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農林水産省独立行政法人評価委員会第 41 回農業分科会議事次第 

 

日 時：平成 25 年２月 22 日（金）15：00～16：10 

             場 所：農林水産省７階講堂 

 

開 会 

 ・分科会長選任、分科会長代理の指名 

 

議 事 

 （１）次期中期目標について 

  （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） 

 （２）役員退職手当規程の一部改正について 

  （農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、 

   農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金） 

 （３）退職役員の業績勘案率について 

  （農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金） 

 （４）その他 

 

閉 会 
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○消費・安全局消費・安全政策課長 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 41 回農業分科会」を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 今回から事務局を務めさせていただくことになりました、消費・安全局消費・

安全政策課長の強谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回、２月 14 日付をもちまして、委員の改選がございました。本日お集まり

の方々におかれましては、引き続き、あるいは新たに委員をお引き受けいただ

きまして心から感謝を申し上げます。 

 今後とも、独立行政法人の効果的、効率的な業務の実施のために、今後２年

間にわたりましていろいろと御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 本日は、委員改選後初めての農業分科会でございますので、分科会長が選出

されるまでの間、恐縮ではございますが、私の方で司会進行を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の農業分科会ですが、評価委員９名のうち６名の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。 

 関連条文につきましては、抜粋として資料の一番下に参考資料として御用意

していますので、御参照いただければと思います。 

 それでは、新たに御就任いただいた委員と引き続き御就任いただいている委

員の皆様を御紹介させていただきます。 

 新たに御就任いただきましたのは、池田雄二郎委員です。 

○池田委員 池田でございます。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 恩田理恵委員でございます。 

○恩田委員 恩田と申します。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 千年篤委員でございます。 

○千年委員 千年でございます。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 長田三紀委員でございます。 

○長田委員 長田でございます。よろしくお願いします。 
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○消費・安全局消費・安全政策課長 橋口卓也委員は、本日、欠席となってご

ざいます。 

 また、引き続き御就任いただきましたのは、野村哲郎委員でございます。 

○野村委員 野村です。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 平松和昭委員でございます。 

○平松委員 平松でございます。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 欠席の委員がお二方ございます。菅いづ

み委員と渡邉和男委員のお二方が本日、欠席となってございまして、以上、９

名の評価委員の皆様を御紹介させていただきました。 

 次に、昨年８月 22 日に開催しました第 40 回農業分科会以降に、新たに御就

任いただいた専門委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

 安藤光義専門委員でございます。 

○安藤専門委員 安藤です。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 居在家義昭専門委員でございます。 

○居在家専門委員 居在家でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 金地通生専門委員でございます。 

○金地専門委員 金地でございます。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 後藤哲久専門委員でございます。 

○後藤専門委員 後藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 権平哲三専門委員でございます。 

○権平専門委員 権平でございます。よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 服部順昭専門委員でございます。 

○服部専門委員 服部です。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 船木夏子専門委員でございます。 

○船木専門委員 船木と申します。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 矢坂雅充専門委員でございます。 

○矢坂専門委員 矢坂でございます。よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 矢野泉専門委員でございます。 

○矢野専門委員 矢野と申します。よろしくお願いいたします。 
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○消費・安全局消費・安全政策課長 あと、欠席されております新たな専門委

員の方でございますが、岡崎正規専門委員と関いずみ専門委員のお二方が本日、

欠席となっております。 

 また、引き続き専門委員をお願いしています皆様を御紹介させていただきま

す。 

 梶孝幸専門委員でございます。 

○梶専門委員 どうぞよろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 竹山幸雄専門委員でございます。 

○竹山専門委員 よろしくお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 本日欠席となっております引き続きお願

いしております専門委員の方、お二方ございます。小林正伸専門委員と森田慎

二郎専門委員でございます。 

 以上、15 名の専門委員の皆様を御紹介差し上げました。 

 次に、農業分科会長の選任でございます。 

 分科会長の選任につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会令第５

条第３項の規定に基づき、委員の互選によるものとされてございます。今回は、

これまで分科会長をお務めいただいていた淵野前分科会長が委員を退任されて

おりますので、皆様方から、御推薦など御意見を賜りたいと思います。御意見

のある方は、挙手して発言いただきますようお願いいたします。 

 平松委員、よろしくお願いします。 

○平松委員 これまでも食料・農業・農村政策審議会畜産部会の委員などを歴

任されておられまして、御経験が非常に豊富でなられまして、また、先ほど開

催されました、この委員会の親委員会であります農水省の独法評価委員会の委

員長にも御指名を受けておられます野村哲郎委員が適任ではないかと思います。

よろしくお願いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。特にないようでございましたら、大変お手数

ではありますが、野村委員におかれましては御了解いただけますでしょうか。 

 それでは、野村委員に分科会長をお願いするということでよろしゅうござい

ますでしょうか。 
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 それでは、皆様の御賛同をいただきましたので、野村委員に分科会長をお願

いしたいと思います。 

 ただいま、野村委員におかれましては、分科会長席の方にお越しいただいて

いるところでございます。 

（野村委員、分科会長席へ移動） 

○消費・安全局消費・安全政策課長 それでは、野村分科会長に御挨拶をいた

だくとともに、議事の進行をお願いいたします。 

○野村分科会長 新たに分科会長に選任いただきました野村でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、農林水産省独立行政法人評価委員会令第５条第５項の規定によりまし

て、分科会長の職務を代理する委員については、分科会長があらかじめ指名す

ることと規定されておりますので、私の方から指名させていただきたいと思い

ます。 

 事前に御本人に打診いたしましたところ、御内諾をいただいております。分

科会長代理は千年委員にお願いしたいと思います。 

○千年委員 千年と申します。よろしくお願いします。 

○野村分科会長 次に、各担当プロジェクトチームについてでございますが、

皆様に御担当いただきますプロジェクトチームにつきましては、資料１の裏面

のとおりでございます。これを御確認いただきまして、御質問がありましたら

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 今後、実績評価、評価基準の見直しなどにつきまして、所属ごとに各プロジ

ェクトチームを開催いただきまして、御審議いただくこととなりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から議事の進め方と配付資料の確認について、説明をお願

いします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 本日は、全法人を対象に御審議いただく

こととしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、お手元にお配りしております資料の御確認をお願いいたします。 

 まず、冒頭に議事次第、それから、配付資料一覧、配席図、これらがあると

存じます。 
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 次に、資料１として、農業分科会の委員名簿。 

 その後ろに資料２－１、２－２、２－３、２－４、資料３－１、３－２、３

－３、３－４、３－５、３－６、資料４及び資料４－１、４－２、４－３、そ

れに参考資料をセットさせていただいております。 

 なお、資料２－１から資料２－４の次期中期目標につきましては、事前に送

付いたしました資料から、差し替えてございます。資料の方は、これから御覧

になりながら不足等がございましたら、いつでもお申し出いただければと思い

ます。 

 資料の方はよろしゅうございますでしょうか。 

○野村分科会長 それでは、本日１つ目の議題に入りたいと思います。 

 １つ目の議題は、「次期中期目標について」でございます。中期目標につき

ましては、独立行政法人通則法第 29 条第３項の規定により、評価委員会の意見

を聴くこととされております。各法人の所管課から説明を行ってから御質問を

受けることといたします。 

 まず、農畜産業振興機構担当の生産局総務課からお願いいたします。 

○生産局総務課長 生産局総務課長の大杉でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 お手元にお配りしております資料２－１に沿って御説明をさせていただきた

いと思います。 

 独立行政法人の事業規模などについてでございますが、御案内のとおり、民

主党を中心とする連立政権下では、事業仕分けなどを通じまして事業の効率

化・重点化などに取り組んできたところでございます。当機構につきましても、

その予算は大幅な削減が行われてきたところでございます。 

 一方、今般編成されました平成 24 年度補正予算、現在、参議院で審議が行わ

れておりますけれども、この補正予算、それに先立って手当てされました予備

費第２弾におきまして、当機構に 800 億円程度の手当てがされております。 

 御案内のとおり、経営環境を見ますと、国際的には穀物市場において高騰が

ございます。また、原油価格も上がっています。こういう状況のもとで、生産

者の経営をめぐる環境は悪化をしております。 
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 こういったことに対応して、緊急措置としてこれら予備費及び補正予算にお

いて機構に対する措置が講じられているということでございます。必要なもの

については所要額を確保して事業を実施するという方向で取り組んでいきたい

と考えております。 

 独立行政法人を取り巻く情勢変化というものがあるわけでございますが、こ

れらの変化にも対応しつつ、次期中期目標を策定したいということでございま

す。 

 １ページ目に機構の業務概要について記載しております。そこにございます

ように、当機構は農畜産業、関連産業の健全な発展、国民消費生活の安定に寄

与することを目的としております。①から④までございますが、農畜産物、牛

肉や豚肉、また、生乳、野菜、砂糖、でんぷんといった農畜産物の生産者への

経営安定対策、その補完対策、また、農畜産物の需給調整などの対策、そして、

緊急対策というふうに呼んでおりますが、口蹄疫、鳥インフルエンザ、また、

東日本大震災の影響、経済の急激な情勢変化といったことに対応する対策でご

ざいます。 

 そして、生産者の経営安定、需給動向の判断に資する観点から、各種の情報

収集・提供を行っているわけでございます。 

 ２ページ目を御覧いただけますでしょうか。次期中期目標（案）について記

載しております。 

 業務の効率化に関する事項として５点挙げさせていただいております。この

点については、この農業分科会に先立って開催されました評価委員会において

大西委員より、前回の経緯などを踏まえた形での解説をしてほしいという御要

請がありましたので、少し現行の中期目標との対比を織り混ぜながら御紹介さ

せていただきたいと思います。 

 １点目、「事業費の削減・効率化」についてでございます。先ほど御紹介し

ましたように、事業費につきましては、必要最小限のものに絞り込まれてきた、

そういう経緯がございます。次期中期目標においては、一律の削減目標から、

補助事業の効率化等を通じた適正な水準の確保に努めるという形にしていると

ころでございます。前回の中期目標策定においては、一律 10％の削減目標を設

定するということでやってきたわけですが、こういった背景を踏まえまして、
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事業費については補助事業の効率化等を通じ、適正な水準を確保する、そうい

うことに努めることとしているわけでございます。 

 それから、業務経費（附帯事務費）でございますが、対前年度比１％の抑制

ということでございます。ここは、機構自身の努力の余地が相当程度ある部分

でございます。他の独立行政法人の事務経費に相当するものでございますので、

毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制を削減目標として設定したとこ

ろでございます。 

 ２点目は、「業務運営の効率化による経費の削減」についてでございます。 

 役職員の給与水準でございますが、目標水準・目標期限を設定して適正化に

取り組むこととしております。検証結果、取組状況を公表していきたいと考え

ております。現行の中期目標期間における給与水準についてですが、平成 24 年

度までに国家公務員と同程度とするという目標に従って、給与構造の見直し、

あるいは新たな人事管理制度を実施してきたところでございます。24 年度にお

いて、この目標が達成されるという見込みでございます。 

 契約につきましても、引き続き一層の競争性と透明性の確保に努め、適正化

を推進することとしております。 

 ３点目でございます。業務執行の改善についてでございますが、コンプライ

アンスの推進を図るといったこと、内部統制機能の充実強化を図っていくこと

としております。 

 現行の中期目標では、外部有識者を含むコンプライアンス委員会を設置して、

役職員の法令遵守を徹底するといったことが記載されておりましたが、これに

従いまして、外部有識者を含むコンプライアンス委員会をつくり、そこで審議

された契約に基づいてコンプライアンスの推進を引き続きやっていきたいとい

う内容でございます。 

 情報セキュリティー対策の向上もあわせて図っていくこととしております。 

 ４点目は、機能的で効率的な組織体制の整備についてでございますが、機構

の業務運営に必要な常勤理事数について検証を行ってまいります。 

 ５点目は、補助事業の効率化でございます。中央の公益法人に造成している

基金についてでございますが、定期的な見直しを実施することとしております。
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機構に保有している資金につきましても、業務実施に必要な経費を確保してま

いりたいと考えております。 

 現行の中期目標では、保有資金、公益法人に造成している基金については、

真に必要な限度まで縮減するとされておりましたけれども、今回の中期目標に

おいては、もちろん定期的な見直しを通じる形で造成のあり方を見直していく

という考えでございます。その上で、保有資金、公益法人に造成している基金

については、機構の業務実施に必要な経費を確保していきたいと考えておりま

す。 

 次に、「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事

項」でございます。３点挙げさせていただいております。 

 第１点目の経営安定対策についてでございます。畜産業振興事業における経

営安定対策の補完対策についてですが、畜産に係る環境変化、先ほど御紹介し

ましたとおり、厳しいものがございます。事業実績、また、事業の実施効果な

どを踏まえまして、不断に見直しを行うこととしております。 

 現行の中期目標においては、事業を縮減するということで記載されておりま

すけれども、この点も不断の見直しが重要と考えております。 

 野菜のリレー出荷の特例措置についてでございますが、効果的な周知、PR を

行って、利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目が需給調整等の対策についてでございます。 

 野菜の緊急需給調整事業についてですが、国によるメニューは幾つかあるわ

けでございますが、その実施状況、使用状況を踏まえまして、厳格な検証を行

った上で、廃止を含め運用の見直しを行うこととしております。 

 ３点目が、情報収集提供業務についてでございます。 

 需給等関連情報の収集・提供に当たりましては、利用者のニーズを的確に把

握した上で調査テーマの重点化を図ることとしております。ホームページによ

る情報発信の重点化、また、ホームページの機能強化を図ることとしておりま

す。 

 次のページを御覧いただけますでしょうか。「財務内容の改善に関する事項」

でございます。２点挙げさせていただいております。 
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 １点目が、運営費交付金の算定についてでございます。運営費交付金の予算

要求に当たりましては、運営費交付金債務残高の状況に留意しながら、適切な

金額の算定を行うこととしております。 

 ２点目は、砂糖勘定の収支改善についてでございますが、この勘定の収支改

善に寄与する観点から、短期金融市場の金利動向を踏まえた借入コストの削減

に努めることとしております。 

 最後になりましたが、その他業務運営に関する事項でございます。 

 調査情報部の調査役についてでございますが、海外事務所の閉鎖を行いまし

て、これに伴いまして、機動的に調査を実施する、そういう組織体制を整備し

たところでございます。したがいまして、課制からスタッフ制に変更いたしま

して、その関係で調査役が配置されているわけでございます。その役割分担を

見直すなど、真に必要な配置について検討し、見直すこととしております。 

 以上、農畜産業振興機構の次期中期目標案についての説明でございます。ど

うもありがとうございました。 

○野村分科会長 続きまして、農業者年金基金担当の経営局経営政策課からお

願いいたします。 

○経営局経営政策課長 経営局経営政策課長の平形でございます。 

 独立行政法人農業者年金基金の次期中期目標について説明をさせていだたき

たいと思います。 

 お手元の資料２－２を御覧いただきたいと思います。 

 １ページの「法人の概要」でございます。農業者年金は昭和 46 年から開始さ

れました農業者向けの国民年金の２階建ての部分として始まりました。その後、

農業構造の変化の中で年齢構成のバランスが崩れて、若い人が減少し、年金の

受給者の方が非常に多くなりまして、制度破綻の可能性もございましたので、

平成 13 年に方式を大きく見直したところでございます。 

 平成 13 年までの賦課方式・確定給付型から、14 年以降は積立方式・確定拠出

型に変更しております。このため、年金基金は 13 年以前の年金を受給される方

に対しての給付を行う一方、新年金制度についての加入促進や加入の手続、年

金の運用等の業務を行っているところでございます。 
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 下の方に図がございますけれども、農業者年金基金の業務として、被保険者

の資格の審査・決定、年金給付の審査・決定、年金給付自体は新年金も旧年金

もございます。それから、年金資産の運用は、新年金に関してのものでござい

ます。このように業務を行っているのですが、右側の真ん中のところに丸囲い

で記載していますが、新制度加入者の累計が 10 万人を超えまして 10.3 万人、

旧制度の受給者の方もまだ 50 万人を超えていますので、こういった方々一人一

人に年金基金が直接いろいろなものを業務として推進していくことが難しいこ

ともございまして、業務の一部委託をしております。委託をしているのは、農

業委員会 1,710、農業協同組合 715で、大体 2,400程度の業務受託機関に対して、

農家の方と直接対面して行う必要のある加入申込書等の受け付け・確認、それ

から、保険料徴収等の業務を委託しているところでございます。 

 新しい年金制度ですが、大きく分けて２つございまして、１つ目が、一般的

に農業者の老後生活の安定を図るという農業者老齢年金。２つ目が、特に認定

農業者等、一定の要件を満たす意欲ある若い農業者に対して、政策支援として

保険料の補助を行う特例付加年金という政策年金を設けております。これによ

りまして、若い農業者の方が将来まで見通して農業という産業に入っていただ

けるようにということでございます。 

 このような業務を行っている農業者年金基金でございますが、次期中期目標

についての概要が次の２ページにございます。 

 これも大きく分けて２つございまして、業務運営の効率化と、もう一つは業

務の質の向上でございます。 

 効率化に関してでございます。これも大きく４点ございます。 

 １つは、加入推進活動に対しての業務委託費でございますが、今まで加入者

や受給者で構成する加入推進のための組織ごとに一律に定額の業務委託費を配

分しておりましたけれども、これからは新規加入のインセンティブが湧くよう

に、新規加入の実績を反映した配分方法に見直しをしたいと考えております。

それが１点。 

 それから、業務受託機関、農業委員会や農業協同組合が 2,400 ほどございま

すが、そこの業務について、例えば申し込みの受け付けや保険料徴収等が適正

に行われているかどうかということを、年金基金自身が考査指導を行っていま
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す。現在、その考査指導の実施が年 160 機関ぐらいでございますが、これを少

し増強いたしまして年 240 機関、10 年に１回は全ての受託機関を回る程度の密

度にして考査を行いたいと考えております。 

 ３つ目が、運営評議会、これは農業者年金の加入者や学識経験者の方に年金

基金の業務についていろいろ意見をいただくためのものですが、これについて

議事内容の公開を行いたいと考えております。 

 それと一緒に、ガバナンスの体制自体も、年金基金における基本的な内部統

制の方針を制定したいと考えております。 

 それから、４つ目、旧年金業務については今後縮小ということになるのです

が、組織の整備を考えたときに、年金業務の縮小だけではなく、考査指導につ

いても今以上に密度を上げていくということになりますので、考査部門の強化

ということも踏まえた組織の整備を行っていきたい、及び、常勤職員数全体で

の縮減ということも図っていきたいということでございます。 

 ２つ目といたしまして、業務の質の向上に関する事項でございますが、これ

も大きく分けて２つございます。 

 政策年金という性質を踏まえまして、特に若い農業者、年齢でいえば 39 歳以

下の方に重点を置いた加入推進の目標を設定しようと考えております。これは、

新規加入者数の目標自体は、今まで中期目標の中では設定しておりませんでし

た。新しい年金制度になりましてから任意加入となりまして、国が中期目標で

設定するのは適当ではないのではないかということで今まで設定してこなかっ

たのですが、この評価委員会の中でも、目標を設定するよう指摘をいただきま

して、今回、政策の目的を明らかにする中で、特に若い農業者、政策支援の対

象となる農業者に重点を置いた目標を設定しようと考えております。 

 具体的には、20 から 39 歳の基幹的農業従事者、基幹的農業従事者というのは、

職業を聞かれた場合に農業と答えられる方ですが、このうち、農業者年金に加

入している人の割合というのは現在 13％でございます。これを 20％まで引き上

げたいと考えています。 

 この 20％というのは低いというふうに思われるかもしれませんけれども、農

業者年金の政策年金、特例付加年金に加入するには、認定農業者等の一定の要

件が必要になっておりまして、現在、39 歳以下の基幹的農業従事者に占める認
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定農業者の割合が 20％となっているので、ほぼその方々が全員入るような高い

目標ということを掲げて推進していきたいと考えております。 

 それから、サービスという意味では、標準処理期間を短くしようということ

で、現在、年金基金で電算システムを開発中でございますが、この運用開始に

合わせて、加入手続については 60 日を半分の 30 日、年金の裁定手続について

は、これも 30 日減らして 60 日程度になるよう標準処理期間の短縮を図ってい

きたいと考えております。 

 次のページから、具体的に中期目標の文章がありますので、ざっと説明をさ

せていただきたいと思います。 

 ３ページ目、中期目標（案）がございますが、真ん中のところに目的の明確

化ということで書かせていただいています。 

 「特に、我が国農業の生産力を維持・向上させるには、担い手への農地の利

用集積の加速化とともに、青年新規就農者の増加等による意欲ある担い手の確

保が不可欠となっている。若い農業者の確保は、喫緊の課題である。農業者年

金制度は、このような農業の担い手が、引退後の老後生活に安心を持てるよう、

老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を図ることを目

的としたものである。」 

 こういう目的をはっきり書いておくことによって、新規加入者数の目標を中

期目標に位置づけたいと考えております。 

 第２のところで業務の効率化については、今までの水準とほぼ同じものを書

いております。 

 ４ページ目に参りまして、「２ 業務運営の効率化」には、開発中の新しい

システムを 26年度当初から運用開始できるようにするということを書かせてい

ただいております。 

 「３ 組織運営の合理化」につきましては、旧年金制度に基づく受給者の減

少に伴う業務の減少という減の部分と、業務受託機関に対する考査指導の拡

充・強化という増の部分、両方を踏まえて、全体としては中期目標期間中に必

要な組織の整理及び常勤職員数の削減を実施するとしております。 

 ５ページ目に参りまして、「４ 委託業務の効率的・効果的実施」ですが、

（１）「加入推進活動を活発化させるインセンティブの付与・拡大」、（２）
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「業務委託費の配分基準の統一化等」においても、政策目的に則して、委託費

や新規加入者割手数料について、政策支援の対象となる若い農業者の加入推進

というものに重点を置いた配分を行うということを新しく書かせていただいて

おります。 

 「６ 内部統制の充実・強化等」ということで、内部統制の基本方針や運営

評議会の公開等を書かせていただいております。 

 ６ページに参りまして、第３の「１ 農業者年金事業」の（３）「加入申込

手続に関する標準処理期間の短縮化」ということで、新しいシステムの運用開

始に合わせて加入申し込みは 30 日、年金裁定請求にあっては 60 日ということ

もここに書かせていただいております。 

 「３ 制度の普及推進及び情報提供の充実」で、今までの評価委員会の中で

も御指摘をいただきました目標と現実の乖離、この目標というのは、今までは

年金基金自身の年度計画における目標だったのですけれども、行政としても政

策目的に沿った目標を立てるべきだというふうに考えておりまして、ここのと

ころでは中期目標に新たに 39 歳までの基幹的農業従事者のうち、被保険者の割

合を 13％から 20％まで拡大するということを表記させていただいております。 

 以上のような見直しを行っていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○野村分科会長 続きまして、農林漁業信用基金担当の経営局金融調整課から

説明をお願いいたします。 

○経営局金融調整課長 金融調整課長の小島と申します。よろしくお願いいた

します。 

 私の方から、資料２－３に基づきまして農林漁業信用基金に関しまして御説

明申し上げたいと思います。 

 資料をおめくりいただいて、諮問のペーパーがついておりますが、それをさ

らにおめくりいただきますと、先ず農林漁業信用基金はどういう法人かという

ことでございますけれども、国、民間団体等が出資する、いわば半官半民の独

立行政法人となってございます。 

 業務は、農業者や林業者、漁業者が、金融機関から必要な事業資金の借り入

れを行うわけでございますけれども、それを農業の場合は各都道府県段階で農
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業信用基金協会という組織がございます。この基金協会が債務保証を行うわけ

でございますが、その債務保証の保険をしている、これが農林漁業信用基金で

ございます。 

 漁業の方も、これは全ての都道府県にはございませんので、都道府県段階に

42 の漁業信用基金協会という組織がございます。そこの保険を農林漁業信用基

金が行う。ただし、林業だけは都道府県段階にこのような団体がございません

ので、直接林業者の借り入れの債務を保証している、こういう業務を行ってい

るわけでございます。これが信用基金のメーンの業務ということになります。 

 次のページにまいりまして、次期中期目標でも引き続き、大きく言うと業務

運営の効率化、国民へのサービスの向上、財務内容の改善ということで取り組

んでまいりたいと思います。 

 細かい説明に入る前に、親委員会の方でも、前の中期目標期間での取り組み

状況の経緯等もあわせて説明してほしいということでございましたが、この新

しい目標の説明の前に、現行の中期目標期間では、実はかなり信用基金は業務

のスリム化ということをやってきております。 

 このメーンの業務に加えて、例えば必要な制度資金の原資に充てるための低

利預託業務、これは具体的にはスーパーＳ資金という農業、漁業ともに同じよ

うな仕組みの短期運転資金の制度資金があるわけですけれども、こういう資金

の原資に充てるための資金供給業務を預託という形で実施する業務を、農林漁

業信用基金はやっておりました。ただ、それは、いろいろ独法見直しの経緯の

中で廃止すべきだということが決定されまして、今の中期目標の中にもそうい

うことを盛り込み、実際に廃止もして、そのために必要なお金も国庫の方にお

返ししてきているという経緯もございまして、200 億円を超えるようなお金も、

実は今の中期目標期間中には国庫納付をしてきてございます。 

 こういう経緯がありまして、実は、かなり今の状況に至るまでに組織のスリ

ム化というのを進めてきているという経緯がございます。 

 こうした経緯を踏まえた上で、今回の中期目標の策定に至っているというこ

とでございます。 



 

 

15 

 中身でございますが、重複いたしますので、目標（案）という、次から縦長

の紙がついてございますので、そちらの方でポイントをざっと御説明申し上げ

たいと思います。 

 次期中期目標は、今年の４月１日から５年間の目標ということになるわけで

ございます。 

 まず、業務の効率化ということでございますが、１ページ目の第２の１で「事

業の効率化」。 

 まず、事業費を中期目標期間中に平成 24 年度比で５％削減するということに

してございます。この５％削減という目標は、現在の中期目標でもこういう目

標を掲げております。残念ながら、東日本大震災等で保険金の支払いなどが結

構増えたという経緯があって、目標が達成できるかどうか最後までいかないと

なかなかわからない状況でございますけれども、少なくとも削減のトレンドと

いうのは続けてきております。今度の中期目標においても、この５％削減とい

うことは我々新たに掲げて取り組んでいきたいと考えてございます。 

 次の２ページ目の「２ 信用リスクに応じた保証・保険料率の導入」は、特

に農業信用保証保険業務につきまして、借入者の信用リスクに応じた保証・保

険料率の速やかな導入に向けて検討を進めていきたいということでございます。 

 今は、資金の種類ごとに保証・保険料率は若干異なっておりますけれども、

借入者の財務状況等が直接信用リスクに反映されておるという状況にはござい

ません。そこを農業者のそういう財務改善に向けた努力が保証・保険料率とし

ても反映されるようにということで、こういうことを盛り込んでおるところで

ございます。 

 それから、その下、「４ 経費支出の抑制」がございます。そこに①として

一般管理費、これは人件費等でございますが、一般管理費については中期目標

期間中に平成 24 年度比で 15％以上削減するという目標にしたいと考えており

ます。 

 これは、現中期目標期間中も 15％削減を掲げて取り組んでまいりました。お

そらくこれは達成できると思いますが、さらに 15％削減を掲げ、引き続き業務

の改善に取り組んでいきたいということでございます。 
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 同じ２ページ目の下の方に、５として「内部監査の充実」や「内部統制機能

の強化」でございます。これは、債務保証ということで、金融業務を行う法人

ということで、当然、コンプライアンスや内部統制というものの強化にも取り

組んでいきたいということでございます。 

 引き続きまして、次の３ページ目の国民のサービスの向上ということでござ

います。その中で事務処理の迅速化ということでございますけれども、事務処

理の迅速化を進めていきたいと考えてございます。 

 具体的には、３ページの一番下のところに①と書いてございますが、標準処

理期間に案件の 85％以上を処理していきたい。これは、前回の目標では実は 80％

という目標を掲げております。それをさらに引き上げて、85％は標準処理期間

内に処理していきたい、さらに改善を進めていきたいという意味での目標でご

ざいます。 

 さらに、期間自体も短縮していきたいということでございまして、そこに書

いてございますが、特に長い処理期間を要するのは保険金の支払いの審査、林

業の業務の場合は直接代位弁済をしますので、代位弁済の実行というものにつ

いては、処理期間が現状も非常に長い実態がございます。これらについても、

ある程度審査に時間がかかるのはやむを得ない面もあるのですけれども、なる

べく審査期間の短縮というのを進めていきたいと考えてございます。 

 次に、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 真ん中あたりに第４といたしまして、「財務内容の改善」ということでござ

います。そこに「１ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定」これは、

安定して事業を行っていくためには収支を安定させていく必要がございます。

その中で、保証料率・保険料率についてもリスクを勘案した適切な水準に設定

するということで、これは当然のことながら、前々から取り組んでいることで

ありますけれども、引き続き取り組んでいきたいということでございます。 

 それから、①の中段に「なお」として、林業信用保証業務については、業務

収支の黒字化を目指して、保証料収入について平成 24 年度比で 1.6％増を目指

す。これは、林業信用保証業務は傾向として赤字が多く出ているという実態が

ございます。こういう実態の中で、保証料率についても収支均衡に向けて増や
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す努力をしていくということで、ここは 1.6％増というのを掲げさせていただい

てございます。 

 ５ページの一番上でございますけれども、保険料をしっかりとリスクに見合

ったものにしていくと同時に、事故率を減らしていくことも大事な視点でござ

います。 

 したがいまして、５ページの一番上に書いてございますが、①として、例え

ば大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を引き続き実施すると

ともに、審査を厳格化する観点から、事故率の高い資金を中心に事前協議対象

を拡大するということでございます。 

 今、具体的に申し上げますと、大口ですと１億円以上、それから、特に事故

率の高い負債整理資金とか借換資金の場合は 5,000 万円以上、こういうものを

事前協議の対象として厳格審査しておるわけでございますが、こういう対象を

増やすことによって、より厳格審査につなげる、それから事故率の低減につな

げる、このような取り組みもやっていきたいと考えてございます。 

 それから、同じく５ページのちょうど中段ぐらい、「４ 求償権の管理・回

収の強化等」でございます。その中に債権回収業者（サービサー）の活用につ

いても、費用対効果を検証の上、進めていく。どういう業者、どういう場合に

非常に効果が見込めるのかということ、例えば回収額の２割なり３割のコスト

というのがサービサーに委託すると発生いたします。そういう費用対効果とい

うのもよく考えながら、どういう案件を回収委託すれば一番効率がいいのか、

そういうのも検討しながら、一番効率のいい、費用対効果の高い回収というの

も進めていきたいと考えてございます。 

 それから、最後になりますけれども、５ページの一番下に「農業融資資金業

務」、この業務につきましては、実は各県段階の基金協会の業務の円滑化に資

するよう貸し付けを行う業務なのですけれども、会計検査院の方から実は指摘

がございまして、若干貸し付けしている額が積み上がり過ぎているのではない

かと、代位弁済金の万が一の支払いに備えて必要な分以上に積み上がっている

のではないかという指摘がございましたので、これについては、実は 120 億円

ほど新たに国庫納付をしていきたいと考えてございます。 

 ちょっと駆け足でございましたけれども、以上でございます。 
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○野村分科会長 それでは、続きまして、水資源機構担当の農村振興局水資源

課から説明をお願いいたします。 

○農村振興局水資源課長 農村振興局水資源課長の坂井でございます。よろし

くお願いいたします。 

 お手元の資料の２－４でございます。これで御説明したいと思います。おめ

くりいただきまして、２ページでございます。「水資源機構の業務」というこ

とで概要を説明してございます。 

 水資源機構につきましては、産業の発展あるいは人口の集中に伴いまして、

用水を必要としております利根川等のいわゆる水資源開発水系（７水系）にお

きまして、水道用水、工業用水、農業用水の安定供給の確保を目的として業務

を実施しているところでございます。 

 業務といたしましては、１点目としては、水資源開発基本計画に基づきまし

て、ダム、用水路等の施設の新築あるいは改築がございます。これは 11 事業ご

ざいます。 

 それから、完成した施設についての複数の利水者との配水の調整、施設の操

作・維持・修繕等の管理業務、これは 51 施設ございます。こういった業務を実

施しておるところでございます。 

 水資源機構の整備いたしました施設は、用水の供給量も非常に多く、複数の

目的を兼ねた基幹的な施設というところでございます。 

 水資源機構につきましては、農業用水、上水道、工業用水等の用水供給、多

岐にわたる業務をやっているということで、国交省、厚労省、経産省、農水省、

４省庁の共管になっているということでございます。 

 農水省の所管といたしましては、上記のうちの農業用水の供給に係るものを

所管しているということでございます。後ほど説明いたします今回の中期目標

（案）につきましては、関係省庁にて調整の上作成したものとなっているとこ

ろでございます。 

 続きまして、第３期中期目標（案）について御説明したいと思います。 

 ３ページを御覧いただきたいと思います。概要をまとめたポイントがござい

ますので、こちらで御説明をさせていただきたいと思います。本文につきまし

ては４ページ以降でございます。 



 

 

19 

 まず、中期目標の作成の背景でございます。右側に書いてございますけれど

も、平成 22 年 12 月に「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」が閣

議決定されたところでございます。その中におきましては、入札契約等に関し

ての競争性の確保、２点目としては、維持管理業務等の民間委託の拡大を図っ

ていく、そのために 23 年中に計画を策定するということ。それから、ラスパイ

レス指数の引き下げによります人件費の抑制。４点目といたしましては、利益

剰余金ということで、これは水機構の場合には、この事業の実施に当たりまし

て利水者からの事業負担金をいただいて事業をやっているわけでございますが、

機構が調達する資金と利水者からの事業負担金の返済時期が異なるということ

で、金利差に由来する剰余金がございます。それの国庫返納の検討、あるいは

有効活用ということがうたわれているところでございます。 

 その下、本年１月に、いわゆる政独委の方から示されました勧告の方向性、

そして、それを踏まえた見直しの方向でございます。 

 １点目といたしましては、施設の管理を行っていく上で、施設の確実な機能

の維持、ライフサイクルコストの低減を図っていくということのために、機能

保全計画というものをつくっております。そういうものを適時適切に見直しを

していくということでございます。 

 ２点目といたしましては、機構の中に総合技術センターという部署がござい

まして、工事に関係する試験等を実施しておりますが、他の研究所などとの業

務の実施可能性について検討を行い、連携強化を図るということでございます。 

 ３点目としては、先ほど基本方針にも出てまいりました管理業務に係る民間

委託の拡大ということでございまして、それについて検証結果を踏まえて必要

な見直しを行うということでございます。 

 ４点目としては、機構全体の保有資産の必要性についての検証を行って、適

切な保有資産の管理を図るということとされているところでございます。 

 そういった背景を踏まえまして、左側に第３期の中期目標（案）の主な事項

が書いてございます。 

 まず、一番上の１点目の「サービス・業務の質の向上に関する事項」でござ

いますけれども、これにつきましては、まず１点目として、施設の的確な管理

による安定的、安全で良質な水の供給を引き続き図っていくということでござ
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います。また、洪水時における施設の的確な操作によって被害の防止、軽減を

図るということでございます。 

 ３点目としては、震災あるいは渇水等の非常時における危機管理をしっかり

やっていくということで、危機管理体制を整備し、さらに強化をさせていくと

いうことでございます。 

 次の４点目は、機構が造成した施設につきましては、半数以上が 30 年以上を

経過しておりまして、これら造成した施設の機能を将来にわたって的確に発現

させていくことが非常に重要な課題となっております。そういう中にありまし

て、施設機能の診断等を的確に行って、その結果を踏まえて、適時適切に保全

管理を行っていくというストックマネジメントの導入を図ってきているところ

でございますけれども、第３期中期目標においては、その全面的な展開を図っ

ていく。それらによって、施設機能の確保、そしてライフサイクルコストの引

き下げを図っていくということでございます。 

 ２点目としては、「総合的な技術力の向上」ということでございます。水機

構につきましては、長年にわたりまして水利施設等の整備・管理を行ってまい

りました。その結果、高度な技術、ノウハウを有しているところでございまし

て、これを適切に維持・向上させ、継承していくことが必要であるということ

でございます。 

 その下にございます再生可能エネルギーの活用ということでございますけれ

ども、機構が造成したダムあるいは水路等の中には、水力を初めとしたエネル

ギーが賦存しておりまして、そういったエネルギーを有効活用するための小水

力発電等も含めて再生可能エネルギーの有効活用を図り、それによって管理費

の軽減等を図っていくということでございます。 

 それから、総合技術センターの業務につきまして、他機関との連携実施可能

性を検討していくということでございます。 

 さらに、機構の技術力を活用した国内外の技術支援、そして、その結果をま

たさらに機構の技術力の維持向上に還元させるということ。 

 ４点目としては、先ほど入札の実質の競争性の確保ということがございまし

たけれども、そういったことも含めて競争性・透明性の確保をしっかり図って
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いくということを「内部統制の強化と説明責任の向上」という中に位置づけて

いるところでございます。 

 次の「効率化に関する事項」でございます。 

 維持管理業務等の民間委託を拡大していくということで、この計画の策定を

平成 23 年に行っているところでございますけれども、これの検証結果を踏まえ

て、必要に応じてその見直しを図っていくということを位置づけております。 

 さらに、事業費あるいは一般管理費、人件費も含めまして、コスト縮減の推

進を引き続き図っていくということ。 

 それから、機構全体の保有資産の必要性の検証を行っていくということでご

ざいます。 

 それから、３つ目の「その他の重要事項」でございますけれども、積立金に

つきまして、利水者の負担軽減を図るために活用ということでございます。 

 先ほど申し上げましたように、この積立金につきましては、機構が調達する

資金と利水者からの負担の償還の時期がずれている結果、積み上がったもので

ございまして、利水者の方々、ユーザーの方々の維持管理の負担の軽減等も含

めて引き続き有効に活用をしていくということを位置づけているところでござ

います。 

 以上が水資源機構の次期中期目標（案）でございます。よろしくお願いいた

します。 

○野村分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、まず、農畜産業振興機構の次期中期目標の説明について、御意見、

御質問がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

 それでは、特段御意見がないようですので、農畜産業振興機構の次期中期目

標につきましては、主務大臣に対し、異論なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、農業者年金基金の次期中期目標の説明について、御意見、御質問がご

ざいましたらお願いします。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、農業者年金基金の次期中期目標

につきましても、主務大臣に対し、異論なしとの意見でよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 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次期中期目標の説明について、御意見、御質問ご

ざいますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○服部専門委員 １点だけお聞きしたいのですが、中期目標の１ページの「事

業の効率化」について、説明されたのですが、24 年度比で５％以上削減という

ことなのですが、その説明の中で、震災で保険金等の支払いが増えたりして大

変ですよという説明があったと思うのですけれども、こういう災害とかがあっ

た場合に、単なる比率で削減するということになりますと、おそらくいろいろ

なところで問題が起こってくるかなと思います。その場合に、削減目標の数値

というのは、震災分は別にするとか、あるいは、そういった調整といいますか、

修正というのはするのか、どういうものでしょうか。 

○経営局金融調整課長 おっしゃるとおりの面がまさにあって、そういうこと

もあるものですから、今御覧いただいている１ページの①のところには、いろ

いろ経済情勢だとか災害の発生、さまざまな要因により影響を受けることにも

配慮しなければいけないという配慮書きが入っているということでございます。 

 そういうことを考慮してどうなのかということも、今日はこれをやる場では

ないのかもしれませんが、今の中期目標の総括をする時点では、震災の影響が

どうしても出てくるわけですが、震災の影響がなかったとすれば、どういう結

果になったか、そういうのもお示しをさせていただいて、そういう意味での多

角的な評価ができるように我々も配慮していきたいと思っています。 

 目標の立て方も、そういう山・谷というのがどうしても出てくる。そういう

中でも、こういうのはなべて長い期間で取り組み努力を継続していくというの

も必要なものですから、そういう意味での５％目標というふうに我々はとらえ

ておりますし、そういう中での取り組みというのを継続していきたい、このよ

うに考えているわけでございます。 

○服部専門委員 ありがとうございます。なかった場合はこうなっていたよと

いうのがついていれば、私はそれでいいかなと思います。 
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○野村分科会長 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、ただいま御質問がありましたが、御理解賜ったものと思いますの

で、農林漁業信用基金の次期中期目標につきましては、主務大臣に対し、異論

なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、水資源機構の次期中期目標の説明について、御意見、御質問がござい

ましたらお願いいたします。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、水資源機構の次期中期目標につ

きましても、主務大臣に対し、異論なしとの意見でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、ただいま御審議いただきました次期中期目標につきましては、財務大

臣などへの協議がございます。今後、文言等の修正がなされる場合があります

が、その旨は委員の方々におかれましては御了承願いたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 次の議題は、「役員退職手当規程の一部改正について」でございます。事務

局から説明をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 事務局を担当しております消費・

安全局消費・安全政策課の古本でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 役員退職規程の一部改正につきまして、資料３－１から資料３－６となって

おります。各法人の共通事項でございますので、事務局から一括して御説明い

たします。 

 役員退職手当規程につきましては、独立行政法人通則法第 52 条第２項、第 62

条の準用規定に基づきまして各法人が定めて、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。 
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 この届け出があった場合に、主務大臣は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おり

ますので、今回、御報告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、民間における退職給付の支給の実情にか

んがみ、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職

手当法等の一部を改正する法律が昨年の 11 月 16 日に成立いたしました。独立

行政法人の役員の報酬につきましては、通則法第 52 条第３項の規定に基づき、

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、

今回の法律の改正内容に準じて法人役員の退職給付の給付水準について見直す

ものでございます。 

 具体的には、平成 25 年１月１日から同年９月 30 日までの間におきましては

100 分の 98、平成 25 年 10 月１日から平成 26 年６月 30 日までの間におきまし

ては 100 分の 92、平成 26 年７月１日以降は 100 分の 87 の割合を乗じた額を支

給することになります。各法人とも同様の見直しを行ったところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○野村分科会長 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いた

します。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、役員退職手当規程の一部改正に

つきましては、主務大臣に対し、意見の申し出はないということでよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次の議題は、「退職役員の業績勘案率について」でございます。事務局から

説明をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 引き続き、事務局から説明させて

いただきます。 

 資料は、資料４、資料４－１から資料４－３となっております。 
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 業務勘案率の考えにつきましては、各法人共通でございますので、事務局か

ら御説明させていただきます。 

 まず、資料４の表紙をめくってください。退職手当の考え方を御説明申し上

げます。 

 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、

平成 16 年以降の在職期間に係る退職手当につきまして、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要

請されております。 

 これを受けまして、農林水産省独立行政法人評価委員会におきまして、業績

勘案率は年度業績実績評価をもとに基本勘案率を算定しまして、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、今回御提案ですが、農畜産業振興機構ほか２法人の役員 10 名につきま

して、業績勘案率の決定の申請がありました。該当法人が算定した案といたし

ましては、ここにお示ししたとおり、基本勘案率 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なってございます。 

 資料４－１に農畜産業振興機構の該当者４名、資料４－２に農業者年金基金

の該当者３名、資料４－３に農林漁業信用基金の該当者３名の具体的な算定基

礎、それから、算定に当たり勘案した事項が記載されております。 

 なお、当分科会が決定した際には、農林水産省の独立行政法人評価委員会の

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。 

 事務局からは以上でございます。 

○野村分科会長 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いた

します。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見ないようですので、退職役員の業績勘案率につきまし

ては、本案のとおり決定し、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会に通知

することとしてよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と声あり） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、最後の議題の「その他」ですが、特に事務局から用意しているも

のはないようです。 

 これで本日の議事につきましては終了いたしました。 

 全体を通して御意見、御質問がございましたらお願いいたします。よろしい

でしょうか。 

 それでは、御意見、御質問ないようですので、以上で予定をしておりました

議事は全て終了いたしました。 

 最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 長時間にわたり御審議を賜りましてあり

がとうございました。 

 本日の議事録につきましては、でき上がり次第、各委員の皆様に内容を御確

認いただいた上で、農林水産省のホームページにおいて公開することといたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の資料でございますが、卓上にそのまま置いていただければ、事務局の

方で、後ほど郵送させていただきます。 

 次回は、３月21日木曜日に農業分科会を開催いたします。場所は、三田共用

会議所となります。議事につきましては、十分な時間の余裕を持って、御連絡

を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からの連絡は以上でございます。 

○野村分科会長 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 41 回農業分科会」を閉会いたします。 

 委員及び専門委員の皆様には、長時間にわたり熱心な御審議、まことにあり

がとうございました。 


