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農林水産省独立行政法人評価委員会第44回農業分科会議事次第 

 

日 時：平成25年８月19日（月）13：30～16：25 

                 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24年度財務諸表について 

 （２）平成24年度の業務実績に関する意見募集の結果について 

 （３）平成24年度業務実績に関する評価について 

     （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） 

 （４）平成24年度及び第２期中期目標期間（H20～24年度）の業務実績に関する意見募集

の結果について 

 （５）平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関する評価について 

 （６）その他 

 

閉 会 
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○野村分科会長 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44回農業分科会」を開催いたします。 

 本日の議長を務めます野村でございます。よろしくお願いいたします。 

 委員及び専門委員の皆様方には、お忙しい中、御出席賜りまして誠にありがとうござい

ます。 

 さて、本日の会合ですが、委員９名のうち８名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項の会議開催要

件を満たしております。 

 なお、関専門委員、竹山専門委員におかれましては、16時頃を目処に途中退席される予

定とお聞きしておりますので、皆様、御承知おき願います。 

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

○消費・安全局消費・安全政策課長 事務局を担当しております消費・安全局消費・安全

政策課長の境でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、御多用中のところ御出席を賜りまして誠にありがとうございます。早速ですけ

れども、本日の議事の進め方から御説明をさせていただきます。 

 資料の一番上に議事次第が掲載されておりますが、これを御覧いただきたいと思います。

本日の議事は２部構成といたしまして、まず第１部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３法人の議題について御審議をいただきます。 

 その後、休憩を挟みまして第２部で農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用

基金、水資源機構の４法人の議題につきまして御審議いただくこととしておりますので、

どうぞ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。 

 議事次第の次に配付資料一覧、委員等の配置図です。 

 それから、資料１といたしまして農業分科会委員名簿、その裏に各プロジェクトチーム

メンバー表がございます。 

 次に、第１部の資料といたしまして、資料２として財務諸表の検討結果。 

 資料２－１として、農林水産消費安全技術センターの24年度財務諸表。 

 資料２－２として、種苗管理センターの24年度財務諸表。 

 資料２－３としまして、家畜改良センターの24年度財務諸表。 

 資料３としまして、24年度の業務成績に関する意見募集の結果。 
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 資料４としまして、農林水産消費安全技術センターの24年度業務実績に関する評価。 

 資料５としまして、種苗管理センターの24年度業務実績に関する評価。 

 資料６としまして、家畜改良センターの平成24年度業務実績に関する評価です。 

 次に、第２部の資料になりますけれども、資料７といたしまして24年度及び第２期中期

目標期間の業務実績に関する意見募集の結果。 

 資料８－１として、農畜産業振興機構の24年度業務実績に関する評価。 

 資料８－２として、農畜産業振興機構の第２期中期目標期間業務実績に関する評価。 

 資料９－１としまして、農業者年金基金の24年度業務実績に関する評価。 

 資料９－２としまして、農業者年金基金の第２期中期目標期間業務実績に関する評価。 

 資料10－１としまして、農林漁業信用基金の24年度業務実績に関する評価。 

 資料10－２としまして、農林漁業信用基金の第２期中期目標期間業務実績に関する評価。 

 資料11としまして、水資源機構の24年度の業務実績に関する意見及び第２期中期目標期

間の業務実績に関する意見案の報告。 

 それから、参考資料１ということで独法改革に関する有識者懇談会中間取りまとめとな

っております。 

 なお、資料９－１と資料９－２の農業者年金基金の資料につきまして、そのうちの一部

を事前に資料送付時にお送りできなかったということで、当該部分を最後に添付しており

ますので御参照いただきたいと思います。 

 それから、関連条文につきまして抜粋として資料の最後に参考資料２としておりますの

で、御参照いただきたいと思います。 

 資料につきまして不足等がございましたらお申し出いただければと思いますが、いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。 

○野村分科会長 それでは、議題に入りたいと思います。 

 １つ目の議題は、「平成24年度財務諸表について」です。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。 

 後ほど、池田委員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24年度財務諸表の検討結果につきまして御報告いただくこととなっておりま

すので、その前に私の方から平成24年度財務諸表の事前検討につきまして簡単に御説明い
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たします。 

 毎年度の貸借対照表、損益計算書などの財務諸表につきましては、資料２の最後のペー

ジのとおり、独立行政法人通則法第38条第３項の規定において、主務大臣は財務諸表を承

認しようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとの規定が

ございます。そのため、農業分科会では効率的に財務諸表の検討が行えるよう、従来から

会計分野にかかる知見をお持ちの委員、専門委員の方に別途御検討をお願いしているとこ

ろでございます。 

 そこで、今回は池田委員、船木専門委員に御出席いただきまして、農林水産消費安全技

術センター、種苗管理センター及び家畜改良センターの３法人につきまして各法人の財務

担当及び省内の法人担当課も交えまして、財務諸表検討会を７月９日に開催したところで

ございます。 

 資料２－１、資料２－２及び資料２－３は、それぞれの法人から提出されました平成24

年度財務諸表関係の資料でございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

○野村分科会長 それでは、３法人の財務諸表の検討結果につきまして、池田委員から御

説明をお願いします。 

○池田委員 池田でございます。それでは、これから御説明させていただきます。 

 ７月９日に開催されました財務諸表検討会に船木専門委員と私が出席し、法人の担当者

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。その結果を取りまとめましたので、御報告いたします。 

 資料２を御覧ください。それでは、１ページの「平成24年度財務諸表に係る意見」です

が、独立行政法人の財務諸表の開示にあたっては国民に分かりやすい開示となっているか

が最も重要であります。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

ておりますが、国民に分かりやす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ます。 

 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いた

します。 

 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、２ページの「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
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異議はありません。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

表作成にあたって留意されたいとさせていただきます。 

 ３ページの「法人別意見」の表を御覧ください。こちらにつきましては、今後の財務諸

表作成にあ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の「運営費交付金の収益化方法」

についてでございます。以前から指摘されている内容でございますが、「各業務の業務評

価の結果と結びつくような財務情報の提供を行えるよう、費用進行基準で行っている収益

認識について、可能なものについては業務達成基準の導入を検討されたい。」として、望

ましい処理について指摘しておりますが、各法人とも従来どおり検討課題となっておりま

す。 

 次に、②の「附属明細書の記載について」ですが、読者に分かりやすいような表示・注

記の記載を求めているものでございますが、今回は特に指摘はございません。 

 続きまして、２つ目の「その他」の①の事業報告書の記載につきましても今回特に指摘

はございません。 

 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

ごとに整理させていただいております。 

 報告は、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。 

 ただいま農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター及び家畜改良センターの財

務諸表検討会における検討結果の説明が行われました。 

 それでは、同３法人の財務諸表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。 

 特に御意見がないようですので、農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター及

び家畜改良センターの財務諸表につきましては、主務大臣の承認にあたり異存なしとの意

見でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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、「平成24年度の業務実績に関する意見募集の結果について」の報告です。

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 事務局でございます。 
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 それでは、資料３を用いまして平成24年度の業務実績に関する意見募集の結果につきま

して御報告申し上げます。 

 委員、専門委員の皆様には既に７月30日付けの連絡文書で御報告いたしましたところで

すが、改めて本日この分科会で御説明するものでございます。 

 この件につきましては資料３のとおり、農林水産消費安全技術センター、種苗管理セン

ター及び家畜改良センターの業務実績につきまして、７月16日から29日の間の２週間、農

林水産省のホームページで公開の上、意見募集を行ったところです。結果につきましては、

ここに記載していますとおり意見はございませんでした。 

 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。 

 ただいま事務局から説明がありました、平成24年度の業務実績に関する意見募集の結果

の報告につきまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

 それでは、特に御意見がございませんので、平成24年度の業務実績に関する意見募集の

結果の報告につきましては、了解とのことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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、「平成24年度業務実績に関する評価について」です。業務実績に関する評

価につきましては、独立行政法人通則法第32条第１項の規定により、評価委員会の評価を

受けることとなっております。 

 最初に農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター及び家畜改良センターの３法

人のプロジェクトチームからそれぞれ御説明をいただき、３法人まとめて質疑を受けるこ

とといたします。 

 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菅委員から御説明をお願い

いたします。 

○菅委員 菅でございます。よろしくお願いいたします。農林水産消費安全技術センター

プロジェクトチームを担当しております。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。 

 当プロジェクトチームは、本年７月19日に担当委員全員５名そろいまして出席のもと開

催されました。委員の交代もございまして非常に活発に意見交換を行い、検討できたと思

っております。平成24年度の業務実績評価について、検討を行いました。 
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 評価を実施するにあたり、法人に対して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。 

 それでは、お手元の資料の厚いものですけれども、資料４の１ページの「業務実績の総

合評価」を御覧ください。まず総合評価についてですが、当プロジェクトチームといたし

ましては平成24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、評価を行うにあたっては評価基準と合わせて、

独立行政法人の業務実績に関する評価の視点、平成24年度業務実績評価の具体的取り組み、

それから平成23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あたりまして、評価指標に基づく小項目の評価を行いましたが、

「自己収入の確保」の１項目がＢ評価となり、これ以外に小項目については業務実績がな

く評価の対象外といたしました「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」、そのほか７項目を除く82項目につきまして

Ａ評価としております。 

 それから、この小項目の評価を踏まえまして中項目の評価では「自己収入の確保」の１

項目がＢ評価となりまして、これ以外の中項目につきましては業務実績がありませんでし

たので、評価の対象外とした「透明性の確保等」の５項目を除く34項目についてＡ評価と

しております。 

 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評価とすべき項目はなかった

ことから、大項目につきましては業務実績がなく、評価の対象外といたしました「第４ 短

期借入金の限度額」、それから「第６ 剰余金の使途」の２項目を除く５項目につきまし

てＡ評価とし、総合評価につきましてはＡ評価としたところです。 

 次に、「各大項目ごとの評価結果」に対する主な意見といたしまして、続けて述べさせ

ていただきます。 

 まず、１ページ目の「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」についてですが、「１（３）自己収入の確保」につきましては「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」において「民間からの依頼に基づく検査事業並びに農薬、肥料

及び飼料の講習事業について、国費率低減の観点から自己収入の拡大を図る。」と指摘さ

れたことを受けまして、依頼検査及び講師派遣手数料等を負担額やコストが受益者負担の
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妥当性・合理性を適正に反映されるよう算定し、これまで無料としていた講習会を有料で

実施するなど、自己収入の拡大に努めていたものの、自己収入額を平成22年度と比較する

と減少していたために評価結果をＢ評価といたしました。これは、相手があるということ

で依頼されないと仕方ないといいますか、そういったところでございます。 

 今後の自己収入の確保に向けた取り組みといたしましては、平成22年度と比較して収入

の落ち込みのあった法人の業務に資する講習事業の実施及び標準試料の売り払いについて

ニーズを把握しつつ取り組むべきといたしました。 

 続きまして、「１（５）契約の点検・見直し」についてでございます。契約方式に関し

ては、一般競争入札を進めており、平成24年度に行った契約のうち、やむを得ず随意契約

となってしまった案件は９件となり、平成23年度と比較して件数では２件ですが、減少す

るとともに、全契約に締める競争性のある契約の割合は平成23年度と比較して２％増加の

93.1％となりまして、適切に対応されておりました。 

 また、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関しましては、

仕様書の見直しですとか公告期間の延長やメールマガジン等の活用に加えまして、取り扱

い業者が限られる分析機器等の保守・点検の契約一括化に取り組み、平成23年度と比較し、

競争性のある契約に占める一者応札の割合を3.2％減少させており、適切に対応されており

ました。 

 １ページめくっていただいて、２ページ目の「１（７）内部統制の充実・強化」につい

てですが、そちらの方は理事長が法人に与えられた使命、それから課題を的確に認識し、

社会的ニーズに対応して的確かつ柔軟に業務運営を行うため、各分野の専門家からなるプ

ロジェクトチームの設置、緊急時や繁忙期に機動的かつ柔軟に職員を配置するスタッフ制

の活用など、効率的な業務運営に努めておりました。 

 また、法人のミッションを阻害するリスクについては、自然災害等に関係するリスクへ

の対応や緊急に対応すべき課題が生じた場合に備えた対応を実施しておりますが、今後も

リスク管理対応体制について検討し、さらなる内部統制の充実・強化を図ることが望まし

いとさせていただきました。 

 その次ですが、「１（８）業務運営コストの縮減」については、検査等業務の合理化及

び効率化を図ること等により、一般管理費は計画値で毎年度平均で少なくとも対前年比

３％としておりますが、7.2％の抑制、業務経費は計画値では毎年度平均で少なくとも対前

年比１％としておりますが、4.5％の抑制となり、中期計画の進捗状況として業務運営コス
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トの縮減が適切に図られておりました。 

 続きまして、「１（９）人件費の削減等」については業務の効率化を図り、人員を平成

18年１月１日時点の722名から78名削減することにより、平成17年度と比較して15.5％の削

減をするなど節減に取り組むとともに、給与水準は国と比べて98.3でございまして、給与

水準の適正化が図られておりました。 

 続きまして、「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」についてでございます。 

 「１（２）情報提供業務の的確な実施」につきましては、ホームページ、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るとともに講習会、広報誌

等の各種業務に関しましては受講者のニーズ及び業務の成果・効果の把握等の向上に資す

るために、利用者に対するアンケート調査による効果測定が実施されておりまして、効果

測定の結果、満足度の高い講習会のテキストのデータベース化を行うなど、適切に対応が

されておりました。 

 ３ページになります。「２（１）肥料関係業務」、それから「２（２）農薬関係業務」

「２（３）飼料及び飼料添加物関係業務」「３（１）食品表示の監視業務」等につきまし

ては、年度計画件数の設定されている検査に関しましては計画どおり実施されており、立

入検査等に関しましては標準処理期間を設定し、本部及び地域センターを含め、ほぼ全て

の検査で標準処理期間内に農林水産大臣等に報告するなど、適切に対応されておりました。 

 なお、飼料安全法に基づく立入検査582件においては、標準処理期間の25日業務日を１日

超過してしまった２件につきましては原因究明及び改善対策が講じられており、適切に対

応されておりました。 

 続きまして、「第３ 予算、収支計画及び資金計画」についてでございます。 

 「２ 法人運営における資金の配分状況」につきましては、年度当初及び年度途中にお

いて本部及び地域センターの施設・人員状況を踏まえた上で当該事業年度の予算配分の考

え方を作成しまして、これに基づき計画的な予算配付、調整を行うことにより、適切かつ

効果的な資金配分が行われておりました。 

 続きまして「第４ 短期借入金限度額」についてですが、実績がなかったために評価の

対象外としております。 

 続きまして「第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」についてですが、「堺ほ場の国庫返納」については計画どおり適切に国庫に返納さ
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れておりました。 

 「第６ 剰余金の使途」ですが、実績がなかったため評価の対象外としております。 

 最後に、「第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項」についてですが、「１ 

施設及び設備に関する計画」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、「門司事務所について、統合に必要な経費とその確保について検討し、福岡

センターと統合して業務の効率化を図る方向で検討を進める。」と指摘されたことを受け

まして、センターでは門司事務所の福岡センターへの移転・統合を平成25年度までに進め

ることとしておりますが、平成24年度は事務棟の増築工事及び検査棟改修にかかる予算措

置を行っておりまして、平成25年度の移転・統合完了に向けまして適切に対応されており

ました。 

 非常に分量が多いのですが、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。 

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

します。 

○渡邉委員 委員の渡邉でございます。種苗管理センターの平成24年事業年度の評価結果

の概要について御説明させていただきます。 

 資料５の１ページ、「業務実績の総合評価」を御覧ください。本評価については、種苗

管理センタープロジェクトチームの梶専門委員、金地専門委員と私、渡邉が担当し、あら

かじめ定められ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、センターからの聴取及び雲仙農場での現

地調査など、プロジェクトチーム検討会を開催しながら行いました。 

 それでは、平成24年度の業務実績評価の結果について御説明いたします。評価の決定に

あたっては、中期計画の最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ました。平成24年度事業については、大項目が８、中項

目が15、小項目が113ということで、小項目は113項目中、Ｓ評価２項目、Ａ評価95項目、

Ｂ評価５項目、Ｃ評価３項目、評価対象外８項目となります。 

 中項目は15項目中、Ａ評価14項目、Ｂ評価１項目となります。 

 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、これから御説明する内容を総合的に勘案して、平成24年度事業は設定され

た数値目標をほぼクリアするなど、中期計画の達成に向けて順調に進捗していると判断し
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ています。１ページ左上にありますように、総じてはＡ評価と判断されました。 

 それでは、業務運営に対する主な意見について御説明いたします。 

 １ページ、２の「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」に

ついては、計画どおり順調に実施されました。理事長は組織内の業務情報、懸案事項等に

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。

品種登録制度に基づく育成者権の活用は、６次産業化の促進のための重要なポイントであ

りますので、今後も新品種の保護・活用に関するアドバイス等にかかわる取り組みについ

て強化していただきたいと思います。 

 また、さとうきび原原種生産量あたりのコストについては対前年比で増加しております

が、予測で対応しがたい、度重なる自然災害による大被害にもかかわらず、3.6％の増に抑

えた努力は評価できます。 

 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

種登録にかかわる栽培試験業務については、栽培試験方法等の検討を精力的に進めた結果、

対象植物を25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

評価できることからＳ評価といたしました。 

 一方、ばれいしょ原原種につきましては、収穫直前の検定による病害感染率は目標を達

成しておりますが、収穫後の品質検査において一部にウイルス病が感染されているほか、

25年春植えばれいしょの一部の品種では原原種の配布先で萌芽率の低下が見られたことか

ら、農場の周辺環境の浄化やウイルス病に感染しやすい品種の生産を周辺環境の整ってい

る農場で行う等の対策を行うとともに、萌芽率低下の原因を分析し、改善策を検討するこ

とにより、一層の品質の向上に努めていただければと考えております。 

 また、種子伝染性病害の検査法の実用化につきましては、平成24年６月に我が国で台湾

産スイカ種子を原因としたウリ科果実汚斑細菌病の発生が確認されたことを受け、これま

での調査研究成果を体系化して検査法を迅速に構築し、種子検査の開始を前倒しする等、

種苗会社からの要請に迅速に応えていることからＳ評価としました。 

 続きまして、「３ 予算、収支計画及び資金計画」について御説明します。運営費交付

金は、効率的に使われております。予算配分の考え方に基づき、業務量とその実施状況を

勘案して予算実行計画を作成し、本所において農場からの個々の要求内容を精査し、セン

ター予算全体を調整した上で配分する方式により、選択と集中が可能となっております。 
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 「４ 短期借入金の限度額」については、実績がないため評価を行っておりません。 

 「５ 不要財産の処分等に関する計画」については、八ヶ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ヶ岳農場の施設の処分について、経済合理性の観点からそ

の処分方法について検討がなされているとともに、農林水産省への処分手続の具体的な手

順の確認や国有財産における同様な売却事例の検討等が進められております。 

 「６ 重要な財産の譲渡等の計画」については、金谷農場牧之原分室跡地の売却に向け

て、24年度内に一般競争入札を行うこととして準備が進められていたところですが、公告

の直前に牧之原市から取得要望の申し出があったことから入札が留保されており、公平

性・公正性を確保するため、25年度において静岡県ほか公共団体に対し、取得要望調査を

行った上で売却の手続が進められることとされております。 

 ２ページ目を御覧ください。「７ 剰余金の使途」については、実績がないため評価を

行っておりません。 

 「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。 

 「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、栽培試験の民間委託の拡大を図るため公募案件数を拡大しているほか、報告書作成

支援システム及び品種登録迅速化、総合電子化システムを活用した事務処理を推進するな

ど、適切に実施されております。 

 「②保有資産の管理・運用について」のアの実物資産については、毎年度、土地・建物

等資産利用度、将来の使用見込みについて調査し、その保有の必要性について分析を行う

とともに、監事による監査、評価委員会による事後評価を受けており、過大なものとはな

っていません。 

 イ、知的財産については「種苗管理センター知的財産基本方針」に基づき、センターが

我が国及び米国で保有する植物種子の病原菌検査法に関する特許について、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と連携し、企業への技術移転の推

進に取り組み、国内２社と許諾契約を締結しています。 

 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等、保有の必要性について検討が適切に行われております。 
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 「③人件費管理について」は、前年度までの国家公務員の給与構造改革も踏まえ、役職

員の給与は国家公務員と同等の見直しを行うとともに、本所と農場の事務分担の見直し等

に基づき要員の合理化を行うなど、適正に行われております。法定外福利厚生費につきま

しても、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」に基づい

て平成22年５月に策定した随意契約等見直し契約に即した取り組みを行うとともに、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徹底し、一般競争

入札の競争性の確保についても点検・見直しを行っております。 

 また、「⑤内部統制」についてはリスク管理委員会を開催し、センターにおける重要度

の高いリスクを把握するため、全職員を対象にしたリスクの洗い出し調査に基づき、影響

度、発生可能性を評価したリスク基本台帳を作成するとともに、異常気象や難病害虫など、

緊急性の高いリスクに適切に対応するため、気象災害リスク管理マニュアルの制定、ジャ

ガイモシストセンチュウ危機管理マニュアル及び地震発生時の対応マニュアルの改正等を

行っております。 

 「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」といたしましては、

「種苗管理センター職員研修規程」に基づき、24年度研修計画を作成し、センター内部の

研修のほか、人事院地方事務局等の外部機関の研修を活用し、計画的に研修を実施してお

ります。 

 以上、冒頭でも御説明したとおり、平成24年事業年度の業務は順調に行われ、Ａ評価と

判断されることを御報告いたします。以上です。 

○野村分科会長 ありがとうございました。 

 続きまして、家畜改良センターにつきましては、私から説明いたします。 

 家畜改良センタープロジェクトチーム、以下PTと略させていただきますが、その検討結

果について御報告いたします。 

 家畜改良センターPTにおきましては、PT開催にあたり、事前に各委員がセンターの事業

報告書及び自己評価等の事前確認を行い、評価等に必要な疑問点をセンターに通知いたし

ました。その後、７月19日に全委員参加のもと開催され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、法人側から我々の疑問点を踏まえた詳細な事業報告の説明を受け、

内容を審議の上、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、事業

の実績に関する評価結果案を取りまとめました。 
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 平成24年度業務実績評価について、お手元の資料６の１ページの業務実績の「総合評価」

を御覧ください。 

 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、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、最下位の170項目について評価基準及び評価

指標に照らし評価した結果、Ｓ評価１項目、Ａ評価163項目、Ｂ評価１項目、評価対象外５

項目となり、小項目においてＢ評価が１つあったものの、大項目、中項目については評価

対象外を除き、全てがＡ評価となりました。 

 評価をする上で特に留意した項目について御紹介いたしますので、65ページを御覧くだ

さい。中項目である「センターの人材・資源を活用した外部支援」のうち、小項目の「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」についてですが、自

らも原発事故による被害を受けている中で、平成23年の東日本大震災及び原発事故の発生

以降、継続的かつ直接的に被災地の復興支援に献身的に取り組んでおり、24年度について

も23年度と同様に被災地の復興のため、多数の役職員を現地に派遣するとともに、使用継

続が困難になった家畜の一部管理施設の提供や除染に必要な農機具の貸与、さらには現在

深刻な社会問題になっている除染作業に伴い発生する廃棄物の仮置き場用地について、法

人用地の一部を地元自治体に貸与するなど、法人が持つ人的・物的資源を最大限活用し、

独立行政法人が果たすべき社会的責任を全うすべく、積極的に取り組んだことは高く評価

できるとして、昨年度に引き続き最高評価のＳ評価といたしております。 

 次に、39ページを御覧ください。ページ下段の「損耗率の低減、受胎率や育成率の向上」

についてですが、各場が計画どおり改善目標を定め、目標達成のため職員の教育も合わせ

て行うなど、ほぼ計画どおり実施したと認められるものの、ごく一部ですが、実績値が目

標値を下回った項目があったことを踏まえ、おおむね計画どおり実施されたと判断し、Ｂ

評価といたしました。 

 以上に加え、独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点、平成24年度業務実績評価

の具体的な取り組みについてなど、評価を行う上で特に留意すべき要素等を踏まえて評価

した結果、家畜改良センターPTでの総合評価はＡ評価が適当であると結論づけました。 

 それでは、１ページに戻りまして、「２ 業務運営に対する主な意見等」について評価

にあたっての主な意見を御紹介いたします。 

 「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」を御覧ください。 
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 ①の業務対象の重点化については、23年度に引き続き業務のスリム化を着実に実施した

一方で、ほかでは取り組みがたい家畜改良に関する取り組みをさらに前進させたことから、

中期計画の達成に向けた取り組みが適切に実施されたと評価いたしました。 

 次に、③の土地・建物等の有効利用については、監事監査の結果を踏まえて新たに資産

の現地調査を実施するなど、見直しの取り組みを強化するとともに、会計検査院の指摘に

対して迅速に対処すべく、施設の利用状況の記録を徹底するなど、資産の有効利用に向け

た取り組みが適切に実施されたと評価いたしました。 

 ④のガバナンスの強化・充実については、ヒヤリハットといった身近に潜むリスクの把

握等を行い、その結果をリスク管理対応計画として整理の上、全職員への周知徹底を図る

とともに、外部有識者を交えた各種委員会を通じて外部の客観的な意見の収集に努めるな

ど、理事長が自ら改善措置を講じる上で必要な環境整備が適切に実施されていることは評

価できます。内部統制の強化は、独立行政法人が積極的に取り組むべき事項の一つとされ

ておりますので、これらの取り組みがさらに前進することを期待しております。 

 次に、２ページの⑧の点検・見直しについてですが、東日本大震災の影響の結果、一者

応札の件数が悪化した一方で、契約金額は改善されるなど、取り組み結果にばらつきは見

られるものの、少額案件についても競争入札とする取り組みを徹底した結果、競争性のな

い契約の割合が全体の２％となり、昨年度の11％を大幅に下回るなど、競争性、公正性の

向上に積極的に取り組んでおりました。 

 続きまして、２ページ下段の「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にとるべき措置」についてです。 

 家畜改良センターの中核業務である家畜の改良業務についての評価結果は、①から３ペ

ージの④までとなっております。全てに共通していることは、政策評価・独立行政法人評

価委員会の勧告の方向性等で示された業務の重点化、都道府県や民間との役割分担の明確

化を着実に実施していたことです。 

 例えば、乳牛については飼養管理の簡素化や許容年数の延長を図る上で重要である泌乳

持続性に着目した取り組みを進めるとともに、肉牛については飼料高騰に対処できる飼料

利用性の高い種畜等の作出に向けて、民間では取り組みがたい遺伝子解析技術等を用いて

取り組むなど、順調に業務を実施したと認められました。 

 次に、３ページの⑥の飼料作物種苗の検査についてですが、法律に基づく義務的検査の

効率化、省力化を図るべく、関係者との調整を重ねた結果、より少ない面積で従来と同等
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の検査が可能となる手法へ切りかえるなど、関係機関との連携を密にすることで検査手法

の見直しがなされたことは、検査業務に積極的に取り組んだと認められ、評価できると考

えております。 

 ⑧の講習及び指導についてですが、畜産関係者の人材育成を効果的に実施するため、畜

産関係者のニーズの把握に努めることで研修内容を飼料用米といった注目度の高いテーマ

に重点化するとともに、免許などの資格取得希望者に対し、適切な指導を実施することで、

受講者の資格取得を着実に支援するなど、受講者のニーズ及び便益を考慮した研修等の実

施に取り組んでおり、評価できます。 

 次に、「３ 予算、収支計画及び資金計画」を御覧ください。 

 ②の自己収入の確保については、さらなる自己収入の増加に向けた取り組みとして、新

たに従来の相対取引の市場における競り取引に見直したことで、収入単価の大幅アップが

図られたとともに、一般的に物価が高いとされている都市部の出荷先を新たに開拓したこ

とで、同様に収入単価がアップするなど、各場が収入増加を図るためにさまざまな創意工

夫に取り組んでいることが確認できました。 

 「４ 短期借入金の限度額」についてですが、24年度は特例公債法案の成立がおくれた

ことで、戦後初の執行抑制が行われるなど、法人の業務運営に大きな影響があったところ

ですが、結果的に借入金の実績がありませんでしたので、評価対象外といたしました。 

 「５ 重要な財産の処分等に関する計画」については、用地売却により失われた採草地

等の原状回復に向け、各種の取り組みが適切になされておりました。 

 「６ 剰余金の使途」については、実績がないので評価対象外としております。 

 最後に、「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、

奥羽牧場の牛舎が記録的な大雪の影響により年度内に完成しなかったものの、これは法人

の責に帰すべきものではなく、その他については計画どおり順調に実施されておりました。 

 以上、駆け足ではございますが、平成24年度の業務実績評価について御報告いたします。 

 以上で、３法人の説明を終わります。まず、農林水産消費安全技術センターの平成24年

度業務実績に関する評価につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

○服部専門委員 質問ですけれども、各大項目からずっと評価されているのですが、その

中の中期目標の１の（６）の「透明性の確保」という項目について、業務実績がなく評価

の対象外とされたということになっているのですが、ちょっとこのことが分かりませんの
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で御説明ください。私の質問の意味は分かりますか。 

○消費・安全局総務課課長補佐 担当しています総務課でございます。 

 資料の15ページを御覧いただけますでしょうか。15ページに「１－１（６）透明性の確

保」とあるのですが、その下段の方に「中期計画」とございます。中期計画で定めた目標

につきましては、「複数の候補からの選択を要する事業の重点化及び透明性を確保するた

め、当該事業を実施する場合には、第三者委員会を設置するなど、適切な方法により事前・

期中・完了後の評価を行い、評価結果を事業の選定・実施に適切に反映させる。」 

とございます。 

 この中期計画に対しまして「事業報告」、右の方でございますが、ファミックの業務に

つきましては専ら農林水産大臣の指示により農薬等の農業生産資材や食品の検査を執行す

るものでありまして、その事業自体、複数の候補から選択を要する性質のものではないと

いうことから、このような第三者委員会につきましては24年度につきましてもこれまでも

設置していないという状況でございます。 

 なお書きにつきましては、調査研究等を行っておりますので、この調査研究につきまし

ては第三者といいますか、外部有識者による評価委員会におきまして調査研究テーマごと

に技術的な助言をいただいているということから、対象外とさせていただいております。 

○服部専門委員 「透明性の確保」というのを一般的に捉えたもので、そうではなくて特

定のこの項目に対して行うときに透明性を確保せよ。ただ、その項目がなかったから対象

外ということですね。 

○消費・安全局総務課課長補佐 そのとおりでございます。 

○服部専門委員 よく分かりました。 

○野村分科会長 ほかに質問、御意見はございますでしょうか。 

 では、お願いいたします。 

○梶専門委員 私も、質問でございます。 

 資料９ページの「自己収入の確保」のところで、参考までにお教えいただきたかったの

ですが、それぞれ依頼検査、おそらく肥料とか飼料とか堆肥とか、そういうものも依頼検

査として承って、恐らく2,000万の利益を上げている、収入を得ていると思うのですけれど

も、この検査手数料の単価というのはこの計算式から出てくるものなのだろうと思うので

すが、おおよそ検査手数料というのは１点幾らなのか。 

 もしそれが説明しづらかったとしたら、この2,000万の収入を上げるのに何点くらいの依
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頼検査を受けているのか。おおよそで結構ですから、参考のためにお聞きしたいと思いま

して質問しました。よろしくお願いします。 

○農林水産消費安全技術センター理事長 農林水産消費安全技術センター理事長の木村で

ございます。 

 依頼検査収入は検査等手数料収入という項目の一部になるのですが、検査等手数料収入

全体で申しますと件数は100件くらいです。 

 それで、金額ですけれども、小さいものは３千円くらいですし、大きくなりますと80万

円くらいでしょうか。 

○野村分科会長 ほかに質問、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、２つほど御質問がございましたが、本案につきまして御理解賜ったものと思

いますので、農林水産消費安全技術センターの平成24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。 

（異議なし） 

○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、種苗管理センターの平成24年度業務実績に関する評価につきまして、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、種苗管理センターの平成24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。 

（異議なし） 

○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、家畜改良センターの平成24年度業務実績に関する評価につきまして、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、家畜改良センターの平成24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。 

（異議なし） 

○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 以上をもちまして、第１部の議事を終了いたします。第２部の開始までに法人出席者の

入れ替えがありますので、その時間を利用いたしまして休憩といたします。 

 次は第２部の議事に入るわけですが、予定より若干時間が早く進行しておりますので、

第２部の法人がそろい次第、一応14時45分を目処に再開いたしたいと思います。 
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（午後２時30分休憩） 

（午後２時44分再開） 

 

○野村分科会長 それでは、議事を再開いたします。 

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

法人について審議いたします。 

 １つ目の議題は、「平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関する意見募集の

結果について」の報告です。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 事務局でございます。 

 それでは、資料７を用いまして、「平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関

する意見募集の結果について」を御報告申し上げます。 

 委員、専門委員の皆様には、既に７月30日付けの連絡文書で御報告いたしましたところ

ですが、改めまして本日この農業分科会の場で御説明するものでございます。 

 この件につきましては資料７のとおり、農畜産業振興機構、農業者年金基金及び農林漁

業信用基金の業務実績につきまして、７月16日から29日までの２週間、農林水産省のホー

ムページで公開の上、意見募集を行ったところです。 

 結果につきましては、ここに記載しておりますとおり、意見はございませんでした。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。 

 ただいま事務局から報告がありました、平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績

に関する意見募集の結果の報告につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見がございませんので、平成24年度及び第２期中期目標期間の業務

実績に関する意見募集の結果の報告につきましては、了解とのことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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、「平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関する評価について」

です。 
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 最初に、農畜産業振興機構、農業者年金基金及び農林漁業信用基金の３法人の審議をい

たします。３法人のプロジェクトチームからそれぞれ御説明をいただいてから、３法人ま

とめて質疑を受けることといたします。 

 まず、農畜産業振興機構プロジェクトチームの恩田委員から御説明をお願いいたします。 

○恩田委員 恩田でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、農畜産業振興機構の平成24年度及び第２期中期目標期間中の業務実績の評価

結果概要につきまして、農畜産業振興機構プロジェクトチームを代表しまして御報告申し

上げます。 

 プロジェクトチームのメンバーは、池田委員、矢坂専門委員、矢野専門委員と私の４名

でございます。 

 それでは、まず平成24年度業務実績の評価結果について御説明いたします。お手元に配

付されております資料８－１、「独立行政法人農畜産業振興機構の平成24年度業務実績に

関する評価」の１ページ、「業務実績の総合評価」に沿って説明させていただきます。 

 「総合評価」といたしまして、平成24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評価といたしました。 

 「１．評価に至った理由」といたしまして、平成25年７月23日にプロジェクトチーム検

討会を持ち、機構から提出された自己評価シート、業務実績報告書等の資料に基づき業務

実績の内容を聴取するとともに、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の意見等や、

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等を踏まえて評価を行いました。 

 中期計画に掲げられた各項目の評価項目は、小項目では156項目中、評価対象外の16項目

を除いて、139項目がa評価、１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７項目を除く17項目がＡ評価でした。 

 大項目では、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。 

 この結果、総合評価としましては、冒頭申し上げましたとおり、24年度業務は総合的に

勘案した結果、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。 

 次に、「業務運営に対する主な意見等」について報告させていただきます。 

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

①の事業費につきましては、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。 
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 ③の人件費につきましては、給与水準の引き下げ等により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。この結果、機構の平成24年度における年齢・地域・学歴を勘

案した対国家公務員指数も101.3となり、国家公務員とほぼ同程度となっております。今後、

機構は国家公務員と同程度となった地域・学歴を勘案した対国家公務員指数の水準を維持

するため、必要な範囲内で引き続きこれまでの取り組みを継続されたいとしたところです。 

 ④の契約につきましては、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全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」の達成に向けた取り組みが行われていると判断いたしました。 

 また、一者応札の解消に向けた取り組みにつきましては、公告期間の延長、システム仕

様書の開示等、改善が図られておりますが、今後とも一者応札の改善に向けた取り組みを

期待するとしたところです。 

 ⑤の業務執行の改善につきましては、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。 

 続いて、２ページに移ります。 

 ⑥の機能的で効率的な組織体制の整備につきましては、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、事務所の賃借料等について経費

縮減の観点から、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。 

 ⑦の「補助事業の効率化等」につきましては、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、費用対効果分析等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、費用対効果分析を実施している事業で設置した施設の事後評価において、全件数

に占める投資効率が１を超えた割合が68％にとどまり、達成度合いが76％となったことか

らb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。 
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 ⑧の畜産関係業務につきましては、見直しの基本方針での指摘を踏まえ、事業の見直し

等が行われています。また、法人が定める管理基準に基づき、畜産業振興事業により造成

した基金の見直しを行い、基金規模の適正化が図られております。 

 また、基金の保有割合については見直しの基本方針を踏まえ、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について」です。 

 ①の畜産の経営安定対策につきましては、畜種ごとの経営の特性に応じ、コストや販売

価格の変動等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きましては、生産者補給交付金等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を開催するなど、取り

組みは十分であったと評価いたしました。 

 なお、引き続きさらなる商談件数の増加に向け、積極的な取り組みが行われるよう期待

するとしたところです。 

 また、野菜のリレー出荷による周年供給に取り組む生産者への支援措置につきましては、

平成24年度の実績が少ないことから、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・でん粉関係につきましては、生産者等への交付金の交付業務の迅速化に努めてい

ます。 

 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等の輸入につき

ましては、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、すなわ

ち13万7,000トンの輸入契約を締結するとともに、売り渡し計画に基づく売り渡しを適切に

実施しています。 

 ③の「緊急対策」につきましては、平成25年２月に国の「日本経済再生に向けた緊急経

済対策」に基づく補正予算が措置されたことに関し、畜産農家の経済的負担の軽減及び経

営の維持・安定を図るため、法人の速やかな対応により、緊急対策事業が早期に実施され

たことは評価できるところです。 

 次に、３ページに移ります。 
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 ④の資金の流れに関する情報公開につきましては、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、分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きましては、専門家、情報利用者等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おります。 

 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。 

 「第３ 予算、収支計画及び資金計画について」です。 

 余裕金の効率的な運用状況につきましては、資金管理運用基準に基づき安全性に十分留

意しつつ、効率的な運用が行われています。 

 旧法人が実施していた債務保証業務にかかる破産更生債権等につきましては、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

求償権の回収等に努めています。 

 関連法人等に対する出資は、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。なお、関連法人等への出資金はその目的、必要性等が検

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。 

 「第４ 短期借入金の限度額」についてです。 

 砂糖勘定で発生している繰越欠損金については、生産者への交付金単価等を国が決定す

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おりませんが、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り組みが順次行われています。今後も、

こうした取り組みの継続が必要あるとしたところです。 

 なお、期中の短期借入金は限度額の範囲内であり、機構は短期借入金の金利について入

札を実施し、金利負担の縮減を図るなど、繰越欠損金の縮減に努めているところです。 

 「第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画」についてです。 

 緊急的な経済対策として、平成21年度補正予算で措置された畜産業振興事業の実施に伴

う返還金等につきましては11億円の国庫納付が行われております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「第６ 剰余金の使途」及び「第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする

ときは、その計画」についてです。 
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 第６及び第７につきましては、平成24年度において該当がございませんでしたので評価

を行っておりません。 

 「第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項」についてです。 

 ①の職員の人事に関する計画につきましては、適正配置等が実施されております。 

 ②の人件費につきましては、「給与構造の見直し」等により削減に取り組んでおります。 

 ③の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お

ります。 

 「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」の対応です。 

 公益法人等への会費の支出につきましては、公表すべき事項に関し該当はございません

でしたが、徹底した適正化・透明性を強化するよう努められたいとしたところです。 

 「二次評価意見」のフォローアップについてです。 

 総務省政策評価・独立行政法人評価委員会からの平成23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、取り組み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いたしました。 

 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」の対応です。 

 法人の対応・取り組みを業務実績報告書等において明らかにしており、これを基に評価

を行った結果、いずれも適切な対応を行っていると評価いたしました。 

 「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」の対応です。 

 法人が所有する宿舎につきましては、平成28年度までに２戸を削減する旨を業務実績報

告書において明らかにしており、適切な対応を行っていると評価いたしました。 

 以上が、平成24年度業務実績の評価結果概要でございます。 

○野村分科会長 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橋口委員から御説明をお願いいたし

ます。 

○橋口委員 農業者年金基金プロジェクトチームの橋口でございます。 

 当プロジェクトチームは７月26日に船木専門委員、森田専門委員、そして私の３名が出

席して農業者年金基金の平成24年度及び中期目標期間にかかわる業務実績評価の検討を行

いました。これから、その結果につきまして御報告させていただきます。 

 初めに、平成24年度業務実績評価について御説明いたします。資料９－１の１ページ目

の総合評価を御覧いただきたいと存じます。 
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 最初に「１ 評価に至った理由」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、中期計画の項目について評価

基準に基づいて評価した結果、全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

しております。 

 それでは、「２ 業務運営に対する主な意見等」につきまして、主な項目を御説明させ

ていただきます。 

 まず１点目としまして、「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、24年度計画において一般管理費は3.3％の削減、

事業費は1.4％の削減を目標設定しておりましたが、実績はそれぞれ6.0％、13.5％の削減

という具合に目標を上回る削減が実施されております。詳細につきましては、４ページを

御覧ください。 

 ②の人件費につきましては、24年度計画において目標として17年度比６％以上の削減目

標を設定しておりましたが、実績は18.1％の減額と目標を上回る削減が実施されておりま

す。詳細は、５ページを御覧ください。 

 また、給与水準につきましては、いわゆる地域別ラスパイレス指数につきまして、18年

度の110.0より12.2ポイント低下して97.8となっております。また、23年６月３日の閣議決

定である国家公務員の給与減額支給措置についてなどに基づきまして、国家公務員に準じ

た給与見直しが行われております。 

 ③の契約につきましては、競争性のない随意契約の件数及び金額は、22年５月に策定し

た「随意契約等見直し計画」での目標件数及び金額を下回っております。また、一者応札・

一者応募の契約や入札及び契約事務について、契約審査委員会及び監事などによりチェッ

クが行われております。 

 なお、一般競争入札を含む契約金額のうち、競争性のない随意契約の金額の割合が「随

意契約等見直し計画」における割合を上回っておりましたが、これは契約金額全体が減少

していることに影響を受けたものと考えられます。引き続き適正な契約事務を継続してい

ただくよう、評価書に意見を付しております。この点につきまして、詳細は６ページから

７ページを御覧ください。 
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 ④のシステムの利用状況につきまして、電子情報提供システムのアクセス件数は目標を

上回っております。また、事務処理の迅速化、効率化に向けた新たな電算システムの開発

について、26年度の運用開始を目指しておおむね計画どおり進捗しております。詳細は、

８ページを御覧ください。 

 一旦、⑤を飛ばしまして、⑥の内部統制についてでございますけれども、理事長のリー

ダーシップを発揮する環境整備及び組織全体で取り組むべき課題の把握、対応が行われ、

加えて内部監査規定に基づく内部監査と監事監査など、内部統制状況の把握も行われてお

ります。内部統制の推進強化が図られていると考えられます。適正に業務が執行されるよ

う、不断の取り組みを行っていただくよう評価書に意見を付しております。この点につき

ましての詳細は、10ページから11ページに掲載されております。 

 先ほど飛ばしました⑤の常勤職員の削減、そして⑦の委託業務の効率化、⑧の研修の実

施については、それぞれ適切に実施されていると認められます。この点は10ページ、また、

13ページから18ページを御覧ください。 

 次に、２点目として「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の適正な管理では、農業者年金の被保険者資格が国民年金

の第１号被保険者とされていることから、農業者年金と国民年金の加入記録を年２回、突

合しております。24年度につきましては、不整合となった方に届出の提出等を働きかけ、

そのうち約59％の方の記録が訂正されております。被保険者資格の管理は、適切な年金給

付を行うため必要不可欠なものであることから、引き続き取り組んでいただくよう評価書

に意見を付しております。この点、詳細は20ページを御覧ください。 

 また、年金の受給漏れ防止のための年金裁定請求の勧奨や、申出書等の迅速な処理につ

いては、いずれも適切に実施されております。詳細は、20から21ページを御覧ください。 

 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ております。また、運

用した結果につきまして、基金の資金運用委員会において評価と分析が行われるとともに、

加入者の方に対して適切に情報提供がなされております。 

 なお、24年度の運用結果は9.62％となっております。詳細は、22ページ、23ページを御

覧ください。 

 ③の新規加入につきましては、課題となっております県ごとの加入推進に対する取り組

みの格差を縮小するため、新規加入者数が目標の達成率の平均に達していない県において
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特別対策が実施されており、この特別対策が実施された県では新規加入者数が増加いたし

ました。 

 しかし、全体として24年度の新規加入者数は前年度に比べて減少していることから、そ

の原因を把握した上で25年度以降の加入推進活動に取り組んでいただくよう、評価書に意

見を付しております。この点は、26ページの詳細を御覧ください。 

 次に、３点目といたしまして「財務内容の改善に関する事項」でございます。 

 旧年金制度において、農地の取得のために加入者に貸しつけた全ての貸付債権について、

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、債権管理は適切に実施されていると認められます。この点は、28

ページに詳細を書いております。 

 資料９－１の２ページにまいりまして、４点目として「長期借入金」については金利競

争入札を実施し、有利な条件での借入れが行われております。29ページの詳細を御覧くだ

さい。 

 ５点目といたしまして、「予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計算及び資金計画」

でございます。 

 予算の執行については区分ごとに適正な執行を行い、一般管理費及び事業費の削減計画

が達成されております。事業費の削減率が目標を大きく上回っているのは、新規加入者数

が目標を下回り、業務受託機関、基金から見ますと委託する機関に支払う委託費が予定し

ていた額を下回ったことが主な要因であります。 

 また、一般管理費の決算額が前年度を上回ったのは、新たな電算システムの開発に着手

したことが要因となっております。 

 なお、24年度においては全ての勘定において当期総利益が生じていますが、これは24年

度をもって第２期中期目標期間が終了することから、期間中に国から交付された運営費交

付金のうち、執行されなかったものを国庫に納付するため、会計基準に基づいてその額を

利益として計上したためでございます。この点の詳細は30ページ、31ページを御覧くださ

い。 

 ６の「短期借入金の限度額」について及び７の重要な財産に関する項目でございますけ

れども、この２つにつきましては実績がありませんでしたので評価の対象外となっており

ます。 
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 ８点目として、「その他主務省令で定める業務運営に関する事項」でございます。平成

24年度には１名の職員削減を行うとともに、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おります。積立金も、旧年金給付及び旧年

金給付の借入金にかかわ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。詳

細は、34ページから35ページを御覧ください。 

 それでは、続きまして資料９－２に基づきまして中期目標期間の業務実績評価について

御説明申し上げます。資料９－２の１ページを御覧ください。 

 まず、１の「評価に至った理由」ですけれども、中期の目標期間の業務実績評価につき

ましては、中期計画項目について各事業年度の小項目の評価結果を定められた評価基準に

基づき集計した結果、全ての中項目についてＡ評価となったことから、全体として順調に

業務が実施されていると判断し、総合評価はＡといたしました。 

 農業者年金基金においては、農業者の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する農業者年金の実施主体として、引き続き被保険者資

格の適正な管理、適正な年金給付、年金資金の安全かつ効率的な運用に取り組み、意欲あ

る若い農業者の確保に向け、平成25年度からの第３期中期目標に掲げられた内容を着実に

進めていただきたいと考えております。 

 では、２の「業務運営に関する主な意見等」について御報告をさせていただきます。24

年度の業務実績評価と重複するところがほとんどでありますので、５年間の目標に対して

の達成状況や、24年度の実績にはない過年度の取り組みの内容につきまして御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１点目としまして「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべ

き措置」についてでございます。 

 ①の「１ 業務運営の効率化による経費の抑制等」については、一般管理費は19年度比

で15％の削減、事業費は19年度比13％以上削減するという計画に対して、実績はそれぞれ

19.1％、25.0％の削減という具合に計画は達成されており、業務運営の効率化に向けた取

り組みが着実に実施されていると認められます。 

 ③の「３ 組織運営の合理化」については、常勤職員数を平成20年度当初の82名から７

人削減し、75名としております。また、九州及び北海道に設置していた地方連絡事務所に

ついては、それぞれ20年度及び22年度に廃止されております。このように、組織経営の合

理化が取り組まれております。 
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 資料９－２の２ページ目にまいりまして、「７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、その計画」についてでございます。 

 保有資産の見直しの一環として、独立行政法人整理合理化計画などにおいて売却するこ

ととされていた千葉県柏市の職員宿舎につきまして、22年３月に既に売却が行われており

ます。また、その売却収入については国庫納付を可能とする独立行政法人通則法の改正が

行われた後、23年３月に国庫納付されております。 

 業務運営に対する御報告は、以上でございます。 

 最後になりますが、資料９－２の38ページを御覧いただきたいと存じます。農業者年金

基金の業務実績の評価にあたりましては、平成13年の制度改正前の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。７月

29日付で意見を伺っておりましたところ、８月14日付でその意見を頂戴しているところで

ございますので、読み上げさせていただきます。 

 「平成24年度及び中期目標期間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。」との意見でございます。 

 以上をもちまして、私からの報告を終わらせていただきます。 

○野村分科会長 ありがとうございました。 

 続きまして、農林漁業信用基金プロジェクトチームの千年委員から御説明をお願いいた

します。 

○千年委員 農林漁業信用基金プロジェクトチームを担当しております千年でございます。

よろしくお願いします。 

 本プロジェクトチームは服部順昭専門委員、関いずみ専門委員、それから私の３名で構

成されております。 

 本日は、私がチームを代表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22日に農林漁業信用基金から提出されました業務実績報

告書及び補足説明資料をもとに詳細な説明を受けるとともにヒアリングを行い、業務の実

績に関する評価の検討を行いました。 

 まず初めに、農林漁業信用基金の平成24年度の業務実績の評価について御報告申し上げ

ます。お手元の資料10－１「独立行政法人農林漁業信用基金の平成24年度業務実績に関す
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る評価」の１ページをお開きください。まず、「業務実績の総合評価」に基づき説明をい

たします。 

 冒頭にありますとおり、大項目でＢが１つ、中項目でＢが３つ、小項目におきましてＢ

が７つとＣが１つございます。 

 しかし、総体としてみれば業務は適切に行われていると評価できると判断し、評価基準

に基づき総合評価はＡとしました。 

 なお、Ｓ評価、Ｄ評価に該当する項目はございませんでした。 

 次に「業務運営に対する主な意見等」でございますが、説明は主な項目とさせていただ

きます。 

 ２の１の①、事業の効率化については、林業信用保証業務において長期的な景気低迷の

影響、大口の代位弁済の発生等から代位弁済費の支払いが平成19年度予算対比52.2％のプ

ラスとなったものの、全体の事業費総額は19年度対比35.3％のマイナスと、目標である５％

の削減を大きく上回っていることからＡ評価といたしました。 

 ②の業務運営体制の効率化につきましては、専門的知識の習得を目的に階層別に各種研

修が行われているものの、人材育成の観点から農林漁業に特化した保証保険機関としての

役割を最大限発揮するための研修や人員配置の見直しに向けた取り組みに期待しておりま

す。 

 ③の経費支出の抑制については、公益法人向け支出の見直しなどにより、一般管理費は

平成19年度対比41.4％のマイナスと、15％の削減目標を大きく上回る削減となったことや、

④の人件費の抑制については地域・学歴勘案ラスパイレス指数は96.0と、100を下回ってい

ることから十分な取り組みが行われたとしてＡ評価といたしました。 

 ⑤の内部監査の充実については、内部監査計画の策定、チェックリストの整備等を行っ

た上で計画的に実施されています。 

 しかしながら、内部監査実施後のフォローアップについては指摘事項が速やかに改善さ

れるよう、フォローアップ方法の改善について期待いたします。 

 ⑦の情報システムの整備については、金融業務を行う法人であることから情報セキュリ

ティー対策には十分留意していただく必要があるものと考えております。情報セキュリテ

ィー対策等を審議する情報化推進委員会への対策の点検結果の報告がおそくなっているも

のがあったため、取り組みの迅速化を期待しております。 
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 これらのほか、⑥内部統制機能の強化、⑧調達方式の適正化については、十分な取り組

みが行われております。 

 次に、２ページの２の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つきま

しては、標準処理期間内に案件の８割以上を処理するという目標を達成しており、迅速な

事業・サービスの提供に取り組まれるとともに、ホームページにおける情報提供について

は公表する情報の利便性向上に取り組まれております。 

 次に、３の財務内容の改善につきましては、①適切な保険料率の設定については現行の

保証料、保険料の水準の分析・検討が行われるとともに、農業信用保険業務におきまして

は農業者個々の信用リスクに応じた段階別料率の導入について検討が行われております。 

 また、②の引受審査の厳格化等については基金協会との事前協議の徹底、モラルハザー

ド防止対策の拡大の検討が行われております。 

 ③の求償権の管理・回収の強化等については、目標に対する回収実績が88.0％と目標未

達となっており、基金協会との連携強化や効率的なサービサーの活用などによる実績の向

上に期待いたします。 

 また、代位弁済率・事故率の低減については、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務

においては計画が達成されたものの、農業信用保険業務においては畜産関係資金にかかる

保険金支払いの増加を要因に事故率は0.18％となっており、中期計画に定める0.12％を上

回ったことから基金協会と連携した期中管理の取り組みに期待します。 

 ⑤の資産の有効利用については、職員宿舎の廃止計画の策定を第３期中期計画に定めた

ことから、その着実な実行に期待します。 

 ４の予算、収支資金計画については、先ほど御説明したように事業費は平成19年度対比

35.3％削減されております。 

 これらの結果である当期損益は、法人全体では63億円余りを計上し、将来の保険金支払

いなどに備える利益剰余金は161億円余りを計上しております。勘定別には、漁業災害補償

関係勘定のみが貸付金利息収入の減少などを要因に当期損失を計上しております。また、

繰越欠損金を抱えている林業信用保証勘定においては、保証残高の減少によって保証債務

損失引当金の戻入が発生したことを要因に当期利益を計上し、繰越欠損金が大幅に縮小さ

れております。 
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 当期損失を計上した漁業災害補償関係勘定における経費削減に期待するとともに、林業

信用保証勘定における繰越欠損金の解消に向け、引き続き収支の改善に取り組まれること

を期待しております。 

 ２ページの下から３ページにかけての「５ 長期借入金」「６ 短期借入金の限度額」

及び「８ 積立金の処分に関する事項について」については、いずれも適切に取り組まれ

ております。 

 「10 その他」につきましては、他の法人同様、国民から意見募集を行ったところです

けれども、当法人に対する意見は寄せられなかったところです。 

 平成24年度の業務実績の評価については以上です。 

 次に、中期目標期間の業務評価について御報告申し上げます。中期目標期間の業務実績

の評価につきましても、プロジェクトチームにおいて、信用基金から提出された業務実績

報告書及び補足説明資料をもとに詳細な説明を受けるとともにヒアリングを行い、業務実

績に関する評価の検討を行いました。 

 お手元の資料10－２の「独立行政法人農林漁業信用基金の第２期中期目標期間業務実績

に関する評価」の１ページをお開きください。 

 最初に総合評価結果ですが、当プロジェクトチームといたしましては、業務が適切に実

施されると判断いたしましてＡ評価といたしました。大項目の評価は８項目中、Ａ評価と

したのは５項目、Ｂ評価としたのは２項目、実施に至らなかったことから評価対象外とな

ったのが１項目となってございます。 

 それから、中項目は27項目のうち、Ａ評価が22項目、Ｂ評価が３項目、実施に至らなか

ったことにより評価対象外となったのは２項目と、総じて良好であると評価したところで

ございます。 

 次に「２ 業務運営に対する主な意見等」でございますが、時間の制約もございますの

で、平成24年度評価では報告しなかった事項を中心に御説明させていただきます。 

 １の業務運営体制の効率化については24年度の評価で申し上げたように、事業費及び一

括管理費は計画を大きく上回る費用の削減が行われ、給与水準についてもラスパイレス指

数は96.0％と、平成21年度以降は100を下回る水準が確保されていること。また、低利預託

原資貸付業務等は、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づき事業を廃止・

縮小するとともに、不要となった当該事業に係る政府出資金等については23年度に国庫納
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付されているところであり、効率化に向けて十分な取り組みが行われていることからＡ評

価としたところです。 

 ２の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つきましては、24年度の

評価とほぼ同じ内容であることから説明を省略させていただきます。 

 ３の財務内容の改善につきましては、保険料・保証料の見直しを農業信用保険業務及び

漁業信用保険業務は20年度に、林業信用保証業務は19年度に実施され、その後も毎年度、

料率の水準の点検が実施されております。また、モラルハザード防止対策としての部分保

証の導入や見直しにも取り組まれているところでございます。 

 しかしながら、求償権の管理・回収につきましては、予算対比99.8％とわずかながら目

標未達となっており、また、代位弁済率・事故率の低減についても農業信用保険業務にお

いて目標未達となったことから、これらにかかる中項目はＢ評価といたしました。 

 その結果、中項目でＢ評価が２つとなったことから、大項目もＢ評価としたところです。 

 ４の予算については、第２期中期目標期間の最終年度である24年度事業費及び一般管理

費の合計額は、第１期中期目標期間の最終年度である19年度に対し71.6％削減されている

ものの、20年度は林業信用保証勘定及び漁業信用保険勘定において、景気低迷を要因とし

た保険金・代位弁済費の増加、21年度は農業災害補償関係業務における保有有価証券にか

かる減損処理、また23年度は林業信用保証勘定及び農業・漁業災害補償関係業務における

当期損失の計上を要因に、それぞれの年度がＢ評価となったことを踏まえまして、大項目

はＢ評価としているところです。 

 最後になりますが、「５ 長期借入金」「６ 短期借入金の限度額」「８ その他主務

省令で定める業務運営に関する事項」について、それぞれ取り組みが適切であったので、

いずれもＡ評価としたところです。 

 農林漁業信用基金の業務の実績に関する評価につきましては、以上でございます。第３

期中期目標期間におきましても、役職員一体となった取り組みを通じて、引き続き農林漁

業者の信用力補完し、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするという使命を的確

に果たしていただきたいと存じます。以上です。 

○野村分科会長 ありがとうございました。 

 先ほど、農畜産業振興機構の中期目標期間業務実績に関する評価、資料８－２ですけれ

ども、こちらの方の説明が私の不手際で飛んでしまったので、追加で説明を恩田委員から

お願いいたします。 
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○恩田委員 済みません。報告が前後して申しわけありません。 

 先ほどの独立行政法人農畜産業振興機構の平成24年度業務実績に関する評価に続きまし

て、第２期中期目標期間業務実績の評価結果について御説明いたします。 

 資料が前後いたしますが、資料８－２の「独立行政法人農畜産業振興機構の第２期中期

目標期間業務実績に関する評価」の１ページを御覧ください。評価の経緯は先ほどの同機

構、平成24年度業務実績に関する評価と同様の経緯に沿って評価を行いました。業務実績

の総合評価に沿って説明させていただきます。 

 総合評価といたしまして、第２期中期目標期間については、中期計画が達成されている

と判断し、Ａ評価といたしました。 

 「１．評価に至った理由」といたしまして、まず「（１）評価の手法」ですが、機構の

評価基準等に基づき、中期計画の中項目の３段階評価結果を踏まえつつ、今後の業務運営

に考慮すべき点の注意事項等も総合的に勘案して評価を行いました。 

 「（２）評価実施の過程」ですが、評価の実施にあたりましては各事業年度における小

項目の評価結果を集計し、評価基準に基づき中項目の評価を行いました。その結果、中項

目では24項目中19項目がＡ評価、中期計画において予定されていないこと、または業務の

実施に至らなかったこと等により、評価対象外となった項目は５項目でした。 

 また、当該評価を行うに至った経緯、業務実績のうち、特に優れた実績を上げた内容等

について、留意事項等として整理いたしました。 

 大項目の評価は、中項目の評価結果の積み上げ結果を踏まえつつ、留意事項等を勘案し

て行った結果、８項目中６項目が達成されているＡ評価、中期計画において予定されてい

ないこと、または業務の実施に至らなかったこと等により評価対象外となった項目は２項

目でした。 

 この結果を踏まえ、総合評価としましては冒頭申し上げましたとおり、第２期中期目標

期間の業務実績につきましては、中期計画が達成されていると判断してＡ評価といたしま

した。 

 次に、留意事項を簡単に御説明いたします。大項目ごとに記載しておりますが、24年度

評価と重複する部分もございますので、かいつまんで御説明させていただきます。 

 「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置」についてです。 
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 ③の「内部監査体制の充実・強化」につきましては、計画的な内部監査の実施やコンプ

ライアンス委員会の設置によるコンプライアンス推進へ向けた取り組みの実施、情報セキ

ュリティー対策の推進に努めております。 

 ④の「機能的で効率的な組織体制の整備」につきましては、「独立行政法人の事務・事

業の見直しの基本方針」を踏まえた海外駐在員事務所の廃止、中期目標の変更を踏まえた

本部組織の再編等を行っております。 

 続いて、２ページを御覧ください。 

 「２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ため取るべき措置」についてです。 

 ④の国際約束に基づく「指定乳製品等の輸入」につきましては、国が定める数量の全量

について輸入契約の締結を行うとともに、その輸入・売買を適切に実施したほか、平成20

年、23年及び24年に追加輸入を実施し、需給状況に適切に対応しております。 

 ⑦の我が国における高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫、東日本大震災の発生、日本経

済再生に向けた緊急経済対策等に際し、国と連携しつつ、生産や流通・消費に関する事業

を緊急的に実施するとともに、農畜産物の安全性のPRを実施しております。 

 続いて、３ページを御覧ください。 

 「４ 短期借入金の限度額について」です。 

 （２）の国内産糖価格調整事業の国内産糖交付金の支払資金の不足となる場合における

短期借入金につきましては、期中における短期借入金は各年度とも限度額の範囲内でした。

機構は、短期借入金の金利について入札を実施し、金利負担の軽減を図るなど、繰越欠損

金の縮減に向け努力をしております。 

 「５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画」についてです。 

 緊急的な経済対策として、平成21年度補正予算で措置された畜産業振興事業の実施に伴

う返還金等については、平成23年度及び平成24年度に計画どおりに国庫納付されています。

指定野菜価格安定対策事業等の野菜関係事業の事業規模縮減等に対応し、不要となる資金

につきましても、平成23年度に計画どおりに国庫納付されております。 

 「６ 剰余金の使途について」です。中期目標期間を通じ、剰余金を使用する案件はあ

りませんでした。 



 

 

35 

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

す。中期目標期間を通じ、計画はありませんでした。 

 続いて、４ページを御覧ください。 

 最後になりますが、「８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項」についてで

す。 

 ①の人件費につきましては、計画的・段階的な「給与構造の見直し」等により、中期目

標期間中の総額を抑制しております。 

 以上が、独立行政法人農畜産業振興機構の第２期中期目標期間の評価結果概要の報告で

ございます。以上です。 

○野村分科会長 どうも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平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関

する評価につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

○服部専門委員 水資源はまだですか。 

○消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 事務局でございます。水資源は、３法人が終

わってから御説明をいたしますので、よろしくお願いします。 

○服部専門委員 質問をいいですか。 

○野村分科会長 よろしいでしょうか。 

 では、お願いします。 

○服部専門委員 まず、資料８－１の２ページの第２の「①経営安定対策」のイのところ

で説明されております、野菜の経営安定化対策支援制度というのでしょうか。24年度の実

績が少ないことからと、これはちょっと資料を見ますとゼロ件だったように思うのですけ

れども、これはこの第２期の中期目標計画期間でどんどん減っていっているのか。それと

も、この24年度だけこういう実績がなかったのか。それがどちらだったか、ちょっとお尋

ねしたいということです。 

○農畜産業振興機構理事長 もう一度、済みません。 

○服部専門委員 今の私の質問の箇所はお分かりですか。 

○農畜産業振興機構理事長 第２の①のイですね。 

○服部専門委員 イの２段落目ですが、「24年度の実績が少ないことから、積極的な事業

の周知等に努められたい。」というのが評価の結果ですね。それで、この24年度の実績が

少ないというのは、この単年度だけ少なかったのか。それとも、中期計画期間中にどんど



 

 

36 

ん減っていってというか、ほかの前年度をさかのぼっても少なかったのか。どちらでした

かということです。 

○農畜産業振興機構理事長 これはリレー出荷のことを申しまして、24年度に初めてリレ

ー出荷という野菜の周年供給をスタートしたものですから、この実績が最初の年度で少な

かったという評価でございます。 

○服部専門委員 だから、この事業は24年度から始められて、それに対する該当件数がな

かったということですか。 

○農畜産業振興機構理事長 ２件でございます。 

○服部専門委員 それからもう一つは資料８－２の質問ですが、１ページ目の「２．留意

事項等」の④で、22年度において全ての海外駐在員事務所を廃止されたということが書か

れていますが、この廃止された駐在員事務所の主たる業務というのは何だったか、ちょっ

とお聞きしたいという質問です。 

○農畜産業振興機構理事長 これは、私どもの業務の中の大きな柱として情報収集業務と

いうものが据えられておりまして、日本の畜産業等を支えていくために、世界の穀物需給

の動向だとか、もろもろを我々は調査研究をし、情報収集をしたわけでございますが、こ

れが事業仕分けで５事務所が一挙になくなったということでございます。 

○服部専門委員 そうすると、それまでやっておられた情報収集のルートがなくなったわ

けですけれども、特に日本の食料供給というか、穀物供給に対する影響というのはほとん

どないと考えていいのか。あるいは、影響が出てきていると考えたほうがいいのか。どち

らなのでしょうか。 

○農畜産業振興機構理事長 資料８－１の３ページの右上のところに⑤というのがござい

ます。「情報収集提供業務については」というふうに書いておりますが、ここの「また」

以下に、海外事務所を廃止することに伴い、事業に係る総コストが増加しないよう事業規

模を縮減するとされているが、海外事務所の廃止や効率的な海外情報の収集等に努めた結

果、事業規模の縮減が図られ」、また、その次に「海外情報については、海外事務所廃止

後も一定の水準を維持できるよう」、引き続き取り組みをして努められたいとございます

が、こちらの方から出張で各国に出かけまして、今までと変わらないような情報の品質を

維持できるように努めているところでございます。 
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○服部専門委員 ですから、事務所がなくなって、評価としてはちゃんと情報をとるよう

にということで、それに対しては出張等で対応するという話ですね。ありがとうございま

した。 

○野村分科会長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。 

○農畜産業振興機構理事長 ごめんなさい。先ほどのリレー出荷ですが、23年度に措置を

されて23年度からスタートはしておりますが。 

○服部専門委員 23年度はどうだったのですか。 

○農畜産業振興機構理事長 23年度はゼロです。 

○服部専門委員 そうすると、私は全く素人で感想だけ申し上げますけれども、そのリレ

ー出荷への支援事業というのが必要かどうかということがちょっと気になるということで

す。 

○農畜産業振興機構理事長 周年供給というのは大きな課題でございまして、やはり周知

期間の問題とか、そういうところがありまして大変件数が少なかったですが、この新しい

第３期の中期目標では一定の目標を定めまして、これに積極的に取り組むということで対

応していきたいと考えております。 

○服部専門委員 分かりました。この支援制度が周知されていない、必要だけれども周知

されていないので、第３期ではもっとしっかりちゃんと活用できるようにしていきますと

いうことですね。 

○農畜産業振興機構理事長 はい、そうでございます。 

○野村分科会長 お願いします。 

○矢坂専門委員 先ほどの服部委員の海外駐在事務所について、一人の研究者として申し

上げれば、やはり駐在事務所がなくなったことの影響は非常に大きかったと思います。 

 比較的長期の出張でそれをカバーされているようで、情報収集業務が大幅な減退になら

ないように苦労されているということは分かりますけれども、そこに駐在員がいて情報収

集のためのネットワークを築いて情報を収集する場合と、出張で訪問先から情報を収集す

る場合では得られる情報の質が異なります。個人的にはやはり駐在事務所のような現地の

拠点をもつことは非常に重要ではないかと思っております。 

○服部専門委員 私も、その点を懸念した質問でした。 

○農畜産業振興機構理事長 今、大変貴重な御意見を承りましてありがとうございます。 
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 確かに、事務所があって日常的にコンタクトをとって人的なネットのもとにネットワー

クを広げて、そして確かな情報をつかんでいくということは、あるとないとでは随分違う

と思いますが、事業仕分けの中でこういう結論になったものですから、我々としては何と

してもあったときの水準が維持できるようにいろいろな工夫もしていきたいし、そういう

気持ちで取り組んでいきたいと思っています。大変、重要な役割だと思っております。 

○服部専門委員 特に私は木材が専門なのですが、よく知りませんけれども、例えば鶏、

チキン、ブロイラー、ブラジルとかは外せないところですね。だから、日系人も多いので、

その辺をきちんと押さえて、向こうでネットワーク、人脈をつくっておかないと、何かあ

ったときに一番困るのは日本かなと思いますので、そういうコメントです。 

○農畜産業振興機構理事長 本当に貴重な御意見をありがとうございました。 

○野村分科会長 ほかに御質問、御意見等ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは幾つか御質問、御意見等がございましたけれども、本案につきまして御理解を

賜ったものと思いますので、農畜産業振興機構の平成24年度業務実績に関する評価につき

ましては、分科会に議決権限を委任されていることから、本案のとおり決定することとし

てよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○野村分科会長 また、第２期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８

月22日に開催予定の評価委員会に本案のとおり報告してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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、農業者年金基金の平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関する評価に

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。 

○後藤専門委員 ちょっと教えてください。事業報告の中で、管理費等々が非常に効率よ

く圧縮されているというのは、ここだけではなくて皆さんそうなのですけれども、ちょっ

と気になったのは、４ページの事業報告で（１）のところに目標額、実績で13.5％達成し

た。「なお、事業費の削減率の実績が計画を大きく上回ったのは、新規加入の実績が目標

値を下回り」云々ということになっています。 

 結果的にこれが良いことなのか、悪いことなのかということの評価をどうすべきなのか

がちょっと分かりかねて、ほかの法人もそうなのですが、先ほどの服部先生の御質問など

も多分そういうことだと思うのですけれども、事業費を圧縮するということがよしで、そ
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れに付随してくるマイナスの部分をどう評価していくのかというのが何か抜けているよう

な気がしてしようがないもので、典型的な例として教えていただきたいのですが。 

○野村分科会長 では、お願いします。 

○農業者年金基金理事長 農業者年金基金でございます。大変、お世話になっております。 

 13.5％という形で随分、大幅に減ったということでございますけれども、これは御報告

がございましたように、実は私どもの事業費の中に新規加入割りというのでしょうか、手

数料が入っておりまして、これは実績主義という形になっております。 

 それで、一応、計画は数字でいいますと6,000人の新規加入者を確保するという計画で進

めてまいっておりましたけれども、実態上そこにいかなかった。そうすると、その部分の

予算が実績割りでございますので、実績まで届いておりますので、最後の予算上の実績も

減額になったというのがこの13.5％減の主な中身でございます。 

○後藤専門委員 それはわかるのですけれども、ではその下がったということが良いこと

なのですかということです。 

○経営局経営政策課長 農水省の経営政策課長です。 

 結果的に13.5％の削減にはなっておりますけれども、そもそもは加入する人をこの目標

まで持っていきたいというところでしたので、結果としては削減となっていますが、目標

としてみればそれだけの方に加入していただくというのが第一でございますし、それにつ

いては今回のこの評価の中でも目標まで達しなかったと評価されています。 

 そのために、県別にその目標まで達しなかった県についてどういう推進の仕方をすれば

良いのかということについては分析をしているところでございます。ここでは事業費が下

がっておりますけれども、それ自体が目標ではなくて、結果的にこうだったということに

ついてここでは述べさせていただいていますが、その下がったこと自体がよかったとは理

解しておりません。 

○後藤専門委員 それだとすると今、下がった、つまり加入者が得られなかったというと

ころがどこかでマイナスの評価で出てきてもよさそうな気がするのですが、それが全くこ

の評価書の中に出てこないというか、ちょっと見えなかったので。 

○農業者年金基金理事長 その部分につきましては、26ページでございます。 

 先ほども若干御報告があったかと思いますけれども、加入推進の着実な実施というとこ

ろでｂということで評価をされているということでございます。 

○野村分科会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 ほかに質問がございましたらお願いします。 

○服部専門委員 そうしますと、今の４ページの13.5％の削減を達成したところの「達成」

というのは表現がちょっとまずいですね。 

 要するに、ちゃんともっと入ってもらわないとうまく回らないし、それから基金が支援

できないということで件数が少なかったからｂとなっていたら、多分ここは達成したとい

う表現と違ってもうちょっと、13.5％の削減になったとか、与える印象が違いますね。そ

う思いました。感想です。 

○経営局経営政策課長 評価ですので、13.5％の削減となったというふうな書き方がよろ

しいということでしょうか。その書き方については統一をさせていただきたいと思ってお

ります。 

○野村分科会長 よろしいですか。ほかにございますか。 

 それでは、今のところの表現については、事務局の方で調整していただくということで

よろしいですか。 

○服部専門委員 一任します。 

○野村分科会長 それでは、今の件は事務局の方で対応していただくということで、他の

部分につきましては御理解を賜ったものと思いますので、農業者年金基金の平成24年度業

務実績に関する評価につきましては、分科会に議決権限を委任されていることから、本案

のとおり決定することとしてよろしいでしょうか。 

 また、第２期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８月22日に開催予

定の評価委員会に本案のとおり報告してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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平成24年度及び第２期中期目標期間の業務実績に関する評価

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、農林漁業信用基金の平成24年度業務実績に

関する評価につきましては、分科会に議決権限を委任されていることから、本案のとおり

決定することとしてよろしいでしょうか。 

 また、第２期中期目標期間の業務実績に関する評価につきましては、８月22日に開催予

定の評価委員会に本案のとおり報告してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○野村分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 続きまして、水資源機構につきましては主管官庁が国土交通省であり、既に７月29日に

国土交通省、経済産業省、厚生労働省及び農林水産省の関係４省による独立行政法人評価

委員会水資源機構分科会等合同会議が開催され、平成24年度及び第２期中期目標期間の業

務実績に関する評価について審議が行われております。 

 水資源機構プロジェクトチームの権平専門委員から御説明をお願いいたします。 

○権平専門委員 それでは、平成24事業年度に係る水資源機構の業務実績、第２期中期目

標期間に係る水資源機構に関する意見につきましては、水資源機構法第42条第３項第１号

の規定に基づき、国土交通省評価委員会が評価を行う際に農林水産省、厚生労働省、経済

産業省の評価委員会の意見を聞かなければならないとされております。 

 平成24事業年度の業務実績、第２期中期目標期間の業務実績につきましては、資料11の

１ページ目と４ページ目のとおり、それぞれ７月５日に国土交通省評価委員会委員長より

意見の提出を求められました。 

 意見の提出にあたり、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、いただいた御意見をもとに最終意見として取り

まとめられました。 

 そして、平成24年度の意見は７月23日に農林水産省評価委員会委員長名で国土交通省評

価委員会委員長に提出し、第２期中期の意見は省全体の評価委員会の議決が必要ですので、

今月22日に予定されております委員会で決定後、国土交通省評価委員会委員長に提出され

る見通しでございます。 

 24年度の意見につきましては、資料11の２ページ目にございますので、「記」以下のと

ころを読み上げさせていただきます。 

 平成24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３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、年度業務及び第２期中期期間の業務実績評価が適確に行われるよう、

別紙について参考とされたい。 

 このような意見でございます。 

 ３ページ目が今、申し上げました別紙でございまして、この別紙についても読み上げさ

せていただきます。 
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○平成24年度業務は概ね年度計画通りの実績で、一部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ったと判断した。特に、渇水時

における安定的な用水供給、北部九州豪雨の際の臨機応変の対応により下流地域の洪水

軽減に貢献したこと、東日本大震災後の継続的な給水支援、利根川水系で発生したヘキ

サメチレンテトラミン流出事故での適切な対応などは優れた取り組みと評価できる。今

後も引き続き着実に業務実績を積み重ねて行くことを期待する。 

○下流自治体と緊密な連携の下で、気象変動に的確に対応している点を高く評価したい。

地球温暖化に伴い、時間雨量の急激な増加が見られるだけに、河川管理が洪水防止に果

たす役割はますます重要なものとなっており、特にきめ細かな対応とセットで行う必要

があるということを平成24年度の業務実績は物語っている。 

○平成23年度に続き、平成24年度も発生した武蔵水路改築工事現場での油流出事故は、

事故後に適切な対応が取られ水道用水供給に影響は生じなかったものの、今後は安定的、

良質な用水供給のため、水質事故の再発防止に努められたい。予定していた宿舎の処分

が予定通りに完了できなかった点も残念である。速やかに売却を進めることを期待する。 

○急速な人口増加と経済発展、気候変動・地球温暖化の影響により深刻な水資源問題を

抱える海外新興国に対して、水資源機構が有する高度な知見や技術を活用し、技術者養

成や技術支援など、積極的に取り組んでもらいたい。 

○今後とも継続的に施設の機能保全に取り組むとともに、これの実施体制の強化を図っ

てほしい。 

 また、夏や冬場の電力不足の解消に貢献する対策や震災、渇水、洪水等の多様な災害

に適時適切に対応できるよう危機管理体制の強化を検討すべきである。 

○広域な水域において、多様な受益者を対象とした利水と、流域総合管理が求められる

治水という二面の公共・公益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、ならびに時代の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、積極的に進められたい。 

 以上のような意見を、７月23日に提出いたしました。 

 続きまして、第２期中期目標期間の意見については、資料11の５ページでございますの

で、「記」以下のところを読み上げさせていただきます。 

 第２期中期目標期間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。 
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 なお、当該業務が今後も第３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、第２期中期期間の業務実績評価が適確に行われるよう、別紙につい

て参考とされたい。 

 このような意見でございます。 

 ６ページ目が今、申し上げました別紙でございまして、この別紙についても読み上げさ

せていただきます。 

○中期計画業務の達成状況は概ね計画通りの実績で、一部の項目では中期目標を上回る

実績を上げており、着実な達成状況であると判断する。特に渇水時の安定供給、洪水時

の浸水被害を回避する的確な対応、特許の取得や学会論文の受賞など、技術力の維持・

向上と技術支援の取り組みについては評価すべきと考える。 

○効率的、効果的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関係機関に対し、適

時適切な情報提供等を行うこと等により、積極的な連携を図ることが重要である。また、

中長期的には機構の業務は維持管理型が主体となってくることから、事務的経費の節減、

人件費の節減、事業費の縮減及びストックマネジメントの実施体制の強化は重要である。 

 また、震災、渇水、洪水等の多様な災害に適時適切に対応できるよう危機管理体制の

強化を図っていくことも必要である。 

 さらに、今後は業務の効率化やコストの縮減が現場のモチベーションの低下や業務の

質の低下を招かないように留意が必要である。 

○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、ならびに時代のニーズにあった技術開

発、きめ細かな利害調整の推進など、積極的に進められたい。 

 以上のような意見が、省全体の評価委員会の議決後に提出される見通しでございます。 

 なお、提出した意見につきましては評価調書案に反映され、８月28日に開催される予定

の国土交通省評価委員会で最終的な取りまとめがなされることとなっております。 

 また、関係する４省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省が一堂に会し

た合同会議が７月29日に開催され、農林水産省水資源機構プロジェクトチームから２名が

出席し、先ほど御説明いたしました農林水産省評価委員会の意見に加えて年度業務実績評

定、中期目標業務実績評定にあたりまして、プロジェクトチームがそれぞれの意見を提示

し、議論に参加したことを御報告いたします。 
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 以上で、水資源機構の平成24事業年度に係る業務実績と第２期中期目標期間に係る意見

の報告とさせていただきます。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。 

 ただいまの御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、水資源機構の平成24年度業務実績に関する

意見につきましては了解とのことでよろしいでしょうか。 

 また、第２期中期目標期間の業務実績に関する意見につきましては、８月22日に開催予

定の評価委員会に本案のとおり報告してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○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、文書課から説明をお願いいたします。 

○大臣官房文書課課長補佐 文書課課長補佐の中熊でございます。独立行政法人改革をめ

ぐる最近の情勢について、簡単に御説明させていただきます。 

 独立行政法人につきましては、民主党政権下におきまして事務・事業の見直しや制度・

組織の見直しが行われてきたところではございますが、政権交代後に、平成24年１月20日

に行われました制度・組織の見直しに関する閣議決定が当面凍結ということになっており

まして、現在政府及び与党において改めて検討が進められているという状況でございます。 

 そのような中で、独立行政法人改革の今後の方向性を示すものとしまして、６月５日に

内閣府副大臣のもとに設置されました「独立行政法人改革に関する有識者懇談会」の中間

取りまとめが公表されております。その概要を参考資料として添付させていただきました

ので、御覧ください。参考資料の１でございます。 

 このポイントを簡単に御説明させていただきます。資料の２ページ目の上段、「改革に

対する基本姿勢」という部分を御覧ください。そこの２ポツ目に、「独立行政法人制度を

維持した上で」というふうに記載をされております。この部分が、民主党政権下における

見直しとの大きな違いということになっております。民主党政権下におけます制度・組織

の見直しにおきましては、独立行政法人という制度自体が廃止ということになっておりま

したが、今回、独法制度そのものは維持した上で必要な見直しを行うとされているところ

でございます。 

 次に、２ページ目の下段、「具体的な見直しの方向性」という部分を御覧ください。ま
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ず１段目に「PDCAサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築」、２段目に「法人の内

外から業務運営を改善する仕組みの構築」、さらに４段目に「法人の事務・事業の特性を

踏まえた法人の整理と類型化」という項目がございますが、この３つにつきましては実の

ところ民主党政権下における見直しと大きな違いはございません。 

 ただ、３段目の「財政規律、報酬・給与等の見直し及び情報公開の充実」という項目に

つきましては、具体的な方策としまして自己収入の増加や経費節約へのインセンティブが

機能するような運用の見直しとか、給与水準の適正化、業績評価の給与への反映といった

独法のやる気を引き出すような内容が多少盛り込まれております。この部分が、民主党政

権下における見直しと若干トーンが違うという部分でございます。 

 なお、独法評価に関する部分といたしましては、１段目の「PDCAサイクルが機能する目

標・評価の仕組みの構築」というところに、具体的な方策としまして主務大臣自らが業績

評価を行うということにされております。これは、現行の各府省の独立行政法人評価委員

会が一次評価を行い、さらに総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、いわゆる政独

委でございますが、これが二次評価をするという仕組みを見直しまして、主務大臣に法人

の業績評価を一元するということのようでございますが、これも実は民主党政権下におい

て見直すとされていた内容と大きな違いはございません。 

 そのほかにも、この中間取りまとめにおきましては様々なことが提言されているところ

ではございますが、具体的には今後の議論を踏まえてということになりますので、まだ不

透明な部分も多うございます。そのために説明はこの程度で、一応こういう提言がなされ

ているというところにとどめておきたいと思います。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、御質問等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、続きまして事務局からお願いいたします。 

○消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 事務局でございます。 

 ６月に実施いたしました書面による審議につきまして御報告させていただきます。６月

の分科会開催につきましては、日程調整がつかず書面審議とさせていただきました。農畜

産業振興機構、農業者年金基金及び農林漁業信用基金の３法人は第２期中期目標期間が終

了したことから、積立金につきましては主務大臣が承認した金額を第３期中期目標期間の

業務の財源として繰り越すことができ、残額を国庫納付するという仕組みでございます。
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その手続は、６月30日までに行わなければならないことから企画させていただきました。 

 御審議いただきました事項につきましては、全ての委員から異存なしとの御回答をいた

だき、その旨、野村分科会長にお諮りをし、御了解を得て主務大臣への答申を行いました。

皆様方にはお忙しい中、御協力いただきまして誠にありがとうございました。以上でござ

います。 

○野村分科会長 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、これで本日の議題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、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します。 

○消費・安全局消費・安全政策課長 長時間にわたりまして御審議を賜り、誠にありがと

うございました。 

 本日の議事録につきましては、完成し次第、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、御承知おきいただ

きたいと思います。 

 今後の農業分科会についてでございますけれども、今年度から第３期中期目標期間とな

りました農畜産業振興機構、農業者年金基金及び農林漁業信用基金につきましては、現行

の評価基準の見直しを予定しております。 

 具体的な開催日程等につきましては別途調整の上、皆様方に御連絡をさせていただきま

す。 

 また、委員の方が対象となりますけれども、既に御案内しておりますとおり、第23回独

立行政法人評価委員会を８月22日、今週の木曜日に農林水産省の第３特別会議室で13時30

分から開催することとしております。会議を１週間に２回開催することになりまして、委

員の皆様方には大変御多忙中とは思いますけれども、御出席賜りますようよろしくお願い

をいたします。 

 また、本日の資料でございますけれども、卓上にそのまま残しておいていただければ、

事務局の方で後ほど郵送をさせていただきます。 

 事務局からの御連絡は、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44
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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、長時間にわたり御熱心な御審議、誠にありがとうござ

いました。 

 


