたします。 

 初に、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。 

 理事長は、組織の業務情報、懸案事項など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。 

 一般管理費及び業務の効率化については、それぞれ目標の３％、１％を大幅
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に上回る22.5％、8.7％の削減を達成しております。 

 続きまして、「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、順調に実施されてい

ます。 

 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験業務については、栽培試験方法など

の検討を精力的に進めた結果、栽培試験の対象植物を18種類拡大し、目標の10

種類程度を大きく上回る達成状況となっており、高く評価できます。 

 なお、対象植物の拡大に伴い職員の負担が過大にならないように御留意いた

だきたいと思っています。 

 逆に、さとうきび原原種については、度重なる台風の襲来などにより供給量

が生産計画数量を大きく下回るという結果になっておりますが、23年産の製糖

用さとうきびの収量が、沖縄を含めて、統計をとり始めた昭和49年産以降で

も低い水準になる状況の中で、倒伏したさとうきび原原種を起こすことや生育

期間を延長することなど、収量確保の対策を講じた結果でありまして、不適切

な運営によるものではないと評価しました。 

 また、東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応として、事故後、種苗

について、輸出先国や取引先から放射性物質汚染についての証明を求められる

動きがあったことを受け、優良な種苗の流通を確保するため、事故の起こった

日以前に収穫されたものであることや、採種後の保管・管理の生産履歴に関す

る証明書を発行するなどの対応を行っていることは評価できます。 

 続きまして、「予算、収支計画及び資金計画」について、説明いたします。 

 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

量とこれまでの実施状況を勘案して予算実行計画を作成し、農場からの個々の

要求内容を本所において精査し、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 短期借入金の借入に至った理由等」については、実績がないため評価

を行っておりません。 

 「５ 不要財産の処分などに関する計画」については、八岳農場におけるば

れいしょ生産業務を廃止したことに伴う八岳農場の施設の処分について、経済

合理性の観点から検討が進められています。 
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 「６ 重要な財産の譲渡等の計画」については、平成23年度には、金谷農場

牧之原分室跡地の売却には至っておりませんが、経済合理的な価格での売却の

ため、当該跡地と幹線道路との間に土地を所有する静岡財務事務所と連携を図

っております。 

 「７剰余金の使途」については、実績がないため評価は行っておりません。 

 「８ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項」として、施設整

備が計画どおり適切に実施されています。 

 ４ページをごらんください。 

 「９ 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のア、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」で講ずべきとさ

れた事項については、種苗の依頼検査手数料の見直しを行うとともに、原原種

の配布価格の引き上げを進めるなど適正に実施されております。 

 ②保有資産の管理・運用のア、実物資産については、毎年度、土地・建物な

ど資産利用度、将来の使用見込みを調査し、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。 

 イ、知的財産などについては、「種苗管理センター知的財産基本方針」に基

づき、特許の移転推進のために農林水産大臣認定ＴＬＯである社団法人農林水

産・食品産業技術振興協会に再実施許諾権を付与し、企業への技術移転の推進

を行っております。なお、当該特許権については、法人において職務発明審査

会を開催し、種苗会社における利用の可能性を検討するなど保有の必要性につ

いての検討が適切に行われています。 

 ③人件費管理については、国家公務員に準拠した給与規程に基づき支給し、

総人件費削減に取り組んでおり、平成23年度においては、平成17年度と比較し

て人事院勧告による改定分（△0.23％）を含めると6.0％の削減であり、適切に

取り組んでいると考えております。 

 法定外福利厚生費については、国の取り扱いに準じており、適正と認められ

ます。 

 ④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
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基づいて契約の点検・見直しを行い、その結果を公表しています。 

 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

がされています。 

 さらに、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

入札などによっています。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の

は７件、1,700万円となり、随意契約見直し計画が達成されています。 

 一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。 

 ⑤内部統制については、リスク管理規程を制定するとともに、リスク管理委

員会を設置し、リスクの洗い出しやリスクが顕在化した場合の影響度及び発生

可能性の評価を行うなど、的確に実施されています。 

 また、⑥業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価として、

東日本大震災を踏まえ、地震災害に関するリスク管理を強化するため、「地震

発生時対応マニュアル」を作成するなど法人独自の取り組みを行っています。 

 以上、冒頭でも御説明したとおり、平成23事業年度の業務は順調に行われ、

総合評価はＡ評価と判断されることを報告いたします。 

○淵野分科会長 どうも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説明を

お願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○野村委員 それでは、家畜改良センタープロジェクトチームの検討結果につ

いて、野村から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、評価のための会合の

事前の作業として、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をセンターに通知いたしました。 

 ８月３日に開催されました家畜改良センタープロジェクトチーム検討会にお

いて、この疑問点を踏まえて法人から詳細な事業報告の説明を受け、内容を審

議し、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、
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後に業務の実績に関する評価結果を作成いたしました。 

 お手元の資料２－３の独立行政法人家畜改良センターの平成23年度に係る業

務の実績に関する評価の１ページ目の業務実績の総合評価をごらんください。 

 まず、総合評価の結果ですが、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、「評価に至った理由」でございますが、 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169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。 

 特筆すべき事項の１つ目といたしましては、「センターの人材・資源を活用

した外部支援」のうち、「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」について、22年度の口蹄疫や新燃岳噴火等にかかわる支援活

動に続いて、23年度は東日本大震災発生に対応するため、被災した福島県等に

対し約1,000トンもの粗飼料の緊急支援を速やかに実施しております。 

 また、センターは国や県などと連携しながら、計画的避難区域からの家畜の

移動等のために23年度中に延べ1,105人の役職員を派遣するなど、被災地の復

旧・復興のため全職員一丸となって取り組んだことは大変評価できると考えて

おります。 

 加えて、被災地に職員を派遣することに伴い各場では人手が不足するわけで

すが、業務を残った職員が補完することによる残業の増加といった人件費の上

昇要因がある中で、人件費を17年度比で６％以上削減する目標も計画どおり達

成していることも加味しＳ評価といたしました。 

 ２つ目といたしましては、「調査研究」のうち「放牧関連技術の改善」につ

いて、計画では、放牧肥育のための牧養力を検討するとともに、調査牛の生産

及び哺育・育成期の発育性、放牧における繁殖牛の生産性について調査するこ

ととなっておりますが、放射性物質の飛散による草地の利用制限を踏まえ、調

査牛の生産が延期されており、計画どおりの実施となっていませんでした。こ

のため、センターから今後の事業の見通しについて説明を受けたところ、今後、

草地の除染を着実に実施することにより中期計画期間内ではおおむね計画どお
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り実施されると見込まれることから、一部改善で中期目標を達成可能と見込ま

れる状況であると判断し、Ｂ評価といたしました。 

 しかしながら、調査牛の生産の延期そもそもの原因は原発事故であり、セン

ターの業務運営に起因するものではないと考えております。 

 以上に加え、業務の重点化や組織体制の見直しなどの取組による業務運営の

効率化、自己収入増加への取組などの財務関連の取組等を総合的に評価した結

果、家畜改良センタープロジェクトチームでの総合評価はＡ評価が適当である

と結論づけました。 

 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、かいつまんで御紹介いたします。 

 「１ 業務運営の効率化」に関する事項です。 

 ①の業務対象の重点化については、事業仕分け等において家畜の改良・増殖

業務については都道府県・民間との役割分担の明確化を図り、センターにしか

できない業務へ特化するとされたことを踏まえ、23年度においては、乳用牛に

ついて、ホルスタイン種の候補種雄牛の後代検定を計画より２年前倒しで民間

事業者に移行するとともに、豚についても、種豚として直接肉豚生産農家へ供

給する業務を計画どおり原則中止するなど、業務の重点化に積極的に取り組ん

でおりました。 

 ②の業務運営の効率化等については、年度計画の確実な遂行のため、各場の

業務の進捗状況を本所において点検・分析するとともに、その結果を踏まえ、

理事長以下役員が対処方針を決定、指示を行うなど、適切に実施されておりま

した。 

 ④のガバナンスの強化・充実については、内部統制の強化・充実を目的にコ

ンプライアンス委員会を第三者委員会として改組するとともに、業務上のリス

クの把握・分析等の実施、さらにはコンプライアンス等についての職員への意

識調査の実施や、各職場における勉強会の開催を通じ、全職員への周知を徹底

するなど、役職員が一体となって積極的に取り組んでおりました。 

 ⑧の契約の点検・見直しについては、随意契約限度額以下の契約でも可能な

限り競争入札を実施することにより、積極的に競争性の確保に努めておりまし

た。 
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 ⑨の自己収入の拡大については、増殖用種子の配付方法を申請に基づく随意

契約から競争入札に移行するとともに、販売価格も原則生産コストに見合う価

格設定としたことで、従来より収入が増加したことは評価できます。 

 次に、「２ 国民に対して提供するサービス」に関する事項です。 

 ①の乳用牛の育種改良については、ホルスタイン種の候補種雄牛の後代検定

を民間事業者に移行する一方で、種畜の多様化を推進する取り組みとして泌乳

持続性に着目した改良に取り組むとともに、ブラウンスイス種といった特色あ

る品種にも目を向けた取組を積極的に実施しておりました。 

 ②の肉用牛の育種改良については、飼料利用性や早熟性といった生産効率に

着目した改良に取り組むとともに、近交係数上昇の抑制を重視し、希少系統の

育種素材の収集に努めるなど、都道府県・民間では取り組みがたい遺伝的に多

様な種畜の生産に向けた取り組みがなされておりました。 

 ⑥の調査研究について、原発事故の影響により草地の利用制限に伴う計画の

遅延があったことからＢ評価としたところですが、総じて言えば、他の機関で

は取り組みがたいテーマにも積極的に取り組むとともに、牛の余剰飼料摂取量

に着目した遺伝子解析など、実用化に向け期待が持てる成果を上げている調査

も多いなど、大いに評価できる点も種々ございました。 

 今後は、各調査試験のさらなる進展に期待するとともに、受胎率の低下とい

った問題にも着目した取り組みも進めていただければと思います。 

 ⑦の家畜個体識別業務の実施については、原発事故により牛肉から食品衛生

法上の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、牛個体識

別番号から放射性セシウムに汚染された稲わらを給与された可能性のある牛由

来の牛肉をインターネット上でだれでも簡単に検索できるシステムを開発・運

用するなど、消費者の牛肉に対する安心の回復に貢献したことは評価できます。 

 ⑧のセンターの人材・資源を活用した外部支援については、先ほどの震災対

応のほかにも、家畜伝染性疾病の発生時に円滑に外部支援に取り組めるよう作

業マニュアルを作成するとともに、緊急時の速やかな対応のため、模擬発生情

報の各場への伝達、各場における派遣職員の調整等の机上演習を主体的に実施

するなど、リスクに備える取り組みを積極的に行ったことは評価できます。 

 次に、「３ 予算、収支計画及び資金計画」については、業務の効率化を推
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進するため、各場のやる気を引き出すような予算配分に取り組むとともに、積

極的に競争入札を行うなど経費の節減に取り組んでおりました。 

 また、資産の貸し付けについては、貸し付けの妥当性等について、第三者委

員会のチェックを受けるなど適切に事務処理がされておりました。 

 時間の関係上、「４ 短期借入金の限度額」、「５ 重要な財産の処分に関

する計画」、「６ 剰余金の使途」、「７ その他農林水産省令で定める業務

運営に関する重要事項」については、説明を省略させていただきますが、３ペ

ージをごらんいただければと思います。 

 以上、駆け足ではございますが、平成23年度の業務実績評価の報告です。 

 家畜改良センターの役職員にあっては、引き続き業務の効率化等に取り組ん

でいただきたいと考えております。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思いますが、それぞれの法人ごとに御意見、御

質問を受けていきたいと思います。 

 まず、農林水産消費安全技術センターの平成23年度業務実績に関する評価に

ついて、御意見、御質問等ございませんでしょうか。よろしくお願いします。

どうぞ。 

○長村専門委員 評価の中身ではないのですが、一番 後のところにありまし

た自然災害などに関係するリスクへの対応としまして、本部サーバーなどの機

能不全に対して、本部以外で拠点データを管理する仕組みということなんです

が、個人的な問題ですが、このごろ雷が多くて、自分のパソコンが危ないなと

思っているような状況なので、この問題、すごく身につまされます。本部以外

というふうなところをどういうふうに考えておられるのか、教えていただけれ

ばと思います。 

○淵野分科会長 その点はセンターの方からよろしいですか。 

○吉羽理事長 お答えいたします。農林水産消費安全技術センターの理事長を

しております吉羽でございます。 

 私どもは、今、本部がメインでございますが、神戸に神戸センターがござい

ますので、そちらの方でそれをカバーしていくように対応していきたいと考え

ております。 
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○淵野分科会長 よろしいでしょうか。 

○長村専門委員 はい。 

○淵野分科会長 ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○布施専門委員 一者応札のところでＢ評価となっているところについて、ち

ょっとお伺いしたいんですが、こちらに関しては、平成22年度、23年度と比べ

て一者応札の件数が変わっていないということで、こちらの方は保守点検でい

たし方がないという理解をするようなものなのか、そうではないのか。下手す

れば、来年も同じような状況になり得るものなのか、どうなのかということを

ちょっと伺わせていただければと思います。 

○淵野分科会長 その点もセンターの方でお答えいただけますでしょうか。 

○吉羽理事長 基本的には、一番ウェイトを占めておりますのは分析機器の購

入・保守点検というような部分が、一者応札の比率がどうしても高くなる。こ

の点につきましては、できるだけ一括購入ですとか一括保守点検というような、

個々で出したものをまとめるような形で件数を減らす努力はこれからもしてい

きたいと思います。しかし、決められた機械の保守点検、あるいはある条件を

持った機器というのは、どうしてもメーカーが限られてきますので、そういう

場合には一者応札になっていると。その辺は御理解いただきたいなというとこ

ろでございます。 

 ですから、数的には確実に減少するかというと、その部分は減少させるのは

厳しいかなというふうに考えております。 

○淵野分科会長 よろしいでしょうか。 

○布施専門委員 ありがとうございました。 

 そうしますと、こちらの方は、評価指標として考えていくところに少し無理

があるような気がするというのをちょっと感じたものですから。 

○淵野分科会長 これはほかの法人でも同じような問題があろうかと思います

が、やはり事業の継続性とか持続性から言いますと、必ずしも競争入札がすべ

てではない面もあろうかと思います。その辺は、法人の方の評価の段階で評価

基準をどうするかという問題にかかわるかもしれませんけれども、それぞれ記

述されていく必要があろうかと思いますが、その点は改めて評価を行う中で検

討するということになりますかね。 
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○布施専門委員 はい。 

 ありがとうございます。 

○淵野分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、特に御意見がございませんようですので、農林水産消費安全技術

センターの平成23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が、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、種苗管理センターの平成23年度業務実績に関する評価について

でございます。御意見、御質問ございましたら、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、種苗管理センターの平

成23年度業務実績に関する評価につきましては、本案のとおりに決定すること

としてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 続きまして、家畜改良センターの平成23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。どうぞ。 

○長村専門委員 御報告の中に入っていなかったと思うのと、去年で対応され

ているのかもわからないけれども、初めに出ていた宮崎の口蹄疫の問題なんで

すが、何らかの形でセンターとして当該年度も対応されたのかというところの

いきさつをお聞きしたいんです。 

○淵野分科会長 改良センターの方、お願いします。 

○矢野理事長 宮崎の口蹄疫の発生に際して、我々は22年度、延べ4,097（人・

日）の職員を派遣して鎮静化というか、拡大防止に対応し抑えることに貢献し

た。 

 その後、泌乳牛、非常にいい乳用牛を18頭、宮崎県にお渡しした。さらに、

向こうのハマユウポークが壊滅的になったものですから、豚も提供したという

ようなことでございます。 



17 

 

 今年は、そういうことで、今、宮崎県では養豚業が我々の提供した種豚をベ

ースに活躍している。乳牛の方も、我々が提供した雌牛を用いて酪農の方も前

向きに進めているという状況でございます。 

○淵野分科会長 それは23年度の実績として書き加えた方がいいよという趣旨

の御質問でしょうか。 

○長村専門委員 そこまで要らないです。引き続き何らかの形で対応されてい

たということですね。 

○矢野理事長 はい。もう少し細かく言いますと、23年度では乳牛を18頭、肉

牛を２頭、豚を40頭提供しておるということであります。 

○長村専門委員 結構です。 

○淵野分科会長 ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○夏目委員 評価についてではなくて、少し状況がどんなかということを教え

ていただきたいと思いますのは、家畜改良センターは福島にございます。東日

本大震災の後、原子力発電所が爆発をして放射性物質が拡散し、多分このセン

ターもかなり影響を受けたと思うんです。除染の話もところどころに記載され

ておりましたけれども、センターの牧草地、森林も含めて、どの程度の被曝を

受けて、どの程度の除染の見通しかというのを教えていただければと思います。 

○矢野理事長 今、夏目委員のおっしゃったとおり、我々、１年５か月前に東

日本大震災があったときに、本所と言っていますが、福島の我々のところもか

なり大きな地震がありました。その後、東京電力福島原子力発電所の事故で放

射性物質、 初はヨウ素ですが、次に、セシウムが飛散して、今でも牧草は除

染しないと、福島県がその基準では使ってはなりませんよという水準なので、

我々とすれば、除染を今、進めようとしているところです。 

これも徐々に進めるということで、除染の進め方もいろいろありまして、上

の土を全部取っ払うというようなことが１つの方法。 

 それから、下の土を上に持っていく。これはプラウでひっくり返すという方

法ですが、我々のところの小さなほ場だったら、上の土を全部取っ払ってどこ

かに保管するということも考えられるんですけれども、広い放牧地あるいは草

地になると、そういうことはできませんので、今、プラウをかけて年間50ヘク

タール前後ずつ除染をしていこうということで、ちょうど進めているところで
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す。我々は西郷村というところにあるんですが、村と歩調を合わせながら進め

ていかなければならぬというふうに思っているところです。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。 

 そのほかに御意見なり、御質問なり、ございますでしょうか。 

 幾つかの御質問がございましたけれども、家畜改良センターの平成23年度業

務実績に関する評価につきましては、特に意見がないと思いますので、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」という声あり） 

○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。 

 続きまして、「平成23年度業務実績に係る意見募集の結果について」の報告

でございます。これは事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○西原課長補佐 事務局を担当しております生産局総務課生産推進室、西原で

ございます。よろしくお願いします。 

 それでは、資料３の方をごらんになってください。 

 平成23年度業務実績に係る意見募集の結果ということにつきまして、既に８

月２日に評価委員、専門委員の皆様方には連絡文書で御連絡いたしているとこ

ろでございますが、改めて本日、この農業分科会で報告するものでございます。 

 この報告書につきましては、農林水産省のホームページで７月18日～31日、

２週間の間、一般公開をし、意見募集を行ったものでございます。 

 結果につきましては、資料３の一番 後のページのところに書いております。

意見募集の結果、今回、独立行政法人に関する意見の提出はございませんでし

たということでございます。なお、意見募集のページへのアクセス数は、以下

のとおりということになってございます。 

 事務局の方からは以上でございます。 

○淵野分科会長 ただいまの事務局の報告につきまして、御意見あるいは御質

問ございませんでしょうか。 

  

 それでは、特に御意見ございませんので、この件につきましては了解いただ
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いたということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○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23年度財務諸表について」でございます。 

 初に、事務局から御報告をお願いしたいと思います。 

○西原課長補佐 引き続き事務局の方から御報告を申し上げます。 

 後ほど青柳委員の方から、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平成23年度財務諸表検討結果につきまして、御報告を

いただくことになっておりますので、この御報告の前に私の方から23年度財務

諸表の事前検討の内容について、簡単に御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 財務諸表の検討につきましては、昨年と同様、財務諸表に非常にお詳しい青

柳委員、布施専門委員に御足労いただきまして、各法人の財務担当、省内の法

人担当課も交えまして、財務諸表検討会としまして、７月12日、17日、18日、

３日間にわたって行ったところでございます。 

 資料４－１、資料４－２、資料４－３がそれぞれの法人から御提出されたも

のでございます。 

 資料４－１につきましては農林水産消費安全技術センター、資料４－２が種

苗管理センター、資料４－３が家畜改良センター分となっております。 

 それぞれの資料の初めに財務諸表の承認に関しまして、農林水産大臣からの

諮問文の写しが添付されております。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、３法人の財務諸表の検討結果につきまして、青柳

委員の方から御説明をお願いしたいと思います。 

○青柳委員 それでは、御説明させていただきます。 

 ７月12日、17日及び18日に開催されました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、私どもから幾つかの事項について質問をさせていただきました。

その結果を「平成23年度財務諸表に係る意見」として取りまとめましたので、

御報告申し上げます。 
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 「差替資料 資料４」というものをごらんいただきたいと思います。なお、

こちらにつきましては、事前に配付した資料４の法人別意見のうち、家畜改良

センターの記載について、一部差しかえたものでございます。 

 それでは、２ページ目の「平成23年度財務諸表に係る意見」について、読み

上げさせていただきたいと思います。内容につきましては、前年度と同様の内

容となります。 

 平成23年度財務諸表に係る意見。 

独立行政法人通則法第38条第３項の規定に基づき、農業分科会として意見を述

べるにあたって、以下の意見を述べる。 

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。 

 なお、財務諸表検討会における私どもの質問は、このような視点から行って

おります。裏面、３ページ目の＜結論＞です。 

 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す。 

 次に、＜法人別意見＞という表になっておる資料でございます。 

 こちらにつきましては、今後の財務諸表作成に当たって留意していただきた

い点をまとめたものでございます。 

 まず、１つ目の財務諸表、附属明細書、決算報告書の①運営費交付金の収益

化方法についてであります。私どもの前の委員の時代から指摘されている内容

でございます。「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、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、各法人と

も従来どおり検討課題という形になっております。 
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 次に、②の附属明細書の記載についてですが、読者にわかりやすいような表

示・注記の記載を求めるものでございます。 

 農林水産消費安全技術センターについては、積立金の国庫納付に関する記載

をお願いするものです。 

 続きまして、２つ目のその他の①の事業報告書記載についてですが、１番目

の項目については、前年度以前に留意事項とさせていただいたため、説明は省

略させていただきます。 

 ２番目の東日本大震災関連の影響・対応方針等についてと、３番目、独立行

政法人の制度及び組織の見直しの基本方針関連の記載についての項目でござい

ますが、法人の実情などに合わせた記載をお願いするものです。 

 ②の減損会計への対応についてですが、この項目は会計上重要な項目のため、

法人ごとに整理をさせていただいております。 

 以上で報告を終わります。 

○淵野分科会長 ただいま３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きまして、御意見、御質問ございましたら、お願い

いたします。 

 特に御意見ございませんでしょうか。 

 それぞれの法人ごとの留意すべき事項の御指摘がございました。また、総括

のところに御意見がございます。当然これを踏まえて適切な財務管理という方

向で御努力をお願いしたいと思います。 

 この報告について、特に御意見ございませんので、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平成23年度財務諸表につきま

しては、主務大臣の承認に当たり、異存なしとの意見で報告したいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、第１部 後の議題でございますけれども、「役員給与規程の一

部改正について」、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

○西原課長補佐 事務局を担当しています西原でございます。引き続きよろし
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くお願いします。 

 今回の議題「役員給与規程の一部改正について」の御報告でございます。 

 資料につきましては、資料５－１、資料５－２、資料５－３、それぞれの独

法の関係の書類でございます。 

 各法人とも共通の措置であるということで、事務局の方から一括して御説明

をさせていただきたいと思います。 

 役員給与規程につきましては、通則法に基づき各法人が定めて主務大臣に届

け出ることになっております。変更があった場合も同様でございます。この届

け出があった場合に、主務大臣は本日の評価委員会に通知をいたしまして、評

価委員会は主務大臣に意見を申し出ることができるということになっています

ので、御報告をさせていただきます。 

 各法人の資料の初めに、評価委員会宛ての大臣の通知の写しを添付しており

ます。 

 今回の改正でございますけれども、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震

災に対処する必要性に鑑み、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法

律が今年の２月29日に成立しました。 

 独立行政法人の役員報酬等につきましては、国家公務員の給与等を考慮し法

人が定めるということになっておりますので、今回の法律内容に準じて法人役

員報酬の支給基準等についても見直すものでございます。今回、震災に伴う給

与減額支給措置マイナス9.77％及び人事院勧告分を引き下げております。各法

人とも同様の見直しを行っているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、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。 

 特に御意見がないようでございますので、役員の給与規程の一部改正につき

ましては、主務大臣に対して意見の申し出はないということでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 
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 以上をもちまして第１部の議事を終了いたしました。 

 第２部の開始までに法人出席者の入れかえ等がございますので、その間を利

用して暫時休憩といたします。休憩時間はおおむね15分ぐらいということでご

ざいますので、再開の時間は２時50分あたりということでよろしいでしょうか。 

 では、15分程度休憩といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

（休 憩） 

 

○淵野分科会長 それでは、おおむね予定の時刻になりましたので、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法人につきまして、審議いたします。 

 まず、１つ目の議題は、各法人の「平成23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法人の御

審議をいただきたいと思います。各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、まとめて質疑を受けることにしたいと思います。 

 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御説明をお願い

いたします。 

○青柳委員 農畜産業振興機構の平成23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。 

 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。 

 それでは、お手元に配付されております資料６－１「独立行政法人農畜産業

振興機構の平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（案）」の１ページ

の業務実績の総合評価に沿って説明をさせていただきます。 

 全体的な評価結果といたしまして、平成23年度の業務は、中期計画の達成に

向けて順調に行われており、Ａ評価としました。 
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 「１．評価に至った理由」でございます。評価の手法ですが、平成24年８月

７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などや、平成22年12月７日閣議決定

の「独立行政法人事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえて評価を行いまし

た。 

 評価実施の過程ですが、中期計画に掲げられた各項目の評価結果は、小項目

では156項目中、評価対象外の16項目を除いて138項目がＡ評価、２項目がＢ評

価でした。 

 また、中項目では24項目中、評価対象外の６項目を除く18項目がＡ評価でし

た。 

 大項目の評価につきましては、中項目の評価結果の積み上げと、各中項目の

達成率などを勘案した結果、８項目中、評価対象外の２項目を除く６項目がＡ

評価となりました。 

 その結果、総合評価としましては、冒頭申し上げたとおり、23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とるべき措置」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の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の人件費については、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。 

 また、機構の平成23年度における地域・学歴を勘案したラスパイレス指数も

103.6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



25 

 

とから、さらなる取り組みによる計画の確実な達成に努められたいとしたとこ

ろです。 

 ④の契約については、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が着実に行

われていると判断しました。 

 また、一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

組を期待するとしたところです。 

 ⑤の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

制は適切に実施されているところです。 

 ２ページ、⑥の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り組みが行われているところですが、地

方事務所のあり方について、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たところです。 

 また、見直しの基本方針を踏まえた中期目標の期中変更に伴い、畜産業務関

係部及び調査情報部の組織体制を変更するとともに、東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故の発生に伴う緊急対策への対応のため、特別チームを設置

するなど、機能的かつ効率的な体制の整備を図り、適切に対処されたものであ

ると評価いたしました。 

 ⑦の補助事業の効率化などについては、畜産業振興事業の事業実施主体の公

募において、ホームページによる周知のほか、公募期間の確保、公募要件の緩

和など、応募者の増加に取り組んでいます。 

 また、費用対効果分析などの評価手法を用いて採択するなど、補助事業の効

率的な執行が図られています。なお、事後評価の結果、全件数に占める投資効

率が１を超えた割合が75％にとどまり、達成度合いが83％となったことからｂ
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評価としたところですが、引き続き事業実施主体と連携した投資効率の改善に

取り組まれたいとしたところです。 

 ⑧の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、会計検査院において保有資金の

規模などについて議論されていることから、今後、さらなる見直しを進め、規

模の適正化に努められたいとしたところでございます。 

 「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

標を達成するためとるべき措置」①の経営安定対策ですが、畜産の経営安定対

策については、畜種ごとの経営の特性に応じ、コストや販売価格の変動などに

よる影響を緩和するための対策が講じられており、適正かつ効率的に実施して

います。 

 野菜の経営安定対策については、生産者補給交付金などの迅速な交付に努め

たほか、契約取引の拡大を図るため、全国規模の生産者と実需者との交流会の

開催など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

に結びついています。なお、現場のニーズを踏まえた生産者への支援措置やモ

デル事業についての見直しの基本方針に基づき、積極的な事業の周知に努めら

れたいとしたところです。 

 砂糖・でん粉関係については、生産者などへの交付金の交付業務の迅速化に

努めています。 

 ②の需給調整・価格安定対策のうち、国際約束に基づく指定乳製品などの輸

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

り渡しを適切に実施しています。 

 なお、バター2,000トンの緊急輸入おいて、中期目標に定められた期間内に一

部売渡入札が実施できなかったことからｂ評価としたところですが、必要量を

十分に確保するため、農林水産省と協議の上、やむを得ず行ったものであるこ

とから、次期中期計画策定の際に期間について検討すべきとしております。 

 ３ページ、③の緊急対策では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

の影響により牛肉・稲わらからセシウムが検出されたことを受け、３つの緊急
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対策事業が早期に事業が実施されたことで、畜産農家の経済的負担の軽減及び

経営の維持・安定が図られたものと評価いたしました。 

 ④の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

されたところです。 

 ⑤の情報収集提供業務については、専門家、情報利用者などからのさまざま

な意見を反映し、各種情報の提供を的確に行っています。 

 なお、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たところです。 

 次に「第３ 予算、収支計画及び資金計画」に関して、②の記載ですが、余

裕金の効率的な運用状況については、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。 

 ③の旧法人が実施していた債務保証業務に係る破産更生債権などについては、

機構発足時に承継し同額の貸倒引当金を計上しているところですが、更生債権

の弁済計画に基づき求償権の回収などに努めています。 

 ④の関連法人などに対する出資は、旧法人から承継したものであり、独立行

政法人化以降は、新たな出資は行われていません。また、これらの出資金は、

その目的、必要性などが検討され、引き続き出資金を維持する必要性が確認さ

れています。 

 次に「第４ 短期借入金の限度額」の②ですが、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など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10月より、制度関係者による収支改

善に向けた取組が順次行われていますが、今後もこうした取組の継続を必要と

したところです。 

 ４ページ、第７の重要な財産に関連して、機構が保有する施設は職員宿舎と

なりますが、その利用状況は整理されており、有効に利用されています。 

 「第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項」の③、職員の総合

的能力を養成させるための研修が年間を通じて計画的に実施されているところ
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です。 

 「二次評価意見」のフォローアップについてですが、政独委からの平成22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

務実績報告書などで明らかにしており、これをもと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たところです。 

 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」の対応についてですが、

法人の対応・取組を業務実績報告書などにおいて明らかにしており、これをも

とに評価を行った結果、いずれも適切な対応を行っていると評価したところで

す。 

 「法人の自然災害などに関係するリスクへの対応に関する取組」についてで

すが、平成23年11月に役職員の安否確認を迅速に行うシステムの構築、また、

震災時に優先的に取り組むべき重要な業務を継続するための方針・手段を定め

た業務継続計画を検討し、行政サービスの向上に努めていると評価したところ

です。 

 以上、農畜産業振興機構の平成23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23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20日に布施専門委員と森田慎二郎専門委

員、それに私と３名が出席して検討を実施しました。 

 それでは、平成23年度業務実績評価について御説明いたします。資料６－２

をごらんいただきたいと思います。 

 まず、１ページですが、当プロジェクトチームでは、法人から提出された自

己評価シート及び業務実績報告書などの資料をもとに、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。 
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 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たいと思います。 

 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。 

 ①の一般管理費及び事業費については、平成23年度計画に設定した目標を上

回る削減が実施されています。 

 こちらの方は、４ページの方をごらんいただきたいと思います。４ページの

表につきましては、消費者物価指数が含まれている表になりますので、その下

の注のところを参照の上、消費者物価指数を除いた数字で考えていただけると

正確な比較ができるかと思います。 

 ②の人件費については、目標を上回る削減が実施されています。 

 詳細につきましては、４ページから５ページに記載されております。 

 また、給与水準については、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年度の110.0より10.6ポイント

低下して99.4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、給与水準の適正性の検証、講じる措置について適切な説明が

行われています。 

 詳細については５ページのところをごらんいただきたいと思います。 

 契約につきましては、平成22年５月に策定した「随意契約等見直し計画」は

達成され、一者応札、一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ます。 

 なお、本年度において、一般競争入札おいては、随意契約においては契約件

数が前年度実績を上回っていました。一般競争入札における契約金額の増額は、

電算システムの開発によるもの、随意契約における契約件数の増加は、電子情

報提供システムの機能変更に係る業務であって、契約監視委員会で審議され、

真にやむを得ないものと確認されているものとなっております。 

 詳細につきましては、６ページのところをごらんいただきたいと思います。 

 ④のシステムの利用については、電子情報提供システムのアクセス件数が目

標を上回っています。また、事務処理は、迅速化、効率化に向けた電算システ
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ムの開発も、平成26年度の運用開始を目指し、年度計画に即して実施されてい

るところでございます。 

 ⑥の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、内部監査規程

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も行われており、内

部統制の推進化が図られているところです。しかし、23年度においては、受給

者に誤った年金の振込、支払い通知を送付する事案が発生したため、評価はｂ

としています。 

 なお、この事案については、事務処理の見直し等、適切な対応がとられてい

ると認められますので、引き続きＰＤＣＡサイクルを活用した業務運営の適

正・効率化を図っていただくようお願いいたします。 

 詳細につきましては、９ページから10ページの方をごらんいただきたいと思

います。 

 その他、⑤の常勤役員の削減、⑦の委託業務の効率化、⑧の研修の実施につ

いては、それぞれ適正に実施されていると認められます。 

 これらについては９ページと12ページから17ページを参照していただきたい

と思います。 

 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の農業者年金被保険者資格記録の管理、迅速な事務処理等については適切

に実施されています。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。 

 詳細につきましては、19ページから21ページに記載されております。 

 ②の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おります。 

 なお、23年度の運用結果というのは2.36％ということで、高い運用になって

いるかと思います。 

 ③の新規加入については、平成22年度から平成24年度を目標期間とする「３

カ年計画」を実施されています。平成23年度は、同計画の新規加入者数目標を
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達成できなかったものの、加入推進活動の課題である都道府県ごとの進捗率の

格差をなくすための特別対策が実施されており、また、この特別対策の検証を

行い、平成24年度の加入推進活動に反映するなど、加入推進活動が着実に実施

されていると認められます。 

 このことについての詳細は24～26ページ、特に26ページの特記事項を参照し

ていただきたいと思います。 

 ３点目として「３ 財務内容の改善に関する事項」については、すべての貸

付金債権について、その回収状況等を踏まえ、債権分類の見直しを行うととも

に、担保物件についても評価の見直しが実施されており、債権管理が適切に実

施されていると認められます。 

 ４点目の「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

借り入れが行われています。 

 詳細については、29ページに記載されております。 

 ４の「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。こちらの方は30～31ページに記載されております。 

 この予算の執行については、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に努め、実施状況、効果の検

証を行い、効率的、効果的に業務委託を実施するようお願いします。 

 ６点目として７の「主務省令で定める業務運営に関する事項」でございます。 

 こちらの方は、34ページから35ページについて記載があるので、参照してく

ださい。 

 こちらの方は、１名の職員数の削減を行い、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、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。 

 後になりますが、１番 後の45ページをごらんいただきたいと思います。

こちらの方は、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

かか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

とされております。 

 先月７月27日付で意見を伺いましたところ、８月14日付で意見をいただいて
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いるところでございますので、読み上げさせていただきます。 

  平成23年度における農業者年金基金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、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まれたい。 

 以上でございます。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、農林漁業信用基金については、プロジェクトチームの委員

でございます私の方から報告いたします。 

 信用基金プロジェクトチームは、７月27日から31日に持ち回りで開催いたし

ました。信用基金から提出された自己評価シートをもとに詳細な説明を受け、

業務実績等を検討いたしました。 

 資料６－３、業務実績の総合評価に基づき説明したいと思います。 

 まず、第１ページをお開きください。冒頭にございますけれども、中期計画

項目につきまして、法人から提出いただきました自己評価シートをもとに、評

価基準に従って評価いたしました。冒頭にございますように、大項目にＢが１、

中項目にＢが３個、小項目にＢが４とＣが１つございました。 

 しかし、総体として見れば、業務は適切に行われておりますし、中期計画、

中期目標は順調に達成されていると判断いたしまして、総合評価としてはＡ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。 

 続きまして、主な項目について、報告いたします。大項目（１）の業務運営

の効率化についてでございます。 

 まず、中項目の事業の効率化については、事業全体では削減の取り組みが行

われておりますけれども、東日本大震災による保険金などの支払いが増加し、

3.1％のプラスとなっております。しかし、東日本大震災の影響を除けば45.8％

と。これは評価シート６ページの表でございますけれども、評価基準でも災害

の発生等の外的要因についての配慮ということを掲げておりまして、東日本大

震災といった未曽有の災害を考慮してＡ評価といたしました。引き続き政策目

的にも留意した事業費削減に期待しているところでございます。 
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 また、評価シートに記述しておりますが、農業・漁業の保険業務について、

業務の在り方検討会を設置し、熱心な検討が行われているということを評価い

たしました。 

 ②低利預託原資貸付業務に係る政府出資金、指摘されたことでございますけ

れども、これについては、閣議決定に従い、23年９月13日に全額国庫納付済み

ということを報告しておきたいと思います。 

 ③業務運営体制の効率化についてでございますけれども、災害補償関係の部

門統合を実現するなどの十分な取り組みを行ってまいりましたが、人員配置の

見直し、部門間の交流等を通じた人材育成、適材適所の配置、そういう点から

見ますと、一層の取組を期待しているということで、Ｂ評価といたしました。 

 ３項目、経費支出の抑制は、公益法人などに対する会費支出の見直し、支出

の無駄を削減するための自律的な取組や、東日本大震災に対応するための業務

実施方法の見直しなど十分な取組が行われており、Ａ評価といたしました。 

 ④の人件費の抑制については、ラスパイレス指数が96.2ポイントとなり、十

分な取組が行われているということで、その改善努力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に期待し、Ａ評価といたしました。 

 ⑤、⑥の内部監査の充実及び内部統制機能の強化についてでございますが、

内部監査計画の策定及びチェックリストの整備、監査実施後のフォローアップ

や監査能力向上のための努力が行われておりまして、また、公共上の見地から

金融業務を行う法人にふさわしいコンプライアンス推進に計画的に取り組んで

いる。特に法令遵守や個人情報保護などについて、理事長がリーダーシップを

発揮し、信用基金のミッションや運営方針についての理解を深めるための研修

など、積極的な取組が行われているということで、Ａ評価といたしました。 

 ただし、目標管理を導入した人事管理評価ということにつきましては、その

導入が24年度以降にずれ込んでおるということで、これについてはＣ評価とい

たしました。今後の適切かつ確実な対応を強く期待するものでございます。 

 そのほか、調達方式の適正化についても十分な取組が行われており、Ａ評価

といたしました。 

 大項目の国民に対して提供するサービスについてでございます。従来からの

アンケート実施のほか、ホームページにプライバシーポリシーを追加するなど
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の信頼性の向上に向けた取組が行われております。 

 また、法人の独自の取組として、東日本大震災への信用基金の対応というこ

とで、理事長を本部長とする対策推進本部を設置し、東日本大震災により被災

した農林漁業者に資金を円滑に融通するために、主務省、基金協会等関係機関

との連携・調整に努め、適切な業務処理を行う体制を整備しており、全体とし

てＡ評価といたしました。 

 続きまして、大項目の財務内容の改善についてであります。中項目の①適切

な保険料率・保証料率の設定については、20年度に収支改善のため引き上げを

行っておりますが、引き上げ料率の水準について、さらに分析・検討を行って

いくという取組を評価しております。 

 ②引受審査の厳格化については、信用保険業務で大口案件の事前協議の徹底

のほか、モラルハザード対策として部分保証の導入、拡大などが引き続き行わ

れております。 

 また、④の代位弁済により発生する求償権の管理・回収については、法人全

体では目標を達成しておりますけれども、一部漁業の保険業務では99％と、わ

ずかな目標未達成となっております。現地との個別協議などによる回収実績の

向上に向けた取組に期待しております。 

 なお、⑤の代位弁済率・事故率の低減についてでございますけれども、農業

の保険業務、林業の保証業務等では目標を達成しておりますが、漁業の保険業

務では目標の1.15％に対して2.1％と未達成となっております。しかし、これに

ついては、東日本大震災の津波被害などによる事故率1.73％が大きく影響して

おりまして、信用基金の努力では抗しがたい事情によるものであるということ

で、前述いたしましたが、評価基準では災害の発生等の外的要因についての配

慮を掲げておりまして、それに照らしてＡ評価といたしております。ただし、

引き続き代位弁済・事故率の低減が重要だと考えております。 

 ⑦の資産の有効活用についてでございますけれども、本年４月の行革本部決

定を踏まえ、年内に職員宿舎の廃止計画を策定することとしております。その

取組についてＡ評価としましたが、その着実な実施に期待したいということで

ございます。 

 ３ページの大項目（４）の予算、収支計画、資金計画についてでございます
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けれども、先ほど説明いたしましたように、経費は、東日本大震災の影響を除

けば45.8％削減されておりまして、全体としてはＡ評価としました。 

 これらの結果であります当期損益は、法人全体では24億円余りを計上し、将

来の保険金支払いなどに備える利益剰余金は97億円余りを計上しております。

これは妥当な水準であろうと評価いたしました。 

 勘定別には、林業の保証業務の引当金の増加や、農業・漁業の災害補償の貸

付業務の財務運用収入の減少などにより当期損失を計上するなどとなりました。

収益確保のための経費の一層の削減に期待いたします。 

 なお、漁業の保険業務については、東日本大震災の津波などによる保険金支

払いが増加しておりますが、それに充てるため政府から交付金が交付されたこ

となどにより利益が向上するという構図になっております。 

 大項目（５）、（６）、（９）、長期借入金の条件そのほかについては、い

ずれも適切であると考えます。 

 （７）目的積立については、該当なしということであります。 

 （８）の積立金の処分方法については、閣議決定に基づく国庫納付に充てた

ほか、漁業の災害補償の貸付業務の損失に充てられており、妥当であると考え

ております。 

 後に、その他について。特記しておく事項になりますけれども、東日本大

震災への法人独自の取組として、理事長の指示のもと、一早い相談窓口の設置

や対策本部の設置などが行われ、適切な取組が行われた。 

 ２点目は、さきの評価委員会でも報告しましたが、東電福島第一原発による

東京電力債の価格下落、売却損が発生しておりますが、この対応を契機といた

しまして、より厳格なリスク抑制策が強化されております。なお一層の適切な

有価証券運用を期待するところでございます。 

 以上が信用基金の業務実績評価の報告でございます。 

 以上で３法人の説明を終わります。 

 それでは、それぞれの法人に沿って御意見、御質問をお受けしたいと思いま

す。 

 まず、農畜産業振興機構の平成23年度業務実績に関する評価について、御意

見、御質問ございますでしょうか。 



36 

 

 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23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てよろ

しいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。あり

がとうございます。 

 次に、農業者年金基金の平成23年度業務実績の評価についてでございます。

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。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農業者年金基金の平成23年度業

務実績に関する評価につきましても、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」という声あり） 

○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、農林漁業信用基金の平成23年度業務実績に関する評価について

でございます。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。 

 それでは、特に御意見がないようですので、農林漁業信用基金の平成23年度

業務実績に関する評価につきましても、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」という声あり） 

○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。これは、主管が国土交通省でござい

ます。既に７月31日に、国土交通省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、

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23年度業務実績に関する評価についての審議が行われました。この審議に

先立ち、水資源機構プロジェクトチームで評価が行われまして、各委員にもそ

の旨の意見が諮られたかと思います。その上でこの合同会議での報告が行われ
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ております。 

 水資源機構プロジェクトチームの中嶋専門委員から御報告をお願いしたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○中嶋専門委員 それでは、専門委員の中嶋から報告させていただきます。 

 お手元の資料６－４をご覧ください。水資源機構の平成23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、国土交通省独法評価委員会が評価を行う際に、農林水産省、厚生労働省及

び経済産業省の独法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23年度の業務実績につきましては、１ページにございますように、７月

４日付で国土交通省独法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 終意見として取りまとめ、淵野分科会長の御了解も得られま

したことから、７月19日付で農林水産省独法評価委員会委員長名で国土交通省

独法評価委員会委員長に提出いたしました。 

 意見につきましては、２ページをご覧ください。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23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

実施状況にあるものと判断される。 

  なお、当該業務が今後も第２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。 

 続いて３ページをご覧ください。これが今、文言の 後にありました「別紙」

でございます。この別紙に関しても全部読み上げさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、１つ目です。 平成23年度業務は概ね年度計画通りの実績で、一部の

項目は年度計画を上回る実績を上げており、中期目標の達成に向けて着実な実

施状況にあると判断される。 
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 ２つ目です。学会論文賞受賞などの技術力の維持・向上に関する取り組みな

どは優れた取り組みであり、さらに技術者の集団として国内、国外に技術力の

研究を支援していることを評価する。今後も、海外新興国に対して、機構が有

する高度な知見や技術を活用し、技術者養成や技術支援などに積極的に取り組

んでもらいたい。 

３つ目です。東日本大震災による水利施設の甚大な被害に対し、トップと現

場が一体となって応急復旧を工夫して実施し、早期に給水を可能とした事は機

構の技術力の賜である。一方、ハード・ソフト両面における短期的・中長期的

な地震対策は、今後、 優先で取り組むべき課題であり、首都圏直下地震等の

新の予測を踏まえた課題の検討と必要な対策の準備を行うとともに、長期に

わたる電力供給不足を前提にした、さらなる節電型のシステムへの転換を引き

続き検討してもらいたい。 

４つ目です。広域な水系において、多様な受益者を対象とした利水と、流域

統合管理が求められる治水という二面の公共・公益的ミッションを担う水資源

の専門家集団として、公団の時代から蓄積した高度な技術の整備・公開・活用、

時代ニーズにあった新技術開発、きめ細かな利害調整の推進などを進めるとと

もに、水に関する市民の理解をさらに深めるために、ソーシャルネットワーク

サービスなど新しい情報技術を活用した広報のあり方を探ってもらいたい。 

 以上の意見を提出しました後、７月31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平松委員が出席いたしまして、

今、御説明いたしました農林水産省独法評価委員会の意見に加えまして、プロ

ジェクトチームの意見を発言し、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、

本日開催されております国土交通省独法評価委員会で 終的な取りまとめがな

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23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。 

 ただいまの水資源機構の平成23年度業務実績に関する評価の審議経過報告に

つきまして、特に何か御意見ございますでしょうか。 
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 一応、報告を了解するということで、了解ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、ただいまの水資源機構の平成23年度業務実績に関

する評価の御報告については、了解したということにさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 次の議題は「平成23年度財務諸表について」でございます。各法人の財務諸

表に関する意見について、まず事務局から御説明をお願いいたします。 

○西原課長補佐 事務局をやっています生産局総務課生産推進室、西原でござ

います。 

 １部でも御説明をいたしましたが、農畜産業振興機構、農業者年金基金、農

林漁業信用基金につきまして、青柳委員、布施専門委員に御足労いただきまし

て、各法人の財務担当、省内の法人担当も交え財務諸表検討会を行いました。 

 検討結果につきましては、１部でもごらんいただきました差替資料４になり

ます。 

 今回のところにつきましては、資料７－１は農畜産業振興機構、資料７－２

は農業者年金基金、資料７－３は農林漁業信用基金分となってございます。そ

れぞれの資料の初めに、財務諸表の承認に関しまして農林水産大臣からの諮問

文の写しが添付されておりますので、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、３法人の財務諸表の検討結果につきまして、青柳

委員から御説明をお願いいたします。 

○青柳委員 平成23年度財務諸表に係る意見につきましては、前半で読み上げ

させていただきましたので、省略をさせていただきまして、法人別意見につい

て、簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、１の財務諸表、附属明細書、決算報告書の①の運営費交付金の収益化

方法についてでございますが、農林漁業信用基金については、この項目は該当

しません。残る２法人については、業務達成基準の導入を検討されたいといっ

たことに対して、各法人とも従来どおり検討課題という御意見をいただいてい

るところでございます。 

 続きまして、②の附属明細書の記載についてですが、農業者年金基金につい
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て、有価証券の明細について銘柄の記載をお願いするものでございます。 

 続きまして、２のその他につきましてですが、先ほども申し上げましたとお

り、２番目の東日本大震災関連の影響・対応方針等について、３番目の独立行

政法人の制度及び組織の見直しの基本方針関連の記載についての項目について

は、法人の実情などに合わせた記載をお願いするものです。 

 ②の減損会計への対応についてですが、先ほど申し上げましたとおり、会計

上、重要な項目のため、法人ごとに整理をさせていただいております。 

 以上で御報告を終わります。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。 

 午後にいらっしゃった方もいらっしゃると思いますが、資料４全体につきま

して、一応御審議いただきたいと思います。２枚目の財務諸表にかかわる意見

につきましてもあわせて御審議いただこうと思います。何か御意見ございます

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、各法人の平成23年度財

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」という声あり） 

○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「農畜産業振興機構の短期借入金の借換えの報告について」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。 

 資料８に基づきまして、農畜産業振興機構の砂糖の23年度末における短期借

入金の借換えについて御説明をいたします。 

 １ページ目でございます。本件につきましては、３月13日に開催されました

本分科会でその必要性及び具体的な内容について御説明をし、その後、農水大

臣から申請のとおり、392億6,000万円の借換えの認可を受けたところでござい

ます。 

 ２ページをおめくりください。 

 この短期借入金の３月末における借換実績は316億円余となり、借換認可の額

の範囲内でございました。 



41 

 

 借換えの条件は昨年同様で、利率は入札で決定した利率。償還方法は、調整

金収入等をもって償還。償還期限は、借換日から１年以内としたところです。 

 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。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、農畜産業振興機構の短期借入金の借換えの報告について、御意見、

御質問がありましたら、お願いしたいと思います。 

 特に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短期借入金

の借換えの報告については、了解いただいたということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○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「役員の給与規程の一部改正について」でございます。 

 事務局の方から御説明をお願いいたします。 

○西原課長補佐 事務局の方から御説明をさせていただきます。 

 役員給与の一部改正につきましては、第１部でも御審議いただいたところで

ございますけれども、各法人共通の措置であるということで、事務局の方から

まとめて御説明をさせていただきます。 

 第２部につきましては、資料９－１が農畜産業振興機構、９－２が農業者年

金基金、９－３が農林漁業信用基金となっております。 

 改正の内容につきましては、第１部で御説明した内容と同様でございます。

本年２月29日に成立しました国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法

律を受けた改正となっております。 

 今回、給与減額支給措置9.77％及び人事院勧告分の引き下げを行っているも

ので、各法人においても同様の見直しを行っているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○淵野分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、御意見、御質問ございますでしょうか。 

 特に意見はございませんでしょうか。 

 それでは、役員給与規程の一部改正につきましては、主務大臣に対して意見

の申し出がないということで報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（「はい」という声あり） 

○淵野分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 後の議題「その他」でございます。この点については、大臣官房文書課か

ら説明をお願いしたいと思います。 

○中熊課長補佐 大臣文書課法人班の中熊と申します。 

 先生方におかれましては、いつも大変お世話になっております。この場をお

かりしまして御礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、御説明に入らせていただきたいと思います。参考資料として２枚

ほど紙をつけております。これについて簡単に御説明をさせていただきます。 

 当省が所管しております独立行政法人は13ございますが、このうちの３法人、

農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金が今年度で中期目標期

間の終了時期を迎えるということになっております。この３法人につきまして

は、来年の３月までに新しい中期目標を決定していくということになるわけで

ございますが、新しい中期目標の策定に当たりましては、例年のとおり評価委

員会の場で先生方の御意見を聞きながら進めていくという予定となっておりま

す。 

 参考までに資料に「中期目標期間終了時における見直しのスケジュール（見

込み）」を添付させていただきました。 

 詳しい説明自体はもう省かせていただきますが、評価委員会の場で、12月、

１月、３月、それぞれ親委員会で１回、分科会の方で２回、意見聴取をする場

を設けさせていただこうと考えておりますので、この場において先生方に御議

論をいただければと思っている次第でございます。 

 これは例年どおりのスケジュールということでございまして、細かいところ

は、ややずれ込んだりする場合もあるかとは思いますけれども、おおむねこん

な感じで中期目標の見直しを行っていく予定にしておりますので、今後ともよ

ろしくお願いしたいと考えております。 

 次に、昨年の分科会においても少し説明をさせていただきました独立行政法

人の制度・組織の見直しのその後の進捗状況についてございますが、本年１月

に見直しの基本方針が示されまして、その後、見直しを具体化するための独法

通則法の一部改正案というものが本年５月に通常国会に提出をされております。
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しかしながら、昨今の報道などでご覧になっているかと思いますが、重要法案

が目白押しということもありまして、この法案につきましては、現時点では審

議入りの目処すら立っておらず、本通常国会でこの法案が成立する見込みとい

うのは限りなく低いなというのが現状でございます。 

 さらに、現時点では、通常国会終了後、この法案が仮に通らなかった場合、

次はいつ審議をするんだとか、廃案になるのか、継続審議になるのか、そうな

った場合、いつの時点の国会で審議をするのか。こういう検討に必要な具体的

な方向性というのが全く定まっていないという状況でございます。 

 私どもとしても、法律を所管しております内閣府の方に再三申し入れをして

おるのでございますが、残念ながら検討中であるというお答えしか返ってこな

い状況でございまして、今後どうしたらいいものか非常に迷っている状況でご

ざいます。 

 そのため、法律案は提出されておるのですが、とりあえず当面は従来の仕組

み、この評価委員会とかの中で必要な見直しの準備などを粛々と進めていくし

かないと考えておるところでございます。 

 こういった状況でございますので、ここに法律改正案のポイントを添付させ

ていただきました。これはホームページにも載っているものなので、別に目新

しい資料ではないのですが、これについて細々と説明をいたしましても、これ

がいつ成立して、どんなふうに具体化されるか、今、不透明な状況ですので、

かえって混乱を招くかなというのもありますので、一応資料としては添付させ

ていただきましたが、この場では詳しい説明を省かせていただきまして、詳し

い説明につきましては、法案成立のめどが立った後にしかるべき時期を選んで

また説明をさせていただきたいと考えております。この点については、何とぞ

御理解をいただきたいと考えておるところであります。 

 私の方からの説明は以上でございます。先生方には非常に御迷惑をおかけす

るかと存じますが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

○淵野分科会長 どうもありがとうございました。 

 法案審議の見通しがなかなか見えない、定かではない中での中期目標終了、

次期の中期計画をにらんでのスケジュールの提案でございます。とりあえずは

従来の考え方で中期目標終了時における見直し作業のスケジュールの御提案と
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受けとめていただいていいかと思います。 

 そういうことで、ただいまの御報告について、何か御質問ございますでしょ

うか。 

 それでは、一応御報告を受けたということで、これで本日の議事につきまし

ては終了いたしたいと思います。 

 全体を通して何か御意見、御質問ございましたら、お願いしたいと思います。 

 ございませんか。 

 以上で予定をしておりました議事はすべて終了いたしました。 

 後に事務局から連絡事項をお願いしたいと思います。 

○中田室長 本日は長時間にわたりまして御審議をいただきまして、まことに

ありがとうございました。 

 事務局から１点だけございます。本日の資料は、大変分厚いボリュームのあ

るものになってございますので、そのまま置いておいていただければ、こちら

の方で後ほど郵送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、どうも御苦労さまでございました。これで解散し

たいと思います。 

 どうもありがとうございました。 




