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独立行政法人評価委員会第２１回農業分科会

日時：平成１８年６月２７日（火）

会場：農林水産省飯野第４、第５、第６会議室

(イイノビル８階)

時間：１：３０～ ４：５８

議 事 次 第

１．開 会

２．議 事

第１部開会

（１）役員給与規程等の一部改正について

（２）平成１７年度業務実績の概要及び中期目標期間を終了した法人の中期目標期間の業務実

績の概要等について

（３）平成１７年度の財務諸表について

（４）繰越積立金の処分について

休憩

第２部開会

（１）役員給与規程等の一部改正について

（２）独立行政法人評価基準等の見直しについて

（３）平成１７年度業務実績の概要について

（４）水資源機構の平成１７年度評価基準及び業務実績の概要について

（５）短期借入金の借換の報告について

① 農畜産業振興機構

② 農林漁業信用基金

（６）農林漁業信用基金の長期借入金の入札結果の報告について

（７）中期目標期間終了時の見直しについて
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３．閉 会
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午後 １時３０分 開会

○松本分科会長 皆さん、こんにちは。

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21回農業分科

会を開催いたします。

本日の議長を務めさせていただきます松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員、臨時委員並びに専門委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。

さて、本日の会合でございますが、委員及び臨時委員の計12名のうち現時点で８名にご出席

を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、こ

こにご報告申し上げます。

それでは、事務局から新たに任命されました委員の紹介、それと議事の進め方並びにお手元

に配られました配付資料の確認について、説明をお願いいたします。

○生産局総務課長 生産局総務課長の實重でございます。よろしくお願いいたします。

初めに、本年度新たにご就任いただきました委員のご紹介をさせていただきます。

鱈場専門委員でございます。戸澤専門委員でございます。それから、本日ご都合により、ご

欠席でございますけれども、森田臨時委員、長村専門委員にもご就任いただいております。資

料の最後に参考資料３というのがございまして、新しいプロジェクトチームのメンバー表をつ

けておりますので、ごらんいただければと思っております。

次に、本日の議事の進め方でございますが、二部構成としております。

まず、第１部につきましては、農林水産消費技術センター、種苗管理センター、家畜改良セ

ンター、肥飼料検査所、農薬検査所、農業者大学校の６法人の議題をご審議いただきます。

休憩を挟みまして第２部につきましては、農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業

信用基金、水資源機構の４法人の議題をご審議いただくことといたしますので、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ご確認をお願いいたします。冒頭に議事次第、そ

れから配付資料一覧があると存じますが、次に資料１として農業分科会の委員名簿、その後に

第１部資料として、資料２－１から２－６がございます。資料３－１から３－６、資料４、資

料５－１から５－７、資料６ということで大部でございますけれども、配付させていただいて

おります。
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次に、黄色の色紙を挟みまして第２部の資料といたしまして、資料７－１から７－３、資料

８－１から８－２、資料９－１から９－３、資料10、資料11－１から11－２、資料12、資料13

－１から13－２がございまして、さらに水色の用紙を挟みまして参考資料ということで、参考

資料１から３をセットさせていただいております。それから、次回分科会の日程調整表もあわ

せて配付させていただいております。

なお、本日は、事前送付させていただいたものから差しかえまたは追加になったもののみ卓

上に配付させていただいております。早目においでいただきました委員におかれましては確認

いただいているかと思いますが、差しかえなど資料一覧を配付してございますので、ご覧いた

だきたいと思います。資料に不足などがございましたら、いつでもお申し出いただければと思

っております。資料の方はよろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。

○松本分科会長 それでは早速でございますが、本日の１つ目の議題に入りたいと思います。

１つ目の議題は、役員給与規程等の一部改正についてでございます。事務局より説明をお願

いいたします。

なお、本日は非常に議題が多くなっておりますことから、まことに申しわけございませんが、

説明はなるべく簡潔にお願いいたします。

○生産局総務課課長補佐 生産局総務課におります二木と申します。よろしくお願いします。

役員給与規程等につきましては、通則法に基づきまして各法人が定め、主務大臣に届け出る

という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、これを評価委員会に通知し、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。資料の２－２をお開き願います。資料の２－２から資料

２－６につきましては、各法人ごとに農林水産大臣からの諮問文の写し、あるいは法人から役

員給与規程等の改正についての届け出、あるいは給与規程等をつけております。

具体的な変更の内容ですが、資料が戻りまして申しわけございませんが資料２－１でござい

ます。変更の背景でございますが、国家公務員は昨年の８月15日に人事院の勧告を受けまして、

一般職の職員の給与に関する法律が改正されているところであります。独立行政法人の役員の

給与は、通則法におきまして国家公務員の給与等を考慮して法人が定めるということになって

おります。この関係で４月１日付で役員給与規程等の変更がなされたということで届け出がさ

れているということでございます。

主な改正点ですが、各法人が人事院勧告に沿いまして国の措置に準拠したということであり

ます。本年は、一般職の職員の給与に関する法律におきまして、地場賃金の適正な反映、ある
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いは年功的な給与上昇の抑制という観点から （１）の①の役員の給与本俸につきましては、、

片括弧書きにあります５法人が第１部の法人でございますが、人事院勧告に準拠いたしまして

平均で6.7％の減としてございます。なお、変更前の給与水準に達するまでの間は変更前の給

与を支給するということとしております。②の役員給与手当につきましては、民間賃金の地域

格差が適切に反映されるように現行の調整手当にかえまして地域手当に変更してございまして、

支給割合の見直しを行っております。

また（２）の退職手当につきましても、それぞれ人事院勧告に準拠しまして各法人におい

て改正を行ったということでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの役員給与規程等の一部改正

について、ご意見、ご質問をちょうだいしたいと思います。どうぞ、ございませんか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、特段の意見もございませんので、役員給与規程等の一部改正につ

いては、当分科会といたしましては「異議なし」との意見としてよろしゅうございますか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○松本分科会長 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。

それでは、次の議題に移ります。

平成17年度業務実績の概要並びに中期目標期間を終了した法人の中期目標期間の業務実績の

概要についてでございます。

それでは事務局からご説明をお願いします。

○生産局総務課課長補佐 ご説明申し上げます。

独立行政法人は、通則法におきまして「各事業年度における業務の実績について、評価委員

会の評価を受けなければならない」とされております。このため、本日の分科会におきまして、

あらかじめ17年度の業務実績の概要について報告、説明させていただき、おおむねのご理解を

いただきました上でプロジェクトチームごとに昨年同様、評価作業を進めさせていただきたい

と考えております。なお、農業者大学校につきましては、評価シートの一部変更をしたいと考

えておりますので、これについても本日説明させていただきます。

また、中期目標期間を終了した法人につきましては、通則法におきまして「中期目標期間に

おける業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない」とされております。

このため、中期目標期間の業務実績についても本日の分科会におきまして、あらかじめ概要に
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ついて報告、説明をさせていただきまして、おおむねのご理解をいただきました上で17年度の

業務実績と同様に評価作業を進めていただきたいと考えております。

なお、この中期目標期間の業務実績の評価につきましては、分科会に議決権が委任されてい

ないということがございまして、８月下旬に開催予定の独法評価委員会において最終的な議決

を行うことを予定しております。

また、中期目標期間の業務実績の評価に係る評価シートにつきましては、資料３の各法人の

資料の最後に案として添付させていただいておりますが、これにつきましては年度評価の業務

実績評価シートをもとに、中期目標期間である５カ年間分を取りまとめた評価シートとして作

成したものでございます。

以上です。

○松本分科会長 ありがとうございました。それでは、各法人から業務実績の概要について説

明をいただきたいと思います。全法人について説明が終わった後に質疑応答の時間を設けてご

ざいますので、よろしくお願いします。なお、ご説明は極力簡単にお願いし、今日は先ほどご

案内がありましたように非常にたくさんの審議がございますので、ご説明は極力簡単に、１法

人当たり５分以内とさせていただきたいと思います。

それでは、まず農林水産消費技術センターについてお願いいたします。

○農林水産消費技術センター 農林水産消費技術センターの戸谷でございます。それでは説明

させていただきます。

資料は、お手元の３－１でございます。時間が限られておりますので、資料の５ページに第

１期の中期目標期間の業務実績の概要を中心に17年度の業務実績も含めましてご説明をさせて

いただきます。

まず、５ページの業務運営の効率化でございます。

これについては、センターは科学的な手法によって表示の真正性を確認するための検査、あ

るいは食品中の有害物質の分析の検査を行っておりますが、これらの検査分析時間の迅速化を

図るために、具体的には、従来から表示の基準が定められている加工食品55品目についての分

析法の見直しを行い、５年間の中期目標の10％を超える12.9％の削減を達成しております。ま

た、国の行うリスク管理のための残留農薬の分析検査につきましても、分析法の改良を行い、

５年間で中期目標の10％を超える15.5％を達成しております。

それから、検査の基盤となります検査技術の実用化のために、外部の有識者を含めました委

員会で、緊急性や必要性の高い調査研究課題を選定いたしまして、表にございますような、産
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地あるいは品種の判別技術、あるいは遺伝子組換え食品の検知技術、あるいは微量物質の分析

技術といった課題を中心に実施をしております。

情報提供の迅速化につきましては、表にございますようなホームページ、あるいはメールマ

ガジンの更新、配信の効率化を努めまして、アクセス件数、配信数とも当初より大幅に増加を

いたしました。

なお、大変恐縮でございますが、この表の平成13年度のメールマガジンの配信回数及び延

べ配信数が、それぞれバーになっておりますが、平成13年度に１回配信し、延べ配信数が187

となっておりますので、大変恐縮ですがご修正いただければと思います。

続きまして、業務の質の向上でございます。

食品の表示の監視業務につきましては、表にございますような市販品の買上検査を実施し、

検査の結果あるいは食品表示110番などを通じて不適正な事案が見つかった場合には、農林水

産省と連携して所要の指導等を実施をしております。

表の中で、平成17年度の生鮮食品の計画が実績と大きく異なっておりますけれども、これは

注釈にございますように、農林水産省と連携して特別調査を実施したことによるものです。

続きまして、登録認定機関の監査等でございますが、まず、登録認定機関等の登録時の調査

については30業務日以内に農林水産省に報告することが目標とされており、平成15年度以降い

ずれも30日以内に報告をしております。また、登録後の登録認定機関の監査を毎年全対象機関

に対して実施をしております。

なお、平成17年度の監査実施件数が若干減っておりますけれども、これは農林水産省とも協

議をいたしまして、改正ＪＡＳ法に基づく登録審査のための調査を優先することといたしまし

たので、対象機関数が減ったことによるものです。

続きまして、立入検査でございますけれども、センターではＪＡＳ法の規定に基づく大臣の

指示による立入検査を、また農林水産省や県からの要請によって任意調査を実施しており、平

成17年度は両方合わせて327件、454業者に対する立入検査等を行っております。

なお、立入検査の結果はいずれも平成16年度からすべて目標の３日以内に農林水産省に報告

をしております。

それから、ＪＡＳ規格の見直し等の業務でございます。これは、規格の見直しに対する消費

者、事業者等へのアンケートやヒアリング、また品質実態や国際規格との整合性の確認等を行

いまして、規格見直しの意見書を農林水産省に提出をしております。

なお、平成17年度からＪＡＳ規格の分析法の妥当性の確認調査を規格の見直しとあわせて実
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施をしております。

続きまして、リスク管理のための検査につきましては、表にございますように残留農薬、か

び毒等の分析検査を行っており、また、コーデックス等で基準値の設定が審議されている、例

えば重金属、かび毒などについての食品中の含有量の実態調査を実施しております。最近では、

年間におおむね5,000件前後の検査を実施しております。

それから、情報提供に関しては表にございますように、企業相談あるいは消費者相談を行っ

ております。平成17年度は特に企業相談の件数が増えておりますけれども、これは平成18年10

月から加工食品の原料・原産地表示の義務化の拡大や平成17年３月からの改正ＪＡＳ法の施行

といった制度関係の相談が増えたことが考えられます。また、消費者相談も若干減っておりま

すが、これは注釈にもありますように、具体的な他の機関との役割分担の明確化、あるいは講

演や展示内容の質の向上を図るため、講師派遣あるいは消費生活展への参加などを絞り込んだ

ことにより、出先で受け付ける相談件数が減ったことが考えられます。

そのほか、次のページで掲げている講習会、あるいは各種の情報提供業務を実施しておりま

す。

なお、各情報提供についての効果測定につきましては５年間平均で4.2、毎年目標の3.5を上

回ったということで、顧客満足度の目標を達成しております。

そのほか、国際関係業務につきましては、ＩＳＯ／ＴＣ34という食品関係の国内審議団体と

して、ＩＳＯ規格に我が国の意見を反映させるための国内意見の取りまとめや投票を行ってお

ります。また、コーデックス規格の作成に我が国の実態を的確に反映させるため、コーデック

ス分析サンプリング部会等にセンターの職員を派遣しております。

そのほか、平成17年度は緊急調査として、遺伝子組換え体のとうもろこしＢｔ10についての

緊急調査を農林水産大臣からの要請に基づきまして実施をしております。

財務内容に関しては表のとおりでございます。運営費交付金の金額は若干変動しております

が、これは主として退職金の見積りと執行額の差などから繰越額に変動が出たものであり、業

務経費あるいは一般管理費については毎年削減を図っております。

あと、センターの平成18年４月１日の現在員は498人で、中期目標期間における定員の合理

化減については達成をしたところでございます。

最後に、センターでは検査分析を行う機関としてデータの信頼性を確保するため、品質管理

を適正に実施する体制を構築いたしまして、独立行政法人として初めて分析試験所の能力に関

する国際基準であるＩＳＯ／ＩＥＣ17025の認定を平成18年３月に取得をしたところでござい
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ます。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に種苗管理センターからお願いいたします。

○種苗管理センター理事長 種苗管理センターの野村でございます。

資料３－２、差しかえの方でお願いいたします。基本的なところは変わってございませんが、

細かな字句を変更しております。

第１期中期目標期間の業務実績概要を使わせていただきまして、17年度実績とあわせてご説

明したいと思います。

まず、５ページの第１の業務運営の効率化でございますが、種苗管理センターは、ご案内の

ように大きく分けて１の栽培試験、２の種苗検査、３の原原種生産の３つの業務と、そして関

連業務といたしまして調査研究、それから栄養体遺伝資源の保存、増殖を行っております。

栽培試験でございますが （１）にありますように国有財産の効率的利用の観点から、都市、

部にありました関西農場を売却いたしまして、笠岡干拓に用地を取得しまして、西日本農場を

15年４月に開場しております。

それから、担当植物の集約化ということで、栽培試験実施農場ごとの担当植物の専門化を進

め、あわせて16年度の実績といたしまして嬬恋農場の専任係、そして17年度は北海道中央農場

の専任係をそれぞれ廃止しております。

それから、栽培試験の実施の合理化ということでデータベースの構築、あるいは17年４月に

本所の栽培試験関係課の再編、さらには、今年の２月でございますが栽培試験の一部について

新たに公募を実施するということを行って、合理化を図っております。

それから、栽培試験後の結果報告の迅速化でございますが、電子システム化、あるいは試験

、の検定を農場で完結させるということ等によりまして、期初の324日から大幅に短縮しまして

約半分の172日に短縮しております。

それから、２番目の種苗検査でございます。私どもは、ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）の認

証機関になっておりますが、毎年のレフリーテストを受験する、あるいはＩＳＴＡの技術書を

翻訳して職員に周知徹底等を図って、能力向上を図っております。

それから、３番目の原原種の生産であります。まず、バレイショにつきましては大規模少品

種生産農場、あるいは小規模多品種生産農場等の役割分担の明確化等々によりまして、次の６

ページでございますが、品種数が増加する、かつ配布数量は減少するという中にありまして、
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期初に対してバレイショの１反当たりの原原種生産コストは、わずかでございますが減少させ

ております。

それから、培養系を活用した増殖効率の高い新技術体系の導入に向けまして実証試験を行っ

ておりまして、この成果を踏まえて第２期の現在、その導入を目指しているところでございま

す。

（２）の茶原種生産でございますが、これにつきましては18年度をもって生産・配布を終了

するということで関係者との協議を了しております。

（３）のサトウキビであります。サトウキビの側枝苗の効率的な増殖方法につきまして検討

しまして、17年度にその手引書を作成しております。

それから、これらを通じまして６の業務運営でございますが、一般競争を原則とする契約、

あるいは一括またはブロック購入の活用等々によりまして （２）に書いてございますが、人、

件費を除く運営費交付金の行う事業につきまして、毎年度目標の１％以上の抑制を達成しまし

て、期初に対して6.6％の抑制となっております。

次に、第２のサービスその他業務の質の向上でございます。

栽培試験に関しましては、期初の栽培試験実施件数398点から17年度では54％増の613点とい

うことで、実施点数、実施体制を拡大しております。

それから、試験の対象植物につきましても、毎年度２種類の目標を達成いたしまして、期中

において目標を大幅に上回る21種類の植物について拡大しております。

７ページをお願いいたします。また、マニュアルにつきましても目標を達成しております。

オでございますが、種類別の審査基準案の作成の推進につきまして、これも目標を達成し、

期中におきまして目標を大幅に上回る91種類の基準案を作成、また、その作成期間も期初では

２年３カ月かかっていたものを、期末の17年度ではその３分の１の９カ月に短縮しております。

それから、新しい業務といたしまして （２）の育成者権保護対策でございます。平成15年、

の種苗法の改正等により育成者権の保護の強化等に対応しまして、15年７月から品種類似性試

験を開始しております。また、イに書いてございますように、17年４月には品種保護Ｇメン

（品種保護対策官）を新設いたしまして、本所及び西日本農場に４名配置して活動しておりま

す。

それから、２番目の種苗の検査であります。検査の迅速化ということで、17年度末におきま

しては、すべての検査件数について検査依頼から50日以内ということで、目標を達成しており

ます。また、検査項目の拡大につきましても、種子伝染性病害検査を中心にしまして、12病害
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に拡大しております。また、指定種苗の集取、立入検査等につきましても農林水産省の指示ど

おりにやっております。

８ページをお願いします。３の原原種生産についてでございますが、これらにつきましては

毎年ほぼ需要に見合った生産配布を実施し （２）にありますように原原種等の無病性あるい、

は品質の維持向上につきましては、すべて目標を達成しております （３）ユーザーの満足度。

評価につきましても、５段階評価の４以上をほぼ達成しているということでございます。

あと、５の国際対応でございますが、種苗管理センターの職員が種苗の専門家といたしまし

て、ＵＰＯＶ等の国際会議に出席いたしまして、審査基準の国際統一等の議論に参画しており

ます。

また、９ページの上にありますように、研修受け入れも延べ45カ国、47名の研修員を受け入

れております。

第４のその他でございますが、重要な財産の処分といたしまして、先ほど申し上げました関

西農場の売却、それから15年度に了解いただきました十勝農場の資料展示館の譲渡、それから

16年度に了解いただきました北海道中央農場の敷地の自転車専用道としての譲渡を行っており

ます。

それから、２の職員の人事に関する計画につきましては、17年度２名の削減を行いまして、

全体として計画期間中７名の削減を行いまして、目標を達成しております。

以上、おおむね計画どおりの実績を上げられたものと考えております。

なお、資料５－３につきましても変更しておりまして、変更の主なポイントは消費税の額の

確定によりまして、消費税が１万1,100円ほど安くなったということで、当期未処分利益がそ

の分１万1,100円ほどふえております。あわせまして、６月16日の財務諸表ヒアリングのとき

に德江委員、それから渡辺専門委員からご指摘を受けました国民１人当たり行政サービス実施

コストにつきましては、添付資料の事業報告書の48ページに参考として27.1円ということで記

載しております。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に家畜改良センターからお願いいたします。

○家畜改良センター理事長 家畜改良センターの木下でございます。

資料の３－３でございます。17年度の資料から説明させていただきたいと思います。

最初の業務対象の重点化のところにつきましては、①の家畜の改良増殖で、これは対象畜



- 12 -

種を重点化いたしまして、乳用牛につきましてはジャージー種の繋養を中止し、ホルスタイン

種に重点化いたしました。めん羊につきましては、民間における種畜供給体制を構築し、種畜

供給業務を中止いたしました。

飼料作物種苗につきましては、増殖対象品種を５年間で10％削減の目標でございますが、1

2年度から17年度で16.9％の削減ということで、目標を達成しております。

それから、業務実施の効率化につきましては、財務分析、生産物コストの試算等を行って

おりまして、生産物コストの試算につきましては、飼料作物種苗の生産コストの試算に加えま

して、新たに鶏の種卵の生産コストの試算を行って、経費節減に資するための検討を行いまし

た。

また、一部の飼料生産業務の外部化につきましても、各種圃場の業務をコントラクター組

織に委託をしたところでございます。

２ページをお願いします。家畜の改良につきましては、乳用牛につきまして国際的な種雄

牛の評価機関でありますインターブルの日本の代表機関といたしまして、これに参画をいたし

まして、我が国の種雄牛の成績が世界のトップレベル、上位100頭のうち３分の１程度を日本

が占めるということを証明いたしております。それから、アメリカのＢＳＥ発生が15年12月で

ございますが、それによりましてアメリカからの生体輸入が停止となりまして、種雄牛の確保

が困難となりまして、私ども家畜改良センターから種雄牛を民間の人工授精事業体に配布をい

たしまして、国内における後代検定の円滑に資したところでございます。後代検定におきまし

ても、センター所有牛が６頭選抜をされました。

それから、肉用牛につきましても、広域後代検定参加県20県の検定種雄牛についての遺伝

的能力評価を行いました。後代検定におきましては、センター所有牛が新たに７頭選抜された

ところでございます。

飼料作物種苗の増殖につきましてでございます。②のところの種苗検査の実施のところで

ございますが、目標10日を７日に削減するということでございますが、５日まで削減をいたし

たところでございます。

調査研究につきましては、３ページ目でございますが、遺伝子育種技術につきまして、①

のところでございますが、乳用牛につきましては乳房炎の抵抗性に関する遺伝子、肉用牛につ

きましては筋肉中の脂肪酸組成、豚につきましても筋肉内脂肪の含量、鶏につきましてもウィ

ルス性抗性などにつきまして、ＤＮＡマーカーの分析によりまして遺伝子の存在領域を絞り込

みまして、候補遺伝子を解析したところでございます。
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③の繁殖関連技術につきましては、豚の受精卵移植技術につきまして、超低温保存技術に

関する手法を開発し、特許出願中でございます。それから体細胞クローン牛の正常性及び相似

性に関する調査を引き続き実施をいたしました。

４の講習及び指導についてでございます。４ページでございますが、国内の研修につきま

しては中央畜産研修、個別研修などを行っているところでございます。

海外技術協力につきましては、職員を海外に派遣するとともに、海外からの研修生を受け

入れて実施をしているところでございます。

牛の個体識別関係でございますが、これにつきまして牛個体識別台帳、①の法律に基づく

事務でございますが、牛の個体識別台帳の作成・保存・公表を行いまして、現在1,000万頭以

上のデータベースを構築しているところでございます。

②の消費者による検索に対応したシステムでございますが、１日当たりの検索件数が平日

で10万件、最も多い日には16万件に達する右上がりで増加をしております。それから、新たに

17年度におきましては、携帯電話による検索サービスも開始をいたしたところでございます。

ＢＳＥの関連牛等について、農水省から指示がございましたときに検索をいたしておりま

すが、15年度は２～３日かかっておりましたが、17年度は１時間から３時間というふうに大幅

な短縮を実現しております。

他機関との連携につきましては、未利用地における放牧推進ということで、国、県等と連

携をいたしまして、未利用地における肉用牛放牧の実証展示を行っております。

自給飼料増産推進ではトウモロコシの栽培裁断型ロールベーラ等の現地研修会を実施いた

しました。

台風被災地における牧草提供ということで、宮崎と熊本県に提供いたしました。

財務内容の改善につきましては、５ページ目でございますが、特に受託収入と自己収入の

ところが表にございますけれども、予算額４億円に対しまして、収納額の実績10億円というこ

とで、自己収入の拡大に努力をしたところでございます。

物件費の支出の減につきましては、1.2％の削減に努めたところでございます。

７ページからは中期目標期間でございます。17年度に書いてあることと異なっているとこ

ろだけ簡単にご説明をいたします。

８ページ目のところの、乳用牛の最初のインターブル、これは15年度から参加をいたしま

した。このことによりまして、我が国の種雄牛がトップレベルであることが証明されたという

ことが大きな成果だというふうに思っております。
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９ページ目のところの調査研究でございます。最初の遺伝子育種関係で、ここに５つほど

書いてございますけれども、乳牛の横隔膜筋症を初め色々な遺伝子の解析をいたしまして、特

許取得等を行っているところでございます。

９ページ目のところからですけれども、研修関係では、上のところの②、③でございます

が、技術の普及指導あるいは国内研修で参加者が１万名を超える実績を行っているところでご

ざいます。

５の牛の個体識別でございますけれども、これにつきましては先ほど申し上げました1,000

万頭のデータベースを構築するとともに、色々な消費者に対する検索への対応等を実施したと

ころでございます。

時間がありませんので、以上で説明を終わらせていただきます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

○肥飼料検査所理事長 肥飼料検査所の上原でございます。

肥飼料検査所の平成17年度及び中期目標期間における業務実績の概要について、ご説明申し

上げます。まず、資料の３－４の１ページから７ページに基づきまして、平成17年度業務実績

概要について説明いたします。

最初に、平成17年度の肥料の登録等の申請に関する調査につきましては、職員１人当たり

の調査件数を過去に比べて50％ほど増加させ、また、汚泥肥料等の立入検査件数は平成12年度

、に比較し167％と大きく増加させ、安全性の確保の充実を図りました。特記すべきものとして

牛の脊柱等が含まれていないかどうかの肥料の製造基準の確認検査を14件実施しております。

次に、飼料関係につきましては、有害物質、病原微生物の基準・規格適合検査として１万2,

000点以上を実施し、また飼料中の肉骨粉等の分析鑑定について600検体実施いたしました。特

記事項といたしましては、安全性未承認の遺伝子組み換え体トウモロコシＢｔ10につきまして

緊急に全船検査を実施し、Ｂｔ10の流通を阻止し、飼料の安全を確保することができました。

さらに、業務運営の改善につきましては前年度決算比で3.2％経費を抑制し、効率的な運営に

努めました。

以上、平成17年度の実績概要でございます。

なお、詳しくは資料のとおりでございます。

続きまして、資料３－４の８ページから22ページに基づきまして、中期目標期間における

業務実績の概要についてご説明申し上げます。

平成13年度から平成17年度の中期目標期間中には、平成13年のＢＳＥの発生、平成15年の
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食品安全基本法の施行など、国民の食の安全・安心にかかわる大きな変化がございました。肥

飼料検査所の中期目標計画も、これに対応して３度改正されております。肥飼料検査所は、独

立行政法人設立当初の目標に加え、新たに加わった肥料・飼料等の安全性の確保にかかわる目

標にも積極的に取り組み、総合的には中期目標を十分達成したものと考えております。

まず、業務運営の効率化についてですが、基本的に各業務の質を確保充実し、さらに迅速

化などを図ってまいりました。

最初に、肥料関係業務についてですが、データベースの活用や最新の分析、鑑定手法の導

入等により効率化を図っております。立入検査の収去品の検査につきましても、従来からの検

査対象肥料の分析成分点数と収去点数を削減し、一方、有害成分を含有するおそれがある汚泥

肥料等に関して、立入検査件数と収去件数を大きく増加させ、肥料の安全性の確保の充実を図

りました。特記事項といたしましては、平成16年度には有害物質に汚染された肥料の広域流通

を未然に防止するなど、安全性にかかわる検査の迅速な対応を実施してまいりました。

次に、飼料関係業務についてですが、分析法の改良、分析技術の高度化による分析業務効

率化により、労働時間当たりの試験点数について、中期目標の５％増を達成しております。

続きまして、国民に提供するサービスの質の向上についてですが、基本的に各業務の質を

確保しつつ、さらに情報提供の充実などを図ってまいりました。例えば、飼料関係業務ですが、

目標に掲げられた業務の質の確保と検査における一斉分析法の開発、実用化等によりまして、

中期目標期間中に毎年１万点以上のモニタリング検査を実施し、中期目標を達成しております。

また、多くの調査研究課題、農林水産省からの指示、要請による緊急課題にも適切に対応

しております。特に、17年度はさきに述べましたように安全性未承認の遺伝子組み換え体トウ

モロコシＢｔ10についての緊急検査に総力を挙げて取り組むとともに、未承認の遺伝子組み換

え体トウモロコシの混入に対する検査法を確立しました。

一方、ＢＳＥ発生防止の観点から、飼料中の牛由来たんぱく質の検査法などを開発し、一

部の成果につきましては、特許を申請しております。

さらに、財務内容の改善におきましては、事務の効率化を推進することで経費の節減を図

るとともに、業務が効率的に運用できるよう資金配分を適切に行いました。

以上で、説明を終わります。

○松本分科会長 どうもありがとうございました。

それでは次に、農薬検査所からお願いいたします。

○農薬検査所理事長 農薬検査所の山口でございます。
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平成17年度及び第１期中期目標期間の業務実績概要についてご説明申し上げます。資料は

３－５でございます。

まず、17年度業務実績概要でございますが、前文に農薬取締法改正に伴う経過措置が切れ

る直前の駆け込み申請に協力したこと、それから残留農薬のポジティブリスト制導入を控えて

の技術的支援業務が多かったことなど、今期の情勢を説明してございます。

まず、｢第１ 業務運営の効率化｣の農薬の検査でございますが、17年度の検査指示は3,288

件、前年度比42％増でございまして、これは前述の経過措置と農薬の総使用回数調整のためで

ございます。このうち、登録に際して基準を設定する必要のあるもの23件につきましては検査

、を終了いたしました。基準設定不要のものは1,920件、これは前年度比85％増でございますが

その検査を終了いたしました。しかし、これらの平均処理時間は基準設定必要農薬で目標の11.

6カ月に対しまして15カ月、それから基準設定不要農薬で目標5.5カ月に対して6.3カ月といず

れも目標を達成できませんでした。これは、農薬リスク評価体制の変更に伴う影響が17年度に

出ましたものでございまして、特に基準設定を要する農薬につきましては、従来の検査期間算

定ルールでは除外されないパブリックコメントとＷＴＯ通報等の事務処理に時間がかかったこ

とから、私ども農薬検査所以外の事務処理の影響が大きく影響したものでございます。ちなみ

に、今お話ししました事務処理の影響を除きますと、検査所内部での処理期間は10.4カ月と推

定されますので、基準をクリアしているわけでございます。なお、基準不要農薬の遅れにつき

ましては、農薬の総使用回数の調整作業、それから検査項目が17年度から従来の50件から61件

と大幅に増えたということが影響したわけでございます。

２ページ目には、ＧＬＰや経費抑制など、その他の効率化事項について目標を達成したこ

とを報告してございます。

その下、中ほどから｢第２ 国民に対して提供するサービスの向上｣でございますが、第１

に農薬の検査がございます。これは今説明いたしました農薬登録検査に関する平均時間の算出

に用いたデータを、検査に要した処理時間の分布で見たものでございますが、大半を占める基

準設定不要農薬について目標の11カ月以内に処理いたしたものの割合は94％でございました。

以下、３ページから登録検査に附帯する業務といたしまして(１)から(10)までございます

が、(１)のＧＬＰ適合確認の数値目標は達成しておりますし、その他、数値目標が定められて

いない業務についても着実に実施したところでございます。

４ページ中ほどの｢３ 農薬取締法の規定に基づく農薬の取扱及び立入検査｣につきまして

も、いずれも目標期間内に大臣に結果報告をいたしております。
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財務内容の改善につきましては、17年度は中期目標期間の最終年でありましたために、運

営交付金の精算処理をいたしました。この結果、当期剰余金として１億100万円を計上いたし

ました。

引き続きまして、第１期中期目標期間の業務内容をご説明いたします。６ページの中ほど

からでございますが、農薬の検査期間について整理してございます。基準設定の必要な115件

につきましては、平均検査期間10.9カ月で目標を達成いたしました。また、基準設定不要の7,

163件につきましては5.7カ月で、わずかに目標を達成することができませんでした。

このほか、附帯業務につきましては目標を達成したと考えておりますが、特に８ページ中

ほどに報告してございます調査研究２題は、いずれも登録検査に直結する成果が得られたもの

と考えております。

なお、９ページ６の国際調和では、ＯＥＣＤを中心に29件の国際会議に職員を派遣いたし

まして、専門的知見を生かして議論に貢献いたしました。

このほか、10ページ下に記しました立入検査ですが、315製造所に立ち入ったほか、今期大

きな問題となりました無登録農薬取り締まりのために150件ほどの販売者、使用者にも立ち入

り、あるいは分析をし、農薬の適正流通に寄与したところでございます。

以上、第１期５カ年の業務登録検査期間で若干目標未達成のところがございますが、全体

として効率的でサービスの質も向上した業務運営を行えたというふうに考えております。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは次に、農業者大学校からお願いいたします。

○農業者大学校 農業者大学校の安藤でございます。

資料３－６をごらんいただきたいと思います。

まず、平成17年度業務実績でございますが、業務運営の効率化、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、財務内容の改善等につきまして、引き続き実施してまいりま

した。

１ページ目の第２のところの１でございますが、募集活動としまして、17年度は実務経験

者のみを対象にした学生募集を行いました。学生確保数は３名でありましたけれども、入学予

定者17名を加えまして、18年度入学者は20名となりました。

それから （２）の就農意欲の醸成でございますが、２ページを見ていただきたいと思いま、

すが、17年度卒業生は22名、うち21名が就農をいたしました。
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それから、２の果樹研修に関してでございますけれども、果樹研修につきましては17年度

で廃止されることから募集活動を停止いたしました。

就農意欲の醸成に関しましては、修了生９名中８名が就農いたしました。

それから、３ページの第４その他のところでございますが、１の施設及び設備に関する計

画のところで、アスベスト飛散防止処理工事を行っております。

続きまして、７ページをごらんいただきたいと思います。中期目標期間の業務実績の概要

でございますが、業務運営の効率化につきましては、教育・研修時間当たりコストを低減しま

して、効率化を図ってまいりました。

（３）のところにございますけれども、14年度から16年度については１％抑制を達成して

おります。14年度1.1、15年度2.8、16年度12.6、17年度につきましては17.7％増になっており

ますが、これは果樹農業研修所の廃止に伴う経費を要したためでございます。

続きまして、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でございますが、８

ページをごらんいただきたいと思います。

募集活動につきましては、５年間で長期農業者教育につきましては確保目標の40％から70

％でした。17年度は農業実務経験者のみの募集で、確保目標を５名としたわけですが、この件

につきましては後で淵野委員から説明をいただきます。

それから、就農意欲の醸成では、５年間で95％就農を達成しております。

それから、内容の改善では、15年度入学生から新しい教育課程を行って、実施してまいり

ました。

２の果樹農業に関する研修でございますが、募集活動は確保目標の20％から50％にとどま

りました。

意欲の醸成ということでは、５年間で９ページの一番上にございますけれども、92％に達

することができました。

それから、３の教育の質の向上に関する附帯業務につきましては、実態調査あるいは卒業

生を対象とした研究集会を実施してきております。関係機関への情報提供としては、大地の教

育を創刊し、５号まで発行をいたしました。そのほか、卒業生の特色ある経営及び成果につい

ては、現地公開講座を毎年度実施してまいりました。

第３の財務内容の改善でございますけれども、効率的な業務運営に資するため、施設設備

費を除く支出決算額で8,372万3,000円節減いたしました。17年度末の剰余金は3,794万5,000円

であり、積立金としました。
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10ページでございますが、２の職員の人事に関する計画では、業務の効率化、業務分担の

見直し等を行いまして、人員の抑制を図りました。17年度末の常勤職員数は38名であり、期初

の常勤職員数43名に対し88％となりました。

以上でございます。

○松本分科会長 続いて、どうぞ。

○淵野委員 農業者大学校の評価基準指標の変更（案）についてご説明いたします。

ページ５のシートをごらんください。アンダーラインの部分でございます。学生確保の目

標数値の変更ということでございます。ご承知のとおり、農業者大学校については平成16年12

月24日の行革推進本部の決定を受けまして、17年度に高等学校卒業見込み者等の募集を停止し

ておりまして、学生確保は農業実務経験者のみとしたところでございます。

シートのとおり、募集定員については現行では高等学校卒業見込み者等を毎年45名とし、

そのうち農業実務経験者の入学希望者枠を５名としておりましたけれども、そういう事情で確

保目標については農業実務経験者５名にするということでございまして、学生確保状況の指標

２のところを確保目標５名という変更でございます。アンダーラインの部分、現行の入学予定

者の実務経験開始者の部分を削除するという案でございます。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの法人の説明に対して、ご意見あるいは質問に入りたいと思います。

どうぞ、質問、ご意見のある方お願いいたします。ございませんか。

家畜改良センターに対する極めて簡単な質問でございますが、このインターブルの遺伝的

能力評価というのは、優良形質が遺伝する能力が非常に高いということを意味しているんでし

ょうか。

○家畜改良センター理事長 そうです。乳量とか乳脂肪、乳タンパクとか、そういう経済形質

を評価して、遺伝的な能力が高いか低いかというのを国際的に比較をするものでございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

ほかはございませんか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 なければ、それでは今後17年度の業務実績の評価、中期目標期間における業

務実績の評価につきましては、各プロジェクトチーム（ＰＴ）ごとで作業を進めていただきた

いと思います。
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それでは次に、平成17年度の財務諸表についてでございます。まず、財務内容の改善及び業

務運営の効率化等に資する評価について、文書課より説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 文書課の寺本でございます。よろしくお願いいたします。

資料の４でございます。昨年の８月23日に開催いたしました農業分科会におきまして、平成

16年度の財務諸表に対する意見として２つの意見がございました。１つは、財務諸表の記載に

ついて、独法会計基準とその解釈の上から明らかにされていない部分があり、それについては

検討課題とするということ。もう一つは、総務省の政・独委から示されております平成16年度

業務実績評価の結果における関心事項というものがありまして、それを踏まえ評価委員が十分

評価できるとともに、国民に対して説明責任を十分に果たすことができる仕組み等を17年度中

に構築するよう努力されたい、ということでございました。これらの指摘を踏まえまして、本

年２月に德江委員、各ＰＴ事務局、各法人の財務担当者を交えまして意見交換を行い、それを

取りまとめたものがこの資料４でございます。

具体的な内容といたしましては、まず１といたしまして、評価委員の評価に資する仕組みの

導入等としております。これは、法人が業務の効率化等を一層推進するとともに、委員が十分

な評価を行えるよう、例えば一部の業務につきましてＡＢＣ等の原価計算システムを取り入れ

たり、ここでお示ししているような指標を用いて財務分析を行うこと、また、原価計算システ

ム等を構築し、業務の重点化や効率化に利用するとともに、業務評価に資するようＰＴ、分科

会に提示していくということ。こういったことを積極的に取り組んでいっていただきたいと考

えております。

次に、２といたしまして、２ページでございますが、財務内容等のわかりやすい形での開示

としております。独法の業務については、広く透明性を確保する観点から、国民に対して十分

な説明責任を果たせるよう、ここにお示ししているような事項について事業報告書等に可能な

限り明記するようにすることとしております。

３といたしまして、この表は昨年度の農業分科会において委員よりご指摘のあったことにつ

いて、今後この表に示したように対処するというものでございます。

以上、ここにお示ししたことにつきまして17事業年度以降の財務諸表について、各法人にお

いてできる限り積極的に取り組んでいただきたい事項として取りまとめたものでございまして、

各法人においてはこれを踏まえて平成17事業年度の財務諸表を取りまとめていただいたという

ことでございます。

以上でございます。
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○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、引き続きまして事務局から説明をお願いいたします。

○生産局総務課課長補佐 ご説明申し上げます。

通則法におきまして 「独立行政法人は毎事業年度財務諸表を作成し、当該事業年度の終了、

後３カ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない」とされております。さ

らに 「主務大臣は、その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、

を聞かなければならない」とされています。評価委員会の意見の聞き取りでございますが、例

年８月の分科会に行っていた議事でございますが、詳細は次の議事の際に文書課から説明いた

しますが、中期目標期間が終了した法人につきましては、６月30日までに財務諸表に係る承認

手続を行う必要があるということがございまして、これらの一部の法人につきましては例年よ

り前倒しをして評価委員会の今回意見を伺うものでございます。

なお、財務諸表に対する検討につきましては、昨年と同様に財務関係に詳しい德江委員、渡

辺委員にご足労願いまして、財務諸表検討会を６月15、16日に行っております。これには法人

関係の役員、職員、一部の法人の監事も交えまして検討がなされたところでございます。

資料の５でございますが、それぞれの法人資料の初めには17年度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をつけさせておりますので、ご確認ください。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、德江委員から各法人の財務諸表に関する意見について、ご報告をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。

○德江委員 德江でございます。今、事務局の方からご説明ありましたように、６月15日、16

日の２日間にわたりまして、渡辺専門委員と私とで独立行政法人肥飼料検査所、家畜改良セン

ター、農業者大学校、種苗管理センター、農薬検査所、農林水産消費技術センター、以上６法

人が作成いたしました財務諸表について、各法人ご担当の方から説明を受け、質疑を通じ検討

いたしました。検討結果につきましては、お手元に配付してあります資料５－１にまとめてご

ざいます。これに基づきまして、ご説明をさせていただきます。

最初の文言は前回同様、平成17年度と年度を変えたところで、本文につきましては変更ござ

いません。国民にわかりやすいような形で財務諸表を開示してほしいということが意見として

述べられています。

２ページ目、結論といたしまして、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
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はない。これは私どもの見解でございます。なお、以下の点については、今後の財務諸表作成

に当たって留意されたいと。

１番目が、前年度（平成16年度）に述べた意見に対して、全法人とも適切な措置、回答をさ

れました。その結果については別紙〈法人別意見〉に記載いたしました。

別紙は最後のページでございます。Ａ４の横長でまとめましたけれども、まず横に農林水

産消費技術センター、肥飼料検査所、農薬検査所、種苗管理センター、家畜改良センター、農

業者大学校という形で配置されました。

１番目、前年度意見への対応表作成、これはすべての法人、私どもが意見として申し述べ

たことに対しましては、すべて対応して、その表が作成されておりまして、これは確認いたし

ました。

それから、２番目の財務諸表関係ですけれども、注記事項として、農業者大学校、これは平

成18年４月１日に解散されるということでございまして、これにつきましては、財務諸表につ

いて農業者大学校の※、下の方の余白のところに書いておきましたけれども、平成17年度の財

務諸表は継続企業を前提に作成していますが、平成18年４月１日において解散し、国が承継す

る資産をのぞき、その一切の権利及び義務は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が

承継した旨の注記がございますので、この注記があるということによって農業者大学校は平成

17年度をもって終了するというような情報が開示されておりました。

それから、３番目の附属明細、セグメントといいますといろいろ議論があって、まだなかな

か十分な情報開示ができていないというのが私の認識なんですが、一応、その中でも特に家畜

改良センターさんの方は一般の企業が実施します制度原価計算が適用できるような業務が実施

されておりますので、特にこの辺につきましてはセグメントの決定は原価計算を合理的に行う

基準をつくることが必要であるということでコメントをさせていただきまして、これに対しま

しては原価計算を行う基準を作成し、コスト分析を実施しております。先ほどセンターさんの

方からご説明がありましたように、昨年は飼料植物の原価計算が終了しました。17年度は鶏の

卵の原価計算ができる。あと、最も重要で難しい点が種畜です、牛や豚の生れたときから処分

するまで、成牛というか成豚、この原価計算が非常に難しいんですけれども、これも課題とし

て今検討しているということでございますので、こういった意味では割合に製造業の原価計算

が適用しやすい業種でございますので、これは引き続きさらに次のステップへ進んでいただく

と。種苗管理センターさんの方には特に書いてありませんけれども、これは最初の方から原原

種の生産については原価計算をやっていらっしゃいまして、さらにそれをずっと継続していた
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だくということもありますが、これは前年度前にも指摘しておりますので、ここでは書いてお

りませんけれども、一応家畜改良センターさんだけは、こういう表示をしました。

あと、４番目は先ほど資料４でもご説明しましたように、財務分析指標につきましては先ほ

どの資料４にもありますように、こういった形で分析をしていただいて、なるべくその評価委

員の方々がおわかりになるような形で資料を作成していただくということを要望しました。平

成17年度中にそのシステムを構築してほしいという意見を述べましたけれども、まだそこまで

いっておりません。全部はいっておりませんけれども、そこへ向かって努力をしていただくと

いうことで、ここで一応記載しましたのは、農林水産消費技術センターさんは収入及び費用に

ついて経年比較を実施され、資料を提出されました。肥飼料検査所、収入及び費用について経

年比較を実施され、資料を提出されました。あと、今後検討を進める農薬検査所さん、種苗管

理センターさん、種苗管理センターさんは一部実施されておりますけれども、検討中というこ

と。家畜改良センターさんの方は財務分析について経年比較、牧場間比較、他法人比較を実施

したと。ですから、こういった形でこの部分についてはなおこれから進めていただくというこ

とです。

それから、②の減損会計導入への対応についてですが、これはちょっとまだ一般企業はどん

どん導入しなければいけないんですけれども、独立行政法人の場合には減損会計を適用する対

象の業務がまだ確定していない、あるいは、各法人においてそれを決めていないという点もあ

りますので、この辺については、そこにあります共通意見のところ、遊休となっている不動産

等あるいは利用率や計画を大幅に下回っている設備等については、売却や有効活用等の対応を

検討されたいということで、やっぱり各法人ともかなりの資産がございますので、それが有効

に活用されているかどうかという点からも検討をしていただくというのがここに記されており

ます。この辺で、ちょっと難しいものなんですけれども、こういった形で提起させていただき

ました。

それから、総括のところでは、繰り返しますけれども、前年度の財務諸表検討会の意見に対

して、上述した事項以外については各法人とも対応されました。

それから、なお、各独立行政法人に共通の意見として、次の事項を課題として認識いたしま

したので、この辺をちょっと読ませていただきますが、①は、毎年提起しております１人当た

りの行政サービス実施コストの計算については、分母となります人口が３つ数字がありますの

で、この辺は統一した方がよかろうじゃないかと。今のところは平成17年の国勢調査の方がま

だ確定した数値がありませんので、来年度になりますとこの辺が確定するかと思いますので、
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人口１人当たりの実施コストを算出する場合には国勢調査に基づく数値を使った方がよろしい

んじゃないかと思います。

それから、セグメント情報は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が望

まれる。このために費用進行基準で行っている収益認識については、成果進行基準の導入が必

要である。これは改善書類の方でございまして、運営費交付金が交付されますけれども、これ

の収益化はすべて費用に使った分だけ収益に計上しますから、そこで効率がよかった、あるい

は成果が上がった、その上がったものに対してこれだけの費用が節減できたというような形の

表示ができない状況なんですね、会計処理としては。したがいまして、ちょっとこの辺もまだ

課題として残りますけれども、このセグメント情報について極力成果進行基準の導入を図って

いっていただきたいという私どもの意見ですけれども、これはかなり難しい面もありますけれ

ども、一応こんな形で問題として認識されました。

それから、番号がずれて④のところですが、独立行政法人として５年間の業績を評価できる

ような指標を設定して、運営費交付金の国への返還額について一定の評価ができるか否かを検

討されたい。５年間終了しますと、そこで余剰になった運営費交付金が原則は国に返すという

ことになりますね。したがいまして、後でまた繰越金のところでご説明があると思いますけれ

ども、実際に運営費交付金が余剰になった内容がどういう内容なのかと。大体が人件費の残が

圧倒的に多いと思いますけれども、ただ、この辺につきましては各プロジェクトチームが、ち

ょっとこの辺についてご担当の法人の残額についてご検討をいただきたいと思っています。私

どもとしても中身まではちょっと掌握しておりませんので、この辺についてはひとつご検討を

いただきたい。ですから、これが多く余った方がいいのか悪いのか、そういう評価はちょっと

できないと思うんですけれども、この辺の性格はやっぱりちょっとつかんでおかないといけな

いと思いますので、一応問題として提起しておきました。

それから⑤、固定資産の減損会計導入について、独立行政法人における評価の考え方につい

て早期に見解が示されることが望ましい。ですから、減損の対象になる事業あるいは資産はど

ういうものかというのを掌握しませんと出てきませんものですから、この辺についてはむしろ

各法人ごとに減損会計を導入するかどうかについての考え方をまとめておいた方がよろしいん

じゃないかと思いますので、これも問題として提起しておきました。

それから最後の⑥、今後統合が予定されている独立行政法人においては、統合による財務メ

リットが明確になるような情報を提供していただきたい。ですから、農林水産消費技術センタ

ーと肥飼料検査所と、農薬検査所、これが前にご議論がいろいろありまして、統合のメリット
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・デメリットというのはどういうことかということがいろいろご議論されましたので、今度は

平成19年４月１日以降統合されますので、この辺についての財務上の数値をやはり提供してい

ただきたい。そういうことで、これは問題として提起をさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○松本分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの財務諸表に関する報告について、ご意見、ご質問をちょうだいしたい

と思います。どうぞ。

ございませんか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、特にご質問やご意見がございませんので、各法人の財務諸表につ

きましては主務大臣の承認に関し「異存なし」との意見としてよろしゅうございましょうか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○松本分科会長 ありがとうございます。

なお、財務諸表という非常に私どもにとりましては特別な知識がないと、こうした精査がで

きないわけでございますが、德江委員並びに渡辺委員におかれましては大変ありがとうござい

ました。この場をかりて厚く御礼を申し上げます。

それでは、次に繰越積立金の承認についてでございます。

文書課より説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 資料６でございます。これは中期目標期間終了時の処理といたしまして、

積立金の処分というものを行う必要があるということでございます。

具体的には、中期目標期間の終了時に各法人にある積立金につきまして、本来、積立金は原

則国庫納付するというものでございますけれども、主務大臣の承認を受けた額につきましては

中期目標期間をまたいで繰り越すことができるとされているところでございます。その繰越積

立金の主務大臣の承認に当たりましては、評価委員会の意見を聴かなければならないとされて

おります。今回、繰越積立金として申請予定のものの基本的な考え方は、会計処理上積立金に

含まれているものの国庫納付する現金がないもの、ということでございます。例えば、自己財

源で取得した資産の残存簿価、それから切手や燃料等の棚卸資産、自動車の自賠責保険料等の

前払い費用といった経過勘定というものでございまして、各法人ごとの申請予定の内容は資料

のとおりとなっております。

それで、手続といたしましては、評価委員会への意見聴取が必要でございますが、17事業年
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度の財務諸表が確定しないと積立金の処分について正式な手続を行えないため、財務諸表の大

臣承認以後でないと正式な意見聴取が行えないこと、一方で、６月30日までに繰越積立金に係

る大臣承認を行わなければならず、財務諸表の承認後に改めて意見聴取を行う時間がないこと、

これらのことから、繰越積立金の評価委員会での意見聴取は松本分科会長一任で手続を進める

こととしたいと考えております。

以上です。

○松本分科会長 それでは、ただいまの説明に関しまして質問、ご意見を受けたいと思います。

德江委員、どうぞ。

○德江委員 法人別繰越積立金ございますね、この数字につきましては、私ども２人としては

この数字そのものについての検証をしておりませんので、ツダ監事さんとか監査法人の監査の

結果から、この数値が適正かどうか、ちょっとその辺をお聞かせいただきたいと思います。

○松本分科会長 それでは、よろしくお願いします。法人ごと。

○德江委員 ええ、そうです。適正かどうか。

○松本分科会長 では、法人ごとでお願いします。まず農林水産消費技術センターからお願い

します。

○農林水産消費技術センター理事長 監事監査では、適正であったとの報告を受けております。

○松本分科会長 次は、肥飼料検査所お願いいたします。

○肥飼料検査所理事長 小林監事から報告を受けておりまして、適正であるというふうになっ

ております。

○松本分科会長 次は農薬検査所。

○農薬検査所理事長 私どもも助川監事から適正であるという報告を。

○松本分科会長 適正であると。家畜改良センター。

○家畜改良センター理事長 監事監査で適正であるというように評価をいただいております。

○松本分科会長 はい。農業者大学校。

○農業者大学校 農業者大学校におきましても、監事監査から適正であるというふうに評価い

ただいております。

○松本分科会長 いずれの法人におきましても、監査から適正であるという報告を受けている

とのことでございます。

○德江委員 了解いたしました。

○松本分科会長 そのほかはございませんでしょうか。ございませんか。
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（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、そのほかご質問あるいはご意見がないようでございますので、た

だいま事務局から報告がありましたように、今後の各法人の繰越積立金の承認に関しましては、

議長である私に一任していただきたいと思います。それでよろしゅうございましょうか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○松本分科会長 はい、ありがとうございます。それでは、以後はこのように進めさせていた

だきます。

以上をもちまして、これで第１部を終了することにいたします。

第２部に移ります前に、ここで一たん休憩といたしますが、５分程度の休憩に入ります。

次は２時55分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

午後 ２時５１分 休憩

午後 ２時５８分 再開

○松本分科会長 それでは、議事を再開いたします。

第２部の審議は、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

法人の議題を対象としております。

１つ目の議題は、役員給与規程等の一部改正についてでございます。まず事務局から説明を

お願いいたします。

○生産局総務課課長補佐 ご説明申し上げます。資料の方は７－１からですが 、説明資料の、

方は大変恐縮ですが、先ほどの第１部に説明いたしました資料の２－１をお開き願います。

資料２－１の真ん中あたり、２の主な改正点のところでございます。農畜産業振興機構とご

ざいます。農畜産業振興機構、年金基金、信用基金について、主な変更部分についてのみ説明

させていただきますが、役員給与につきましては、第１部の法人と同様に人事院勧告に準拠し

ておりますが、さらに特殊法人改革等の趣旨に沿いまして、農畜産業振興機構につきましては

年額給与ベースで段階的に14％引き下げを行っています。農業者年金基金では現給保障を行わ

ないで、毎年1.4％の引き下げ、さらに、それぞれ役員給与手当、退職手当の見直しをそれぞ

れの法人について改正を行ったということでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの報告に何かご質問、ご意見はございませんか。

（発言する者なし）
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○松本分科会長 それでは、特段の意見もございませんので、役員給与等の一部改正につきま

しては、当分科会としまして「異議なし」としてよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○松本分科会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。

次の議題でございます。次の議題は、独立行政法人の評価基準等の見直しについてでござい

ます。農業者年金基金及び農林漁業信用基金の見直しがございます。各プロジェクトチームご

とに代表者から説明をお願いします。

それではまず、農業者年金基金の渡辺委員からお願いいたします。

○農業者年金基金渡辺委員 渡辺でございます。本日、プロジェクトチームの主査であります

森田臨時委員が欠席でございますので、私の方から評価指標シートの見直しの検討結果につい

て、ご報告させていただきます。

今回の見直しにつきましては、昨年11月に政・独委から平成16年度実績評価に関して提出さ

れた意見を反映させたものでございます。具体的には、資料８－１をごらんいただきたいと思

います。２点ございます。

まず、第１点目でございますが、制度の周知活動の評価であります。政・独委から 制度、「

普及活動の評価については農業者年金の制度の周知活動の実施状況等に関する評価を行ってい

るが、状況を明らかにした上での評価を行うべき」等の意見があったところです。当該意見を

踏まえまして、制度普及活動の成果を評価するためには、新規加入者数というものを指標とし

た方がより成果を明確に評価することができるということで考えまして、農業者年金の加入対

象者である認定農業者の増加率というものを参考に、新規加入者の増加率を指標に設定したと

ころであります。

次に、２点目としまして、支出削減の取り組みの評価であります。制度の周知活動の評価と

同様、政・独委の方から連絡事務所と委託業務の評価に対して意見があったところです。まず、

連絡事務所につきましては「北海道と九州の２カ所に設置されている連絡事務所については、

業務の効率的な運営の観点から、各連絡事務所の業務実績等を把握した上で評価を行うべき」

との意見がありました。次に、委託業務につきましては 「法人の業務については農業協同組、

合、農業委員会等へ委託して行われているが、業務の効率的な運営の観点から、委託業務に関

する実績等を把握した上で評価を行うべき」との意見がありました。これらの意見を踏まえま

して、支出削減への取り組みについて、連絡事務所や委託業務の業務実績等を把握した上で評

価することとし、当該連絡事務所等の業務実績を把握した上で支出削減の取り組みについて評
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価することとしたところでございます。詳しくは８－１の下線について改正後のところをごら

んいただきたいと思います。

以上、２点が評価指標シートの改正点でございます。そのほか、中期計画に記載した事項を

段階的に実施する事項等につきまして評価指標シートを若干変更しておりますが、軽微なもの

でございますので、記載を割愛させていただいております。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは次に、農林漁業信用基金の清野委員からお願いいたします。

○農林漁業信用基金清野委員 農林漁業信用基金チームの清野でございます。それでは、私は

資料８－２を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。

私どものＰＴは６月13日に評価基準の見直し等について検討を行いました。今回の見直しで

ございますが、昨年のこの親委員会農林水産省独立行政法人評価委員会及び総務省の政・独委

の両方からの指摘に対処し、見直しを行うものでございます。

そのポイントをまず概略説明しておきますが、中期目標期間終了時のみの評価という項目が

ございましたけれども、これらにつきましては現在の状況、例えば年度ごとにどういう実績に

なっているかということについても評価をするとした点でございます。それからもう１点は、

設定した目標値との比較だけではなくて、それに至る取り組み経過というものについて評価を

するとした点でございます。

また、見直しが幾つかございますけれども、17年度の事業計画の見直しに伴って評価項目

を変更したもの、あるいは、平成16年度に信用基金は事務所統合という大幅な課題を抱えてお

りましたけれども、これが終了しまして、それに伴って既に措置済みのものについては削除を

したということでございます。

具体的には、１ページから申し上げてまいりますけれども、第１の２の（１ 、ここは事務）

所統合というものが現行の項目にございますけれども、これが今申し上げますとおり16年度に

終了し、17年度は統合の一環として経理部の体制の見直しということを行いましたので、これ

に変更するということでございます。

それから、２ページに移ります。２ページ第１の６でございますけれども、右の方（１）各

部門共通の会計システムの開発運用ということは、既に措置済みでございますので削除をする

ということ。それから、下の（３）林業信用保証業務のシステムの構築も済んでございますの

で、運用ということに変わる、それから（４）の漁業信用保険業務に関するシステム構築につ
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きましても措置済みでございますので、機能の拡充という項目に変えるということであります。

それから、同じページの中ほど第２に移りまして、１の（２）は保険事故の未然防止に対

応いたしまして基金協会が保証要綱の見直しを行う際に、信用基金と事前協議を行うといたし

ましたため、この左側のように基金協会の保証要綱等の下線部の表記を入れたということでご

ざいます。

それから、下の方（４）専決権限及び稟議決裁方法の見直しについても、この見直しが終了

いたしましたので、業務処理の方法と改めたところであります。

それから、３ページは変更はございませんので、４ページ第３の３、業務収支の均衡でござ

いますけれども、この（１）代位弁済率及び事故率というところにつきましては、政・独委か

らの指摘を受けまして、これまで中期目標期間終了時のみの評価を行うといったものを、新た

にこの各年度における評価というものを加えて整理したものでございます。

それから（３）につきましては、旧来の（２）に加えまして求償権の管理・回収、保険料・

保証料等の確実な徴収と収支改善に向けた取り組みということを、取り組みの評価を加えると

いうことでございます。

それから、旧来の（３）責任準備金の適切な計上につきましては、中期目標に合わせまして

小項目から中項目に変更したところであります。

それから、その下第５、一番町事務所の譲渡の計画的実施につきましても既に処置済みでご

ざいますので削除、それから第７の施設及び整備に関する計画の事務所統合の計画的実施につ

きましても措置済みということで、項目から削除をするということでございます。

第８、人事に関する計画については変更はございません。

６ページ以降は評価指標でございますけれども、これについて第１、６ページ、この部分で

の変更はございません。

それから、７ページに移りまして、これは評価基準のところと関連をいたしますけれども、

第１－２業務運営体制の効率化のところでは、事務所統合ということが既に実施済みというこ

とで、項目を経理部の体制の見直しの実施ということに変えてございます。

それから、右の方でＣの下に当該評価を下すに至った経緯云々ということでございますけれ

ども、これは事務所統合という特殊な項目に付随するものであったことから、これを削除した

ということでございます。

それから８ページ、これも既に措置済みのことということで、下の方の第１－６の会計シス

テムの開発・運用を削除、それから（３ （４）についても記述を変更しているということで）
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ございます。

それから、駆け足ですみませんが、９ページの第２－１の（２）につきましても、基準のと

ころで説明したとおりでございますし （４）も同様でございます。、

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまご報告いただきました２つの

法人の評価基準の見直しについて、質問、ご意見を受けたいと思います。どうぞ。

いかがでしょうか、ございませんか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、特段意見がございませんので、各法人の評価基準の見直しについ

ては、今回の案でご了承いただけるものと考えますが、よろしゅうございますか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○松本分科会長 それでは、当分科会といたしましては、この方向で了承することに決定いた

しました。

次は、平成17年度業務実績の概要等についてでございます。

第１部と同様、昨年度の業務実績の概要ということで各法人からご説明をいただき、すべて

の法人分が終わり、説明が終わりましたら、その後で質疑応答を行う順序で進めていきたいと

思います。なお、まことに恐縮でございますが、時間が限られておりますので、ご説明は極力

簡単に、１法人当たり５分以内でお願いいたします。

それでは、農畜産業振興機構からお願いいたします。

○農畜産業振興機構理事長 お手元にございます資料９－１をごらんいただきたいと思います。

中期目標で私どもに与えられております課題でございます業務運営の効率化と業務の質的な

向上の２点に即して、業務実績をご説明させていただきます。

まず第１が業務運営の効率化でございますが、１にございます事業費の削減効率化、アンダ

ーラインのところをごらんいただきたいのですが、事業費を平成14年度に比べ39％削減、目標

値４年半で10％以上でございました。したがって17年度、２年半で39％に削減したことになり

ますが、このような削減が可能となりましたのは、この年に農畜産物の価格需給が比較的安定

していたこと、それから国内のＢＳＥ対策とあわせて前年度までに緊急に食肉の処理施設等の

設備の改善・合理化を一括して実施いたしておりまして、実質的に食肉処理施設等の施設整備

の前倒しが行われたこと等により、こういった削減が可能となっております。

２番目が、業務運営の効率化による経費の抑制でございます。これは、人件費、事務費の削
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減でございますが、①のアンダーラインをごらんいただきますと、一般管理費を平成14年度に

比べ人件費の抑制等を通じて19％削減、目標値４年半で13％、これを既に達成いたしておりま

すが、このための取り組みとして、その下のアンダーラインでございますが、本部と地方事務

所の業務・組織を組織合理化の観点から一体的に見直しまして、平成17年10月に神戸事務所を

廃止して、業務を大阪事務所で一括処理することにいたしました。全国８事務所を７事務所に

削減いたしました。その下にございますが、東京に勤務する国家公務員の給与水準を下回る水

準を目指して、他の法人に先駆けて給与構造の見直しを実施させていただいております。これ

は農水省から先ほど役員の給与規程等の一部改正でもご説明がございましたが、役職員を含め

て給与の削減に努力いたしております。

それから、下の３の業務執行の改善で、下の方のアンダーラインで、当機構の監査体制、こ

れは内部監査マニュアル、それから監査方法、平成16年８月に特定非営利活動法人情報公開市

民センターの特殊法人等の監査体制ランキングにおいて上位、これは小規模法人19法人中１位

にランクづけされたところでございますが、17年度におきましても、この１位というランクづ

けにふさわしい監査体制のもとで厳正な監査を実施しております。

次に、３ページの５で機能的・効率的な組織体制の整備で、私ども責任体制を明確にするた

めに部制、課制をとっておりますけれども、臨時緊急的な課題についてはプロジェクトチーム

や対策本部を新設いたしております。

まず、新たな砂糖・でん粉制度の検討に関するＰＴ、これは６月に新法律が制定されました

ので、さらに本格的な検討を行うための新制度準備対策本部に改組しております。

それから、業務の外部委託の改革は検査等の外部委託、随意契約から競争入札を導入するた

めのＰＴでございますが、既にこれで原則すべて競争入札にするということで今年度から実施

に入っております。

それから、野菜情報総合把握システムは野菜生産者にホームページで野菜の総合情報を提供

するためのシステムの改善のＰＴでございます。

また、ＷＴＯ、ＥＰＡ、ＦＴＡの本部とか高病原性鳥インフルエンザの対策本部等も設置し、

その積極的対策に取り組んでおります。

さらに、４のところに部門横断的な国際情報審査役（部長クラス）を創設し、国際情報の収

集提供に取り組んでおります。

それから、６が補助事業の効率化でございますが、できるだけ低いコストで最大の効果を発

揮するための工夫、努力でございます。
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①で、畜産のコスト分析手法、これは上限単価の設定の対象となる単位費目の拡大で、堆

肥舎を平米2.2万円を上限とするとか、保温器というのは養豚集団で子豚の保育のために導入

されるものですが、１台３万円を上限するというようなこと。それから砂糖、蚕糸のソフト事

業、これは会議費等の上限の単価の設定、これもコスト分析手法といっておりますが、そうい

ったこと。施設整備、いわゆるハード事業につきましても総事業費5,000万円未満のものにつ

いても、費用対効果分析手法を導入し、効果が費用を上回るもののみを補助対象とすることと

しております。

それから、研修等の補助事業につきましても、達成すべき数値目標を設定することを採択

の必須要件といたしました。

それから⑤、一番下でございますが、設置後３年を経過した施設につきましてのフォローア

ップすなわち、事後評価を実施いたしまして、効果が費用を上回った件数、これは費用対効果

の要件をクリアしているものが17件中16件ありますが、要件をみたさないもの１件については

業務改善指導を行っております。

それから、２点目が次のページ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で

ございます。④の真ん中のところにございますが、機構はバター、脱脂粉乳等の指定乳製品等

について、ＷＴＯ協定に基づきまして、国家貿易機関として義務輸入を行っております。現在

牛乳乳製品は国内需給上過剰基調でございますが、一定の数量を義務として輸入しなければな

らないために、できるだけ国内需給に悪影響を与えない、それから財政の観点からも損失を出

さない、できるだけ利益が上がるようにということで、デイリースプレッドというような新し

い商品を輸入品目として追加したり、入札の回数を５回から７回とか、売り渡し数量単位2.5

トンを１トンに小口化する、これは国内のマーケットを見ながら売買の円滑化のためにこうい

う改善を行いました。

それから、次のページ、野菜でございますが、③のメール、ファクスを活用した交付金の交

付申請手続を新しく導入しました。また、加工業務用野菜の需給率の向上が課題でございます

ので、関係者との情報交換、商談会とか消費購買行動調査等を実施いたしました。

さらに、６ページの下の方で、これもホームページに国際情報ウォッチという、国際情報の

必要性が高まっておりますので、そういうホームページを開きました。

最後でございますが、７ページ②でございます。食育の一環とてし、学校給食における地場

農産物の利用の現状と課題を明らかにするため、全国１万数千人の学校栄養士の中から1,000

人を選びましてアンケート調査を実施、取りまとめました。３月の食育基本計画におきまして、
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５年後に地場農産物の学校給食による利用率を30％にするという目標が設定されておりますの

で、これを実施するために、私どももこのための具体的諸方策を昨年11月に提案し、公表いた

しました。これは、今後さらにフォローアップいたして参ります。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に、農業者年金基金からお願いいたします。

○農業者年金基金理事長 引き続きまして、９－２でございます。年金基金の実績概要につい

てご報告いたします。

まず、第１の業務運営の効率化の中の経費の抑制でございますが、私ども、一般管理費、人

件費、物件費それと事業費の中心は業務委託費でございますが、それぞれ抑制目標を達成いた

しております。

第１の２の業務運営の効率化ですが、年金事業でございますので、年金加入者の保険料納付

記録等が非常に重要な記録でございます。そのような基幹業務記録システムにつきまして、昨

年来効率的運用の観点から見直し、ダウンサイジングを行ってきておりました。ことしの３月

から新システムで運用を開始いたしております。

また、次の（２）にありますように業務受託機関、私どもの窓口業務を全国のＪＡ、市町村

農業委員会に委託をいたしておりますが、そういう業務受託機関における業務効率化に資する

ために、インターネットを利用しまして電子情報提供システムということで、その構築・開発

に着手しておりまして、本年中に供用開始に向け作業を進めております。

３つ目が、情報セキュリティーの確保に関する取り組みでございますが、私どもその実施状

況を外部監査で評価いただいて所要の見直しを行っております。

３の組織運営の合理化ですが、常勤職員につきましては計画どおり１名縮減をしております。

次の、業務運営能力の向上でございます （１）は、私ども基金の職員を対象にした研修、。

次ページの（２）は業務受託機関の人たちを対象とした研修・会議でございますが、それぞれ

そこにありますように計画どおり実施をいたしております。

２ページの中ほどの５で評価・点検の実施ですが、１つで私ども業務運営につきまして意見

をいただくということで、加入者の代表、それと学識経験者から成る運営協議会を持っており

ますが、昨年度は年２回開催しまして、委員の意見を踏まえまして、中ほどの①、②にありま

すような取り組みを行っております。

また （２）にありますように業務受託機関を対象に考査指導を計画的に実施いたしており、
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ます。

次に、大きな第２の国民に対して提供するサービスの質の向上等でございますが、私ども農

業者年金事業の被保険者、加入者の資格の適正な管理ということが非常に重要でございます。

年金事業は国民年金の２階部分でございますので、社会保険庁の協力を得まして国民年金の資

格記録等の突合を行って、不整合の是正に努めておりますし、②にありますが、私ども政策年

金ということで一定の要件を備えた人には保険料補助が行われておりますが、これは期間がそ

れぞれ限定されておりますので、そういう期間切れ前に必要な情報を提供して、スムーズに事

務処理できるようにしております。

その他、２ページの一番下にありますように、いろんな申し出書等の迅速な処理に努めてお

りまして、そのため処理状況を調査しまして、３ページの一番上にありますが、期間内に処理

できなかったものの原因をそれぞれ整理して、業務受託機関に周知させていただいております。

次に、３ページの２の年金資産の運用でございますが、私ども基本方針に基づきまして運用

しておりますが （２ （３）にありますように外部専門家にお入りいただきまして、資金運、 ）、

用委員会を開催し、評価・分析を行っております。また （４）にありますように運用につい、

て、やはり加入者の皆さんの理解を得るということと、結果についても透明性を確保するとい

うことでホームページ等を通じての情報提供に努めております。

次に、３の制度の普及推進ですが、制度の仕組み、特質を周知するために３ページ真ん中か

ら下ほどにありますように、諸会議での制度の説明、新聞等での情報提供、各種広報資材の提

供等々の取り組みを行っているところでございます。

最後、４ページでございますが、財務内容の改善ということで、私ども基金、農地取得に係

る貸付金債権、16年度末で74億円程度ありましたが、債権分類の見直しと適切な債権管理に努

めているところでございます。

最後にその他ですが、私ども旧年金の給付に充てるため約133億円の長期借り入れを金利入

札で実行しておりまして、極力有利な条件で借り入れができたというふうに思っております。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に農林漁業信用基金からお願いいたします。

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の平成17事業年度の業務実績概要に

つきまして、ご報告いたします。お手元の資料９－３をごらんいただきたいと思います。

まず、第１に業務運営の効率化でございます。１の事業費の削減・効率化についてでござい
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ます。14年度予算対比では５％以上の削減という目標に対しまして、実績では32.3％の削減と

いうふうになっております。また、事業費の効率化等のため長期借入金の調達につきましては

一般競争入札を実施いたしました。例えば、16年度は国債利回りにプラス0.45％の借入金利が、

17年度では国債利回りにプラス0.001％とか、あるいはプラス0.01％のように、限りなく国債

利回りに近い水準の調達ができました。

それから、２の業務運営体制の効率化でございます。17年度は経理部の組織体制の見直しを

行いまして、経理事務の効率化、円滑化を図りました。具体的には出納、資金運用、あるいは

給与振り込みの事務の一元化が達成できました。また、常勤職員数につきましては２名削減い

たしました。

３の経費支出の抑制でございます。14年度予算対比で13％以上の削減という目標に対しまし

て、17年度の実績では24.7％の削減となっております。これは事務所の統合により賃借料の大

幅な削減による効果となっております。

４番目の内部監査の充実でございます。17年度は農業信用保険業務、それから農業災害補償

関係業務につきまして行っております。また、前年度監査についてのフォロー監査を実施いた

しております。この結果、貸付取扱要領なり、あるいは貸付事務手続の整備が図られたところ

でございます。

５の評価・点検の実施でございます。これは16年度に評価シートを作成しております。それ

に基づきまして、業務実績の自己評価を実施するとともに、評価結果を業務運営に反映させる

ため、評価・点検委員会を設置いたしました。

６の情報処理システムの効率的な開発・運用でございます。情報化を総合的・計画的に推進

するために、情報化総括責任者や情報化推進委員会といった仕組みをつくりました。

２ページ目をお願いいたしたいと思います。第２、国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上でございます。まず、１の事務処理の迅速化でございます。これにつきまして

は標準処理期間を設けて事務処理の円滑を図ってまいりましたが、期間内の処理割合は99.6％

というそれなりの実績を達成いたしました。

２の利用者に対する積極的な情報提供でございます。ホームページについては17年４月にリ

ニューアルを行っております。また、アンケートや関係会議の意見を通じまして、これらを業

務運営に反映するように努めました。この結果、様式などがホームページで容易に入手できる

とか、あるいはニュースという欄を新設しまして、新着情報へのアクセスが簡単になるとか、

あるいは農業信用保険における審査基準といったことの見直しが実現できました。
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３、適切な保険料率等の設定でございます。農業信用保険業務の保険料率の改定を行いまし

た。これについては、この場でもう既にご報告を申し上げているところでございます。また、

各保険保証業務ごとの料率についても、料率算定委員会において検証・点検を行いまして、今

後の課題をここで抽出しております。

それから、農業災害補償関係の資金の貸付金につきましては、資金需要実態を踏まえまして、

貸付期間に応じた柔軟な金利体系に改定を行いました。

次に、第３、財務内容の改善でございます。１の業務収支でございます。計画では、２億円

強の損失を見込んでおりましたが、結果的には事業部門に応じては凹凸がございますが、トー

タルでは２億300万円の利益計上ができたところでございます。

２の業務収支の改善に向けた取り組みでございます。県の基金協会と連携いたしまして、大

口引き受け案件についての事前協議、あるいは延滞案件等の早期把握、それから大口債務者に

ついての個別協議、こういったことを濃密に実施いたしました。

それから、林業関係では審査協議会による審査、期中管理の徹底、あるいはサービサーの活

用を実施いたしました。

３ページ目をお願いいたします。責任準備金の計上でございます。農業と漁業の信用保険業

務につきましては所要額を計上いたしました。また、林業関係の保証債務損失引当金につきま

しても、所要額を計上いたしております。

最後に、第４のその他についてでございます。１の短期借入金でございます。農業共済及び

漁業共済について、共済金等の支払いに必要な資金を貸し付けるため、中期計画の限度額の範

囲内で162億円の短期借り入れを行っております。

２、人事に関する計画でございます。金融実務などに精通した人材を金融機関等から受け入

れました。また、職員の専門性の育成に配慮した人事交流や研修を実施いたしました。

以上が17年度の農林漁業信用基金の業務実績の概要でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまご報告いただきました３法人の説明について、ご質問、ご意見をちょう

だいしたいと思います。どうぞ。

今の農林漁業信用基金さんでございますが、当初の計画では２億7,900万程度の損失が見込

まれていたのが、実績は２億300万の黒であった。５億8,000万近くの差額があるわけですが、

この原因は何でしょうか。

○農林漁業信用基金理事長 先ほどの部門ごとに凹凸があるというふうに申し上げましたが、
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具体的に申し上げますと、農業部門では約４億近いマイナスでございます。トータルでこれを

プラスに引き上げたのは、実は林業部門でございます。これは残念ながら保証残高が減少する

ことによって、これに対する引当金の計上が引当と戻入と両方を計算するわけでございますが、

実際には引当額が減少することによって戻入額の方が大幅に増加した、いわば会計処理上のプ

ラスが出て、トータルでこのような体裁になったということでございますので、本当は事業が

伸びてトータルプラスになればよろしいんですが……。

○松本分科会長 事業の伸びではないと。

○農林漁業信用基金理事長 はい、実態を申し上げますとそういうことでございます。

○松本分科会長 そういうことですか。どうぞ、そのほかございませんか。

よろしゅうございますか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、今後17年度の業務実績の評価につきまして、各プロジェクトチー

ムごとに作業を進めるようお願いいたします。よろしくお願いいたします。

次の議題は、水資源機構の平成17年度評価基準並びに業務実績の概要についてでございます。

農村振興局の水資源機構からご説明をお願いいたします。

○農村振興局総務課長 農村振興局総務課長の森でございます。私の方から、水資源機構の業

務実績評価の手順と評価基準についてご説明させていただき、その後、水資源機構から業務実

績の概要についてご報告させていただきます。

資料10で水資源機構の平成17年度の評価基準及び業務実績の概要についてというのがござい

ます。手順と評価基準につきましては、この１から３ページに記載させていただいております。

水資源機構につきましては、国土交通省が主管の法人でございまして、農林水産省のほか経

済産業省、厚生労働省の３省が共管となっております。年度業務実績の評価は、国土交通省の

評価委員会が行いまして、その際、農林水産省ほか２省の評価委員会の意見を聞くこととされ

ておりますが、この評価を円滑に実施するため関係４省の評価委員が一堂に会し議論する４省

合同会議が設置されているところでございます。農林水産省評価委員会からは、水資源機構プ

ロジェクトチームに所属をいただいております戸澤正彦専門委員、中嶋康博専門委員、また、

本日はご欠席ですが渡邉紹裕委員にご参加をいただいております。

今回、平成17年度業務実績の評価を行う４省合同会議は、７月26日に開催が予定されており

ますので、国土交通省の評価委員会から文書による意見聴取の求めがあった後、合同会議の開

催までに農林水産省評価委員会としての意見をまとめていただく必要がございます。本日は概
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要版でございますが、全体版の報告書案をプロジェクトチームの各委員の方に個別にご説明さ

せていただき、７月上旬を目途にプロジェクトチーム各委員と事務局で意見の原案をまとめさ

せていただきます。その後、松本分科会長とご相談をさせていただき、農業分科会の各委員の

方々にお送りして、ご確認をいただいた上で最終的に国土交通省の評価委員会に意見として提

出する手順で進めさせていただきたいと考えております。

次に、農林水産省評価委員会から意見を提出する範囲についてでございますが、独立行政法

人水資源機構法により、各主務大臣の所管業務はお手元の資料10の１ページの１の（２）に示

すようになっております。具体的には、機構の組織に係る役員及び職員に関する事項と、財務

及び会計に関する事項、また、目的に治水を含む施設に関する業務は国土交通省の専管となっ

ており、その他の施設に関する業務を４省が共管している形となっております。

最後に、水資源機構の評価基準でございますが、主管である国土交通省の評価委員会におけ

る全法人統一の評価基準が本年３月９日に改正されたことに伴いまして、水資源機構の評価基

準も６月14日に改正されたところでございます。主たる改正内容といたしましては、従来ゼロ

から３の４段階評定のあったところが、１から５の５段階評定となったところでございます。

以上でございます。

○水資源機構理事 水資源機構理事の梅津でございます。今、お配りの資料10の５ページから、

今度は横長で恐縮でございますけれども、業務実績概要（案）というのがございます。私ども

水資源機構は、利根川、木曽川、筑後川といった全国の主要水系で洪水調節と各種用水の供給

を一体的に行っております。大部でございますので、主として農業用水にかかわるものを中心

にポイントを絞って説明させていただきたいと思います。

まず、13ページ、私どもはダム、水路の建設管理を行っておりますけれども、13ページに計

画的で的確な事業の実施ということでダムの建設のことが触れてございます。滝沢ダムは秩父

の奥でございます。それから徳山ダムは岐阜県揖斐川の最上流でございますが、これらのダム

につきまして計画どおり建設を進めて、とりわけ徳山ダムにつきましては昨年度いわゆる山林

公有地化の協定を締結し、それから水源地ビジョンを策定するなど、ことしの秋の試験湛水に

向けて着実に進めたところでございます。

その次の15ページをお開きいただきたいと思います。次は、用水路の建設事業でございます。

この黄色で書いてございますように、豊川用水二期事業、これは愛知県の豊川の下流域、渥美

半島等を流域とするところでございますけれども、ここで併設水路を建設する二期事業を進め

ております。これも着実に進めております。それから、群馬用水緊急改築事業、それから香川
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用水緊急改築事業、それぞれ群馬県下、香川平野の主要な幹線でございますけれども、着実に

事業を進めております。それから、一番下に両筑平野用水二期事業の着手ということが書いて

ございます。これは筑後川から筑後川流域の農業用水と流域を変更して九州北部の上水を提供

する事業でございますけれども、これも完成後30有余年たっておりまして、この二期事業を17

年度から着手に至っております。

それから、管理の関係でございますけれども、20ページをごらんいただきたいと思います。

16年度は台風による大変な洪水の年でございましたが、17年度は打って変わって渇水の年でご

ざいました。前後して恐縮ですが、19ページに17年度の渇水実績という表がございます。ここ

に主要水系ごとの取水制限日数が書いてございますけれども、例えば豊川でございますと119

日間、吉野川ですと200日間等々かなりの期間渇水がございまして、農水、上水、工水とも取

水制限が行われたところでございます。これらについて、極力営農、あるいは上水、産業活動

等に影響のないよう渇水調整を行ったところでございます。

20ページ、21ページにそれらの一端が書いてございますけれども、例えば21ページのグラフ

に平成17年度の前半は過去の大渇水の平成６年を上回る渇水年でございましたけれども、さま

ざまな精緻な管理を通じまして下流の産業・生活に影響が生じないような対応ができたという

ことでございます。

それから、環境対応でございますけれども、36ページないし37ページをごらんいただきたい

と思います。どうしてもダムあるいは堰等を建設いたしますと、ここにございますようにクマ

タカ等の猛禽類、あるいは希少動植物等への影響がございます。それらの影響を予測し、環境

保全措置を講じ、さらに、その後モニタリングを行うという対応をしております。ここにも書

いてございますように、滝沢ダムあるいは徳山ダム等々につきまして、それぞれ専門家等のご

意見もいただきながら必要な環境対応措置を実施してきております。

最後に、技術力の維持向上でございますけれども、50ページから51ページをごらんいただき

たいと思います。17年度に、私ども総合技術推進室という体制をつくりまして、私どもが持っ

ている技術の継承、維持、向上のための取り組みを着手したところでございます。これまでも

技術センターがございまして、そこで主として機構で行うダム・水路等の建設の技術的な検証

とか実験、アドバイスをやってまいりましたけれども、それらを充実するとともに、さらに外

部機関からのさまざまな設計や試験の受託等を受けて、そうした機構に蓄積された技術をより

広く生かしていく、さらに高めていくという取り組みを17年度から着手しております。その一

環として、ＩＳＯ、ＩＥＣの認証も受けるなど、公的試験検証機関としての技術を社会に還元
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する体制を整備したところでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ご質問、ご意見の時間に入りたいと思います。ただいまのご報告に対しまして、

ご質問、ご意見、お聞かせ願いたいと思います。どうぞ。

ただいまの水資源機構さんからのご報告によれば、取水制限が、恐らくこれは半年以上続い

ているようなところがございますね。そういう中で、農業用水に多大な影響が当然懸念される

わけですが、具体的にどのようにその影響を最小限に食いとめたのでしょうか。わかっている

範囲で結構です。

○水資源機構理事 今お示しした19ページのところに、例えば最大の取水制限率が50％という

時期が木曽川用水、愛知用水等でございました。それで、とりわけ愛知用水、これは長野県に

ある牧尾ダムというのが水源でございますけれども、20ページにその具体的な取り組みが書い

てございます。例えば、この時期、昨年は瀬戸市で愛知万博があったわけでございます。ああ

いうところでやっぱり私ども渇水を起こしてはならないということで、下流の利水者、上水、

農水、企業局等々の渇水調整協議会というものを頻繁に行いまして、公平にいわば取水制限、

痛みを分かち合っていただくということが一つと、それから、例えばこの④に書いてございま

すように長良川河口堰という、これは長良川の最下流の堰がございます。そこでの水利権量に

対してごくわずか0.66トン毎秒の未使用分がございました。これを知多半島の中流部、本来の

供給区域のところ以外に供給して、その分、上流から給水する愛知用水の負担を軽くして、愛

知用水の水利権水量をより上流域で有効利用するといった、水源の調整と申しましょうか、一

部その組みかえのようなこともやっております。

それから、例えば四国の吉野川では、当然、私ども水利権水量を取るときは川の流量が一定

以上でないと取れないわけでございますけれども、その調整を非常に緻密に行いまして、でき

るだけむだな放流がないように、取れるときはできるだけ取ると。それから、取った後の配水

もきめ細かにチェック、ゲート等の調整をして、むだな放流をなくすという取り組みをかなり

綿密に行ったところでございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。どうぞ、ご意見ございませんか。

はい、德江委員どうぞ。

○德江委員 今のご説明ではちょっとなかった分ですけれども、工事の業務発注、工事契約の

問題ですけれども、48ページでは、公益法人への業務発注に関して入札・契約に関する手続に



- 42 -

より一層の透明性の確保を図るということで、この表現ですと、公益法人への発注以外は原則

競争入札をされているのかどうか。やはり、特にこれ取り上げていますので、公益法人は非常

に問題のあるところでございますので、あえてその公益法人だけ取り出していると。これ以外

は一般のいわゆる原則競争入札を実施されているかどうか、ちょっとその辺をお聞かせいただ

きたいと思います。

○水資源機構理事 １つは、34ページ、35ページをごらんいただきたいわけでございますけれ

ども、今の公益法人の入札の前に総合的なコスト縮減という中で、私どもいろいろな格好で入

札方式の改善に取り組んでおります。この35ページにございます技術提案付価格合意方式とい

うのもその一つでございまして、当然、入札は競争入札が原則でございますけれども、単純に

価格だけで落札者を決めるのではなくて、入札参加者から技術提案を求めて、その技術に対し

て一定の評価、点数づけをして、その技術の価値とコストを総合的に判断して落札者を決める

というような方式を国に先駆けて実施しております。こういった方式、細かな説明はちょっと

省かせていただきますけれども、いろいろな形でこういう技術提案を求めて、それをコストや、

あるいは成果品の質に反映させる取り組みを行っております。

今ご指摘ありました公益法人につきましても、これも例えばここに書いてございますように

入札監視委員会で審議対象とするとか、あるいは、複数法人でできる業務は提案を募って、そ

の企画提案を受けて、それを審査した価格合意を行う。それから、どうしても１法人でしかで

きないような業務の場合は、見積もり、提案書をとって協議した内容で決める。そういったこ

とで、それまでの随契を極力こういった方向に改善しております。

○松本分科会長 はい、どうぞ。

○德江委員 もう１点、それでは48ページに入札監視委員会がございますね、これはどういう

委員の構成でございますか、委員の構成メンバー、お聞かせいただきたいと思います。

○水資源機構理事 ちょっと今、手元に名簿を持っていませんけれども、３名の外部専門家か

ら成っている委員会でございまして、全部のもちろん契約案件ではございませんけれども、工

事あるいはいわゆる役務、そういった分野ごとに年４回四半期ごとに開催しまして、幾つか代

表的な契約案件についてご審議いただいているものでございます。

○松本分科会長 どうぞ。

○德江委員 そうしますと、入札監視委員会に諮るというのは契約金額等で何か分類されてい

るんでしょうか。

○水資源機構理事 当然、私どもの大きいのは土木建設工事、いわゆる建設工事でございます
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けれども、それ以外にメンテナンス等の管理もございます。さらに、さまざま役務サービスの

購入もございます。そういった分野ごとにいわばランダムに数件ずつ取り上げて、今申しまし

たように四半期に１回、どういうような内容での入札が行われたか、どういうプロセスで落札

者が決まったかといったことを報告して、ご審議いただいております。

○松本分科会長 ありがとうございました。

そのほか、どうぞ。ございませんか。

25ページあたりの、今に始まったことではございませんが、ダムにおける淡水赤潮とか、あ

るいはアオコの発生ですね、せっかく水資源という格好で確保しているにもかかわらず、こう

いうものがこうしたアオコの発生でかなりその資源が限られてしまうと。この原因はやっぱり

どこからか浮遊要因が入るわけでしょうけれども、そういう調査もされているわけですか。

○水資源機構理事 はい。ここに例えば草木ダムの水質調査の絵がかいてございますけれども、

それぞれのダム、現にアオコとか淡水赤潮が出たところを中心に継続的な水質のモニタリング

はやっております。ここには限られたフェンスとかマットしか出ておりませんけれども、例え

ば、ナノバブルとかエアレーション、さまざまな方式を用いて水質の改善、ここにございます

六角フロートは太陽光を遮へいすることで光合成を抑止するものなど、さまざまな方式で水質

の改善に努めております。ここには具体的に書いてございませんが、そういった方式の導入で

赤潮の発生の頻度が著しく減ったとか、そういった事例が各地で見られております。ただ、今

もおっしゃったように負荷そのものが入る、例えば燐とか、そういったもの、根元を絶たない

と抜本的な改善にならないところもございまして、私どもにとってまだまだ課題でございます。

○松本分科会長 いかがでしょうか、ほかは。

（発言する者なし）

○松本分科会長 それでは、国土交通省評価委員会に提出する意見につきましては、プロジェ

クトチームの３名の委員の方を主体に案をまとめていただいた上で、もちろん先ほど審議して

いただきました質問内容も踏まえて書面で皆様にお諮りし、最終的には私にご一任いただきた

いと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。

（ はい」と言う者あり）「

○松本分科会長 はい、ありがとうございます。

それでは、水資源機構についてはこのように進めさせていただきます。

それでは次の議題に入ります。次は、短期借入金の借換の報告についてでございます。

まず、農畜産業振興機構よりご報告をお願いします。
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○農畜産業振興機構理事長 資料11－１の３ページにグラフがございます。砂糖業務の短期借

入金の借りかえ実績をご説明申し上げますと、このグラフの左に収入とございます。砂糖の制

度は、輸入糖の売買の差益がございます。これは毎月おおむね一定額は収納されます。右のグ

ラフの上に同じ高さの棒グラフがございますが、これが収入でございまして、これを主たる財

源に支出が下にございますが、北海道のてん菜、黒く塗ってあります。それから沖縄、鹿児島

のサトウキビ、この収穫は砂糖年度というグラフがございます。10月から始まりまして、１月、

２月、３月ごろにてん菜、サトウキビの収穫の最盛期を迎えまして、生産者のために交付金を

交付いたしますが、この交付金の支出がずっと下の棒グラフのように３月は非常に多くなりま

す。累積で、棒グラフにございますように３月に一番ピークを迎えます。これが短期借入金と

して３月末の会計年度をまたがって借り換えが必要となります。短期借入金の限度額、グラフ

の右下に四角で囲んでございます。900億円とされておりますが、18年３月末、17年度末には

短期借入金を約678億円の借り換えを実行させていただいております。これが砂糖の短期借り

換えでございます。

次に、同じ資料の６ページ、一番資料の裏でございますけれども、生糸業務の短期借入金の

借り換えでございます。この生糸業務の短期借入金と申しますのは、かつて日中の生糸協定等

に基づきまして、国の機関として機構が生糸を買い入れまして、これをすべて既に売却いたし

ておりますけれども、差損が発生いたしております。このような生糸の売買業務は現在は行わ

れておりませんが、この差損が短期借入金として残っておりまして、左に16年度末では短期借

入金が117億5,800万ございましたけれども、真ん中の上にございますように国からの損失補て

ん交付金をいただきまして、17年度末では短期借入金の借り換えが102億4,300万となっており

まして、16年度に比べて15億余り縮減できております。

なお、短期借入金の限度額は、右下にございます151億円でございます。

以上が、生糸の短期借入金の借り換えでございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に農林漁業信用基金よりご報告をお願いします。

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の短期借入金の借り換えについてご

報告いたします。資料11－２をごらんください。

信用基金におきましては、漁業災害補償法に基づきまして、全国漁業共済組合連合会が再共

済金等を支払うために必要な資金の貸し付けを行っております。この貸付金について自己資金

で賄えない部分を市中金融機関から調達しているわけですが、事業年度内に共済団体からの返



- 45 -

済が見込まれないために金融機関に返済できないものにつきまして、主務大臣の認可をいただ

いた上で借り換えにより対応いたしております。

平成17年度の借り換えにつきましては、２月16日の農業分科会におきましてご審議いただき、

また３月30日付で主務大臣の認可をいただき、３月31日付で借り換えを行っております。ご認

可をいただいた額は37億円でございました。借り換えの内容についてでございますが、借換額

は認可額内の35億6,800万円となっております。

なお、借り換えにつきましては１カ月ものから３カ月ものに分けて行いましたが、借入率は

0.159％から0.18％の金利で契約を行っております。

以上が短期借入金の借り換えの報告でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの農畜産業振興機構及び農林漁業信用基金の短期借入金の借換について、

ご報告がございました。これについて質疑応答の時間に入りたいと思います。

どうぞ。よろしゅうございますか。はい、手島委員、どうぞ。

○手島委員 生糸の借り入れのご説明あったんですが、もうこの事業はもともとやめているわ

けですね。それで150億ぐらい残っているやつをこれから相当長期間にぼちぼち片づけていく

って、そういうことですか。

○農畜産業振興機構理事長 ご指摘のとおり、既に生糸の売買事業は廃止になっております。

これは旧事業団が国の機関として買入れを行っておりましたもので、ここにございますように、

、この差損につきましては17年度は国からの損失補てん交付金を15億6,600万円いただきまして

これで短期借入金の借り換えの縮減を図っております。18年度も一般会計の予算で約43億円の

損失補てん交付金が計上されております。これがこの短期借入金の縮減に充当されるというこ

とになります。したがって、逐年こういった方法によって借入金を圧縮して、いずれゼロにし

ていくという形でございます。

○手島委員 それはいつごろまで片づけることになるんですか。

○農畜産業振興機構理事長 私どもは、できるだけ早い時期に償却したいと思っております。

○手島委員 早い時期というのは、例えば３年、５年とか、そういうことですか。

○農畜産業振興機構理事長 私どもとしてはそういうことを期待しておりすが、財政当局と毎

年協議していくことになります。

○松本分科会長 よろしゅうございますか。どうぞ、そのほか。

○夏目委員 農畜産業振興機構の方の借り入れの入札で決定した利率、先ほど数字がなかった
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と思うのですけれども、教えていただけますでしょうか。

○松本分科会長 どうぞ。

○農畜産業振興機構理事長 砂糖の短期借入金0.176でございます。生糸の方は0.20455。一定

の要件を満たす金融機関で競争入札をいたしておりますが、これらにつきましては、全体の借

入金の総額が違う等によりまして、若干の金利の差がございます。

○松本分科会長 夏目委員、よろしゅうございますか。

○夏目委員 はい、結構でございます。

○松本分科会長 では、借入金の入札結果についてご報告をお願いしたいと思います。

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の平成18事業年度の長期借入金の入

札結果についてご報告いたします。資料12をごらんいただきたいと思います。

本件は、林業経営基盤強化暫定措置法に基づきまして、農林漁業金融公庫の無利子貸し付け

の原資として私どもが寄託する資金を民間金融機関から長期借入金として借り入れするもので

ございます。18年度の借り入れにつきましては、昨年と同様競争入札により実施することとし、

２月16日の農業分科会におきまして事前にご審議をいただきました。その後、５月８日付で主

務大臣の認可をいただき、借り入れを行っております。６月２日に７億6,800万円の借り入れ

について入札を行い、1.318％の利率で落札されました。

なお、下期の借り入れにつきましても10月に競争入札により実施することを予定しておりま

すので、実施後改めてご報告申し上げたいと思っております。

以上が長期借入金の入札結果のご報告でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告に対しまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思います。ど

うぞ。

（発言する者なし）

○松本分科会長 よろしいですか。

それでは、次に、中期目標期間終了時の見直しについてでございます。

まず、18年度の見直しスケジュールについて、文書課からご説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 資料は13－１になります。それから、参考資料１として、昨年12月24日に

閣議決定されました「行政改革の重要方針」をつけております。この「行政改革の重要方針」

におきまして、18年度における見直しについては平成19年度末に中期目標期間が終了する法人

についても円滑かつ効率的な見直しを行う観点から、業務組織全般の見直しの検討に着手し、
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相当数について結論を得る、とされたところでございます。それから、融資業務等を行う独立

行政法人については、平成18年度中に政策金融改革の基本方針の趣旨を踏まえた融資業務等の

見直しを行い、結論を得る、とされたところでございます。

これを踏まえまして、農林水産省では今年３月に、平成19年度末に中期目標期間が終了する

４法人のうち、現在も金融業務を行っている農林漁業信用基金を、見直し作業の前倒し対象法

人として選定をしたわけでございます。その後、４月に総務省の政・独委及び行政減量・効率

化有識者会議のヒアリングが実施されまして、農林漁業信用基金の業務内容等について農林水

産省から説明を行ったところでございます。これらのヒアリングを経まして、５月23日の有識

者会議におきまして18年度以降、当面の独立行政法人の見直しの基本的方向について、指摘事

項が取りまとめられたところでございます。これにつきましては、参考資料２としてつけてお

りますが、指摘事項のポイントだけ申し上げますと、見直しの視点ということで、国の施策の

重点化にあわせ、その事務・事業の重点化を図る必要がある、それから、事務・事業をできる

だけ低コストで効率的に実施し、財政支出の削減を図ることが必要であるといったこと、それ

から、金融業務の見直しとして、国の政策目的が妥当かどうか、そういった視点からも精査を

する必要があるといった指摘がなされておるところでございます。これらを踏まえまして、本

日の農業分科会におきまして農林漁業信用基金の業務の内容について説明を行うということで

ございます。

今後のスケジュールでございますけれども、７月までに政府としての見直しの基本的考え方、

それから総務省の政・独委としての見直し方針が取りまとめられまして、その後それを踏まえ

て17年度までと同様に、主務省としての見直し当初案を作成し、８月末までに総務省に提出す

るということでございます。見直し当初案を提出するに当たりましては、８月に開催予定の農

業分科会及び親委員会の方で意見聴取を行うことを考えております。見直し当初案の提出後は、

政・独委、行政減量・効率化有識者会議のヒアリング等を経まして、11月中旬に政・独委から

勧告の方向性が示される見込みとなっております。この勧告の方向性を踏まえて、12月に政府

の行政改革推進本部の議を経て見直し内容を決定するというスケジュールになっております。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

続きまして、農林漁業信用基金の業務概要等について、金融調整課より説明をお願いしたい

と思います。

○金融調整課長 経営局金融調整課長の山口でございます。それでは、独立行政法人農林漁業
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信用基金の業務の概要につきまして、資料13－２を用いてご説明したいと思います。

１ページ目をおあけください。農林漁業信用基金の概要でございます。ここに書いてござ

いますように、信用基金は農林漁業者の経営に必要な資金の融通を円滑にし、農林漁業の振興

を図るために保証・保険の信用補完の業務というのと貸し付けの業務を行っております。また、

別の業務としましては、農漁業者が被る不慮の災害による損失に対して共済団体が支払う共済

金等に必要な資金の貸し付けも行っております。設立は平成15年10月１日、資本金が2,054億

円余でございます。役職員は、役員９名、職員124名でございます。

２ページをごらんください。過去の統廃合の経緯でございます。後でご説明しますが、信用

基金の業務はいろんな業務に分かれております。その分かれている原因が、ここにございます

ように認可法人なり特殊法人として、もともとは別々の法人として業務を行っていたものが、

行政改革等の要請もございまして統廃合を繰り返してきたということでございまして、現在の

農林漁業信用基金の母体になります認可法人の農林漁業信用基金自体は昭和62年に統合をして

できたわけでございますが、さらにそれが平成12年には一番右にございます農業共済基金と統

合いたしまして、平成15年に独立行政法人化したという経緯がございます。

３ページをごらんください。業務の一覧をつくっております。先ほどから言っておりますよ

うに、業務の大きな種類でいいますと、上の３つの丸に書いてある業務があるわけでございま

す。この上の３つの丸を下の表に区分してあらわしておりますけれども、農業、林業、漁業の

青い枠、保証保険と書いてあるものと債務保証と書いてございますが、この保証保険と債務保

証が一つの大きな業務の区分になります。２番目が、うすいピンクの枠ですが、融資う業務が

農業、林業、漁業にございます。通常の融資ではございませんで、これは低利預託した原資を

貸し付けるという業務でございまして、これは後ほどご説明いたします。あと、農災・漁災と

書いてあるところが濃い赤で塗られておりますけれども、これは農業共済、漁業共済の共済組

合が共済金を農業者、漁業者に支払う際に必要な財源を貸し付ける業務でございます。それぞ

れ職員数なり勘定別の損益を書いてございます。あとでごらんいただければと思います。

４ページ、５ページ、６ページは国の施策と農林漁業信用基金の役割との関係でございます。

４ページ、農業で言いますと担い手の育成なり、食料自給率の向上なり、こういう国の政策目

的に沿った形で農林漁業信用基金の各種業務を行っておるということでございます。５ページ

の林業で言いますと、森林の多面的機能の持続的発揮なり、林業の持続的かつ健全な発展とい

うことを目的にして事業を行っております。漁業につきましても、水産物の安定供給の確保、

水産業の健全な発展といった目的に沿った形で、特に金融面での円滑な融通を図るために業務
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を行っておるという関係でございます。

７ページをごらんください。農林漁業信用基金の保証保険業務だけを一覧にしたものでござ

います。ここでご注意いただきたいのは、農業と漁業の欄には、ちょっと間があいております

けれども、下の欄がございます。この下の欄といいますのは、都道府県にございます農業なり

漁業の信用基金協会の業務内容でございまして、農業と漁業には都道府県単位にこういう基金

協会があります。林業はそういうものがございませんので、信用基金みずからが債務保証を行

うことになっております。そのため、赤く塗られた「相手先」の欄をごらんいただきますと、

農業、漁業は農業信用基金協会または漁業信用基金協会が保証保険の相手先になるわけですが、

林業は林業者・木材産業者、現場の方々が相手先になるということになっております。

あとで指摘で出てきますので先に言っておきますと、農業、漁業の一番下の欄、基金協会の

「保証割合」というところがございます。これが100％以内ということで、融資額の100％を保

証することが可能ということになっております。林業につきましては、上のオレンジ色の欄の

ところに原則80％という書き方をしております。政策性の高いものは100％ということになっ

ております。

続きまして、８ページをごらんください。今申しましたことをちょっと絵解きしたものでご

ざいまして、独立行政法人農林業信用基金が上にございまして、各都道府県にございます農業

漁業信用基金協会が下にございます。通常は、民間金融機関が貸し付けを農林漁業者にする場

合に、その信用力が足りない場合に保証をつけるということになっておりまして、農業、漁業

については、下の水色の字ですが債務保証をその基金協会からつける。林業の場合は、Ｌ字型

になっている水色のところでございますが、直接信用基金がつけるということになっておりま

す。農業、漁業の場合は、紫色で書いてにございますように保証保険を基金協会と信用基金の

間で結びまして、リスクを分散することになっております。

あと、オレンジ色で代弁財源の貸し付けと書いてありますが、これは次の融資業務のところ

で出てきますけれども、信用基金協会が債務保証して、実際に事故が起きた場合には代位弁済

が必要なわけでございますが、その弁済のための資金が不足したような場合に、これを貸し付

けるということをやっております。

９ページをごらんください。農林漁業信用基金の融資業務関係の一覧でございます。今申し

ましたオレンジ色の農業・漁業の欄は、前のページにございました代位弁済財源の貸し付けの

ための業務でございます。あと、低利預託原資貸付けという業務と、林業には寄託という業務

がございます。農災・漁災には、その共済金の支払い財源の貸付け業務がございます。これら
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について順に説明してまいりたいと思いますが、10ページをごらんください。

農業関係の金融業務の関係がなかなかわかりにくいというご意見が、政独委の独法分科会や

有識者会議が４月に行ったヒアリングの中で出ましたので、この資料を付けさせていただいた

わけでございますが、右側には農林公庫という政府系の金融機関が別にあるわけでございます。

この農林公庫については政府から出資を受け、または財政融資資金を受けて、それを原資にし

まして直接貸し付けを行ったり、また受託金融機関を通じて貸し付けを行っております。その

左には、系統金融機関と一般金融機関と書いておりますが、これらは自ら貯金なり預金を集め

まして、それを原資にして農業者に対して融資をするわけでございます。矢印が２本ずつ出て

おりますが、プロパー資金といいますのは民間の金融機関が一般的に貸し付ける資金でござい

ます。制度資金といいますのは、行政が利子補給をして、金利を下げて提供する資金でござい

ます。それぞれ、下のところに紫色の点線で信用補完業務というふうに書いてございますが、

農林漁業信用基金が行う業務といいますのは、この系統金融機関、一般金融機関が行う融資を

保証保険をかけて補完をするというのが基本的な業務でございます。

もう一つは、この後説明しますが、紫の矢印が上から金融機関に下りておりますけれども、

融資業務のために必要な低利原資の供給をやっております。

10ページの右側にございますように、農業経営に対する貸出しは、系統金融機関が大体55％

ぐらい、農林公庫からの貸付けが大体42％ぐらいになっております。銀行等のと一般金融機関

は兆円単位でいくと０兆円で0.2％程度の貸付けという状況でございます。最近は、民間金融

が農業向けに融資を積極化しているということでございまして、今後はこの民間の割合が増え

ていくものと思っております。

11ページでございます。先ほどから何回も申し上げております低利預託原資貸付けの説明で

ございます。これは、国から農林漁業信用基金が出資を受けます。その出資金を原資にいたし

まして、左側で言いますと農業や漁業の信用基金協会、これに低利の貸付けを行います。１×

と書いてありますが、１倍ということです、１掛けということでございます。基金協会は各都

道府県にございます。そこが都道府県等から同じ金額の出捐を受けまして、２倍の原資を民間

金融機関に低利預託をする。民間金融機関自身は預貯金から原資を持って来て、４倍を掛けま

して計８倍になるんですが、この８倍になった資金を農林漁業者に貸し付けを行うということ

になっております。林業の場合は、先ほどからご説明しているように基金協会がございません

ので、都道府県がその代わりの役をやっておりまして、４倍融資といいますか、計８倍になる

という体系は同じものでございます。
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なぜそういう方式をとっているかということでございますけれども、次の12ページをごらん

ください。農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）の融資事例と書いてございます。このス

ーパーＳ資金といいますのが、この信用基金を通じて融資をしておるものでございます。この

営農類型をごらんいただくと、養豚と水稲で経営をしておられる農家の例でございますが、下

の経営改善計画の内容をごらんいただきますと、現状は豚が50頭、水田が1.5ヘクタールとい

うことでございます。これを豚を100頭に増やそうという計画を作ったわけでございます。上

のところにちょっとコメントがありますが、豚の個体管理を徹底し、給餌方法を改善すること

によって豚の回転を上げようということで、100頭ではございますが金額的には相当な収入に

なるものでございまして、この189万円だった所得を611万円まで持っていこうとしております。

経営費も２倍以上上がっております。豚でございますのでえさ代が非常にかかるわけでござい

ます。

資金計画の欄にございますように、増頭による豚舎とか分娩舎の増設、ふん尿が増えますの

で、これの処理施設の新設、また、えさの給餌方法を変えるための自動給餌装置、こういった

ものはスーパーＬ資金といいまして長期の資金を農林漁業金融公庫から融資ができることにな

っております。ただし、えさ代のような短期の運転資金は農林漁業金融公庫では扱っておりま

せん。通常は一般の金融機関なり農協から、民間のプロパー資金を借りるということになるわ

けでございますが、認定農業者に対して早急な経営改善を図ってもらいたいという政策的な意

図がございまして、そのためにこのスーパーＳ資金という形で低利の資金を設けております。

この例でいきますと900万円を、これは１年で回転していくわけでございますが、えさ代等の

ための資金として借りているという例でございます。このＬとＳと両方相まって、認定農業者

の経営の改善、規模拡大等を図っていくというものでございます。

13ページをごらんください。林業の寄託というふうに書いてございます。これは目的のとこ

ろに書いておりますように、森林の施業につきましては現在長伐期化なり複層林施業というこ

とで、従来のなるべく短い期間で皆伐をしていくという森林伐採の方法を変えていっておりま

す。そのためには、経営内容が変わっていくわけでございますので、その経営の変化に合わせ

て長期で低利の資金が必要になってきたということでございます。そのために、農林漁業金融

公庫の中に森林整備活性化資金という無利子の資金をつくったわけでございます。農林漁業金

融公庫といいますのは、ここにも書いてありますように財政融資資金といういわゆる財投を借

り受けて林業者に融資するというのが本来の仕組みでございまして、有利子でございます。こ

の有利子のものだけですと金利が上がってしまうということで、これを下げようということで
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無利子資金とあわせ貸しをしようということになりまして、その無利子になる原資を農林漁業

信用基金が調達をして、これを寄託する形で行っております。

14ページをごらんください。農災・漁災の共済金支払財源貸付でございます。これは、右側

にございますように、通常の農業災害、また漁業災害が起きた場合は、共済組合が共済金を払

います。共済金が払えない場合に備えて、連合会に保険金を掛けておりますし、さらに連合会

は国の特別会計に再保険を掛けているわけでございます。基本的には、その仕組みの中で共済

金の支払を行ってもらうのが基本なんですけれども、例えば大規模災害が発生したような場合、

一時的にお金が足りないという事態があるわけでございまして、最終的には特別会計からお金

を出すことになるのですが、補正予算が必要な場合が出てくるわけでございます。そうします

と、今の国会の会期から見ますと年明け以降に、早くても２月上旬ぐらいにしか資金が出ない

わけでございます。ご承知のとおり、農業者、漁業者にとってみれば、やはり年内に翌年のた

めの準備資金が入ることが大事でございますので、そこの短期のつなぎのために農林漁業信用

基金から貸し付けを行うという仕事でございまして、今までの金融業務と若干異なるセーフテ

ィネットの一環でやっている業務でございます。

15ページと16ページでございます。先ほど文書課の方からもお話がございましたように、政

独委の分科会と有識者会議の２つのヒアリングを経ておりまして、そこでの先生方からのご指

摘が幾つかございましたので、ご紹介させていただきます。ヒアリング指摘事項のところでご

ざいますが、総論としては、まず制度が複雑である。いろいろ統合した結果でございますが、

仕組みをスリム化し、国の関与の縮小をする方向で見直すべきだというご意見でございます。

総論の２番目が、行政サービス実施コスト、これは全独立行政法人共通で出すことになっ

ておりますが、この機会費用が多いのです。もう少し見直したらどうかということでございま

す。参考のところにございますように、行政サービス実施コストの中で機会費用が圧倒的に多

うございます。この原因は、出資金を先程2,000億円あると申しましたが、出資金も実施コス

トの計算上は通常金利で運用した場合に比べてどれだけコストがかかるか、機会費用がかかっ

たのかということで、それが24億円分あるというのが大きな原因でございます。

２番目の指摘事項は、保証・保険業務でございますが、これについては先ほど理事長から、

今年は黒字だというお話がございましたけれども、参考にありますように部門別に赤字がござ

いますので収支の改善に努めなさい。特に、国の関与を減らせという観点から、保険の引き受

けは次第に撤退して、望ましいのは各県の基金協会だけの制度にすることだというようなご指

摘がございました。
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それと、２つ目に、基金協会の方については保証割合が今100％になっておって、これは金

融機関にとってはモラルハザードになるのではないかというご意見がございました。

３つ目、林業信用保証業務については、これは信用基金が自らやっているわけですが、その

保証割合の原則は８割といっていますけれども、実態は100％のものが多いということで、こ

れも参考のところにございますように全保証の84％が今100％保証になっておりますので、部

分保証を原則とすべきというご意見。

４つ目でございますが、この林業信用保証業務については、貸出先が正常先以外への保証が

９割以上になっている。これも参考にございますけれども、正常先の割合よりも要注意先なり

要管理先なり、懸念先なりが増えて、そちらの方が多いという実態がございます。

３番目の指摘事項は、融資業務でございますが、信用基金からの融資業務の必要性は何なん

だと。今は国から出資を受けて、それを原資として預託しているんですが、そうではなくて利

子補給で対応できるのではないかというご意見でございます。これについては、当方の主張の

ところをごらんいただきたいんですが、２ぽつのところに書いてありますように、運転資金で

ございますので、どれだけ要るかというのが当初の計画ではなかなかわかりにくいわけでござ

います。このため、極度額を設定いたしまして、極度額の範囲内であれば、１年間で何度でも

借り入れ、償還ができるということにしております。したがいまして、利子補給方式ですと１

回１回利子補給申請をしまして、それに対する交付決定をしていかなければいけないんですが、

それに比べて利用者の負担や事務コストが少なくなるという利点があるというようなことでご

説明はしております。

②は森林整備活性化資金、先ほど寄託のところで説明した資金でございますが、これについ

ては政府系金融機関からの貸し出しに対してなぜ別の政府系の機関である信用基金が寄託をし

なければならないのかというようなご質問がございました。

４番目の指摘事項、災害補償関係業務につきましては、これは一時的に資金を借り入れるだ

けで最終的には国から補正予算でお金がおりてくるわけなんだから、農林中央金庫などの民間

でも対応できるんではないか。これもなぜ国が行う必要があるのかというようなご質問がござ

いました。

大体以上のような状況でございまして、先ほど説明がありましたように、これから見直し方

針を踏まえた省としての当初案の作成ということが必要となっております。今のヒアリングか

らの指摘事項等も踏まえながら、一方で現在農林漁業信用基金が果たしております役割といっ

たものを勘案しながら、今後の対応を検討してまいりたいと考えています。
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○松本分科会長 ありがとうございました。

ただいま２つの報告がございました。１つは、中期目標期間終了時の見直しについてという

ことと、ただいまの農林漁業信用基金の業務概要についての報告でございます。これをまとめ

てご意見あるいはご質問をちょうだいしたいと思います。どうぞ。

○菊池専門委員 よろしいですか。極めて素人的な質問で恐縮なんですが、ただいまご説明の

例えば12ページ、農業所得が豚50頭を100頭にする。このように農業所得がふえたと。ところ

が、経費もこれは大幅にふえているわけですね。そうすると、一体これはどんどん借金が重な

っていくような誤解というか、そういうふうになるあれじゃないんでしょうか、そこを説明し

てください。

○金融調整課長 ここは時間が少なくて説明が足りなかったと思いますが、この農業所得が増

えているといいますのは、当然ながら経費を全部払いまして、その中には融資された資金の償

還分も入っております。これらを償還した後の手取りが増えるということでございますので、

農業所得というのはすべての経費を落とした後でございますので、これは経営が改善したとい

うことでございます。

○松本分科会長 はい、どうぞ。現場からひとつよろしくお願いします。

○菊池専門委員 素朴な疑問なんですけれども、なぜに今この業務の概要についての説明があ

ったんでしょうか。今までこの評価というのをされてきていますよね、ＰＴで。きょうここで

概要説明という部分、私どもはこういった資金を使っている組織なものですからある程度はわ

かるんですけれども、なぜここでこの説明があったのかの意図するものをちょっとお聞きした

いと。

○松本分科会長 説明、趣旨をお願いします。

○金融調整課長 従来の独立行政法人の中期目標の見直しでありましたら、おっしゃるとおり

ＰＴを中心に検討して、その結果を分科会の方にご報告させていただくという方針をとってい

たんですが、文書課からも説明がありましたように、今回のこの見直しといいますのは、先般

成立した行政改革推進法の中に規定がされておりす。農林漁業金融公庫を含めた政府系金融機

関については見直しが昨年末に行われまして、１つの金融機関に統合するという方針になった

わけでございますが、その際、あわせて各公庫以外にも政策金融類似の業務を行っている独立

行政法人がたくさんあるんではないか、こういう指摘を受けまして、政策金融類似の業務を行

う法人についても、政策金融の見直しと同じような見直しをすべきではないかと。これは、い

わゆる民でできることは民で、要するに官から民へ移っていくということ、または直接的な融
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資はやらずに保証とか証券化とか、間接的な手法に業務の対応を変えていくんだとか、こうい

う説明が先ほどございましたように一般的な見直しの方針が出ておりまして、こういった方針

を受けて、政府全体として見直しをする。その中の１つとして農林水産省ではこの信用基金が

該当したということでございまして、通常の独法の見直しに比べますと政府全体の取組みの一

環だということでございましたので、先に業務等の内容からご説明して、今後こういうスケジ

ュールで進んでいくということをお示ししたところでございます。

○松本分科会長 よろしゅうございますか。

○菊池専門委員 はい。例えば、こういったものについて、この分科会で報告を受けて、これ

に対して例えば委員長から質問とかという部分の中でも、非常に勉強する程度の質問しかでき

ない部分の中でのここでの報告について、申しわけないんですけれども、どれだけの意味があ

るかと思ったもんですから、そういった私たちの場合はＰＴで評価するという分については非

常にわかるんですけれども……。

○松本分科会長 これは評価じゃないですね。

○菊池専門委員 はい。概要についてという部分で分科会の報告の中で、私どもは資金を利用

しているので比較的わかるんですが、それ以外の方はなかなかわかりづらい部分もあろうかと

思って、この分科会としての報告というか、概要……。

○松本分科会長 それでただいまのようなご質問が出たわけですよね。

○菊池専門委員 はい、そうです。的を射ているかどうかはわからないですけれども、どうな

のかなと思いましたので質問させていただきました。ありがとうございました。

○松本分科会長 そのほか、はい、手島委員どうぞ。

○手島委員 今お話があったように、なかなかわかりにくい話で、全体として見ると政・独委

からもご指摘があったように相当複雑な制度になっているわけですね。これは長い間いろんな

政策が出されるたびに、その目的に合うような仕組みをつくって積み重ねてきた結果、現時点

ではこうなっているということだと思います。今白紙から考えて、何が必要なのかという目で

見れば、相当複雑になり過ぎているんではないだろうかと思われます。どこがどうという具体

的なことは私にもよくわかりません、この政・独委が指摘している以上のことは私にはとても

言えませんけれども、全体として仕事の効率という意味では大きな無駄が起きているんじゃな

いかということが一つ考えられます。

それからもう一つは、非常に複雑なので恐らく利用者の方から見てもなかなかわかりにくく、

使いにくい制度になっているんではないだろうか。また、その結果、国民の税金が費用対効果
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というような面でどれだけきちんと使われているのかということをチェックすることはほとん

ど不可能になっているのではないか。

したがって、そのようなことをもっと透明にして、わかりやすく制度設計を変える時期に来

ているんのだと思われます。恐らく、この項目を一つずつ詰めていけば、これはこういうふう

に必要だ、あれはこういうふうに必要だというようなことになってくるんだと思うんですが、

そのようなやり方ではなく、今回はこれまでの農林漁業の金融制度というものを、この時点で

もう一度根本から見直して、新しく白いところに絵をかくとしたらどういう方法が最も良いか

を再設計する良い機会なんじゃないかと思います。したがって、私は今回政・独委からいろい

ろと言われたことについては、このような見直しを大いに進めるべきと思っています。

現状の制度を残すことに汲々とすることのないように、国家官僚としてこれから30年、50年

先を見通して、新しい制度設計をされるいい機会なんじゃないかと思いますので、ぜひそうい

う意味で国民の負託に応える立派なお仕事をしていただきたいと思います。

以上です。

○松本分科会長 ありがとうございました。どうでしょうか、事務局、今のご意見に対してお

答えくださいとはとても言えませんけれども、そういう方向で考えるということは私は非常に

重要じゃないかと思います。これでは非常に複雑、今手島委員がご指摘になられましたように、

勉強する、菊池委員もこれは勉強ではない、やっぱり評価するんだ、そういうことでないと、

勉強するよりもやっぱり評価する委員会ですから、そういう視点でやっぱりやらなきゃいけな

いという意見も一方ではあるわけでございます。今結論じみたことは要求しませんけれども、

何か少しでもご意見がございましたらどうぞ。

○金融調整課長 今の手島委員のご指摘、非常に公務員として肝に銘じてやらなければいけな

いところだというふうに思っております。ただ、業務の経緯という言い方を先ほどからしてお

りますので、そのままくっつけただけというご指摘もあるのかと思うんですが、例えば、それ

ぞれの業務ごとに出資者が異なっておりまして、民間からの出資、農業者、漁業者からの出資

金が入っているものもございますれば、100％国がやっているようなものもございまして、確

かに、一方ではなるべく簡素化したい、統合していきたいという気持ちもあるわけでございま

すけれども、例えば農業者の方々がたくさん出資しておられる業務と漁業者のための業務が一

緒になって、逆にわかりやすいのかとか、そういった問題もございます。これはまさに今ＰＴ

の先生方にはいろいろとご相談差し上げているところでございまして、もう少し透明性とおっ

しゃいましたがそのとおりでございまして、どういうことに効果があって、費用の面でも大き
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な費用がかかっているのかどうかとか、こういったものも総合的に次回以降はお示しして、そ

れでもって皆様方にまさに業務の評価をいただく、そういう機会を設けたいというふうに思っ

ております。

○松本分科会長 ありがとうございました。そのほかどうぞ、ございませんか。大変貴重な意

見を賜りまして、本当にありがとうございました。今後、中期目標期間終了時の見直しの考え

方については、事務局及びプロジェクトチームにおきまして作業を進めていっていただきたい

というふうに思います。

それでは、これで本日の議事につきましては終了いたしますけれども、全体を通して何か質

問がございましたら、あるいは意見がございましたら、この場でお願いしたいと思います。ど

うぞ、ございませんか。

（発言する者なし）

○松本分科会長 ございませんでしたら、最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。

○生産局総務課長 長時間にわたりまして大変ご熱心にご審議をいただきましてありがとうご

ざいました。補足をさせていただきますと、第２部でご議論いただきました独立行政法人は平

成15年10月に独立行政法人になっておりまして、中期目標期間が全体としては５年間、19年度

まででございます。ですから平成20年３月までは現行の中期目標なり中期計画のもので業務を

行ってまいります。そういう意味で、各法人の、今回は17年度の業務の状況などを評価いただ

いているのが基本でございます。ただ、今のご議論いただきました農林漁業信用基金だけは政

策金融改革の趣旨を踏まえた見直しをするということで、今のこの中期目標期間が前倒しをさ

れまして、今年度に見直しをするということになっているわけでございます。これから各ＰＴ

でご議論いただくことになりますが、参考資料の３にＰＴのメンバー表をつけさせていただい

ておりますので、ごらんいただきたいと思います。そういう意味で、17年度の業務実績の評価、

それから中期目標期間の評価につきましては、昨年と同様このそれぞれの各ＰＴでご議論をい

ただくことになります。

あわせまして、この見直し法人、農林漁業信用基金に係るＰＴにおかれましては、見直し内

容につきましてさらにご検討を進めていただくことになろうかと思っております。

スケジュールといたしまして、次回の分科会でありますが８月の中旬を予定しております。

会議の資料とは別に、席上に出欠の確認表を配付させていただいております。現時点で出欠が

おわかりの委員におかれましては必要な事項をご記入いただきまして、卓上にそのまま置いて

いただければと思っております。現時点で予定がおわかりでない方々につきましては、後日担
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当の方にご連絡をいただきたいと思っておりますので、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す

るように手配させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○松本分科会長 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21回の農

業分科会を閉会といたします。委員、臨時委員並びに専門委員の皆様方からは大変長い間熱心

なご審議をまことにありがとうございました。以上をもちまして閉会といたします。

午後 ４時５８分 閉会


