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午後２時３０分 開会

○消費・安全局総務課長 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23回農業分科会を開会させていただきます。

私は、消費・安全局の総務課長の小風でございます。本日は、ご多用中のところご出席いた

だきましてまことにありがとうございます。

今回、委員の改選等がございました。本日お集まりの方々におかれましては、引き続き、あ

るいはまた新たに委員をお引き受けいただきまして、心から感謝申し上げます。

今後とも、独立行政法人の効果的、効率的な業務の実施のために、今後２年間にわたりまし

ていろいろとご指導、ご鞭撻をお願い申し上げたいと思います。

本日は、委員改選後初めての会議でございますので、分科会長が選出されるまでの間、恐縮

ではございますが私が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、ちょっと座らせていただきます。

まず初めに、委員の方々のご紹介をさせていただきたいと存じます。

こちらが青柳委員でございます。

○青柳委員 青柳です。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 次に臨時委員より委員になっていただきました安部委員でございま

す。

○安部委員 安部でございます。よろしくお願いいたします。

○消費・安全局総務課長 井上委員でございます。

○井上委員 井上です。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 それから、専門委員より委員になっていただきました佐々木委員で

ございます。

○佐々木委員 よろしくお願いいたします。

○消費・安全局総務課長 夏目委員でございます。

○夏目委員 よろしくお願いいたします。

○消費・安全局総務課長 松本委員でございます。

○松本委員 松本でございます。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 向井委員でございます。

○向井委員 向井です。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 それから、臨時委員より委員になっていただきました森田委員でご
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ざいます。

○森田委員 森田でございます。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 渡邉委員でございます。

○渡邉委員 渡邉でございます。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 以上が、委員の方々でございます。

続きまして専門の事項を調査していただくこととなる専門委員の方々のご紹介をさせていた

だきたいと存じます。

池山専門委員でございます。

○池山専門委員 よろしくお願いいたします。

○消費・安全局総務課長 加茂前専門委員でございます。

○加茂前専門委員 加茂前です。よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 土居専門委員でございます。

○土居専門委員 よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 戸澤専門委員でございます。

○戸澤専門委員 よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 長尾専門委員でございます。

○長尾専門委員 よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 深見専門委員でございます。

○深見専門委員 よろしくお願いします。

○消費・安全局総務課長 布施専門委員でございます。

○布施専門委員 よろしくお願いいたします。

○消費・安全局総務課長 以上が、専門委員の方々でございます。

何とぞよろしくお願い申し上げます。

それから、なお、本日は欠席されておられますが、専門委員より委員になっていただきまし

た淵野委員及び委員より専門委員になっていただきました手島専門委員、萬野専門委員にもご

就任いただいております。

このほか、本日ご都合によりご欠席の専門委員といたしまして、石田専門委員、岡専門委員、

鱈場専門委員、中嶋専門委員、長沼専門委員、長村専門委員、馬場専門委員、福田専門委員、

松井専門委員がおられます。

本日は、委員10名中９名の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
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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の

で、成立していることをご報告申し上げます。

次に、恐縮でございますけれども、お手元の資料のご確認をさせていただきたいと存じます。

本日は事前に送付させていただいたものから、差し換え、あるいは追加になったものだけ卓

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

いただいているかと存じますけれども、差し換えなど、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存じます。右肩にそれぞれ資料番号を付しておりますので、もし不足など

ございましたらいつでも申し出いただければというふうに思っております。

資料の方はよろしいでございますか。

それでは、本日の議事次第に従いまして、本日の最初の議題でございます農業分科会の分科

会長の選出をお願いしたいと存じます。

選出の方法につきましては、独立行政法人評価委員会令によりまてして、委員の方々の互選

となっております。どなたかご意見がございましたらお願い申し上げます。

○井上委員 第１期に引き続きまして松本聰委員に分科会長をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○消費・安全局総務課長 今、井上委員から、松本委員というご提案ございましたが、皆様よ

ろしゅうございますでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○消費・安全局総務課長 それでは、異議がないということでございますので、そうさせてい

ただきます。

恐縮でございますけれども、松本委員におかれましては、席をお移りいただきまして、今後

の議事進行をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

（松本委員、分科会長席に着席）

○松本分科会長 ただいま、ご指名をいただきました松本でございます。よろしくお願いいた

します。

どうもかわりばえのしない委員長でございまして、大変申しわけなく思っています。しかし

一生懸命委員長の職を全うしたいと思っております。

ご承知のように、この農業分科会は、農林水産省の独立行政法人の評価委員会の中でも、最

も多くの法人からなっております大所帯でございまして、そういうことから、ご審議いただく
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内容も大変多岐にわたっております。従前から、先生方の非常に幅広い知識のもとに、この委

員会がそれなりの役目を果たしてまいりました。どうか従前にもまして、皆さん方の闊達なご

意見をちょうだいしながら、この委員会を運営していきたいと、こういうふうに思っておりま

す。ご協力のほど何とぞよろしくお願いします。

それでは、これから私の方で議事を進行していきますが、まず最初に、農林水産省独立行政

法人評価委員会令第４条第３項の規定によりまして、分科会長の職務を代理する委員について

は、分科会長があらかじめ指名することと規定されておりますので、私の方から指名させてい

ただきたいと思います。分科会長代理は向井委員にお願いをしたいと思います。

向井委員どうぞよろしくお願いいたします。

次に、各担当、ＰＴ（案）についてでございますが、各委員にご担当いただきますプロジェ

クトチームにつきましては、所属ごとに各プロジェクトチームを開催していただきご審議いた

だくようよろしくお願いしたいと思います。

それから、これから各法人の案件について審議をいたします。

まず、退職役員の業績勘案率（案）でございます。

それでは、事務局からこの件についてご説明をお願いいたします。

○消費・安全局課長補佐 消費・安全局消費政策課の廣川と申します。よろしくお願いいたし

ます。

今回は、役員の皆様方の改選に当たりましたので、新たに委員になられた方が大勢おられま

すから改めてご説明させていただきたいと思っております。

お手元の資料10の次に一番下の資料でございますが、参考資料１、２とあります。そちらを

まずごらんいただきたいと思います。

平成15年12月に「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」というも

のが閣議決定されております。この中で１の独立行政法人の（１）におきまして、役員の退職

金支給率に関して、平成16年以降、在職期間につきましては一月当たり俸給月額の100分の12.

5を基準として、これに各府省の独立行政法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じ

て決定する業績勘案率を乗じたものとするという算定の考え方が示されてございます。

これを受けまして、次の紙でございますが参考資料２でございます。

農林水産省におきましては、平成16年８月の農林水産省独立行政法人評価委員会、いわゆる

先ほど開かれました親委員会でございますけれども、そちらの方で業績勘案率の算定方法等を

決定し、平成17年11月に一部改正を行いました。
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内容といたしましては、まず、算定方法については、ページ下の方に算式がございますけれ

ども、こちらの退職役員の方の在職期間に対応して、それぞれ年度ごとに業務実績評価、いわ

ゆる年度評価をもとにした10項目の評価結果がＳの場合については1.3点、Ａの場合は１点な

どを与えまして、加重平均により基本業績勘案率を算出して、それから基本業績勘案率に当該

退職役員の在職期間による法人の特別の業績ですとか、当該役員の個人の業績、そういったも

のを勘案して、業績勘案率を決めていくということになってございます。

次に、手続的なものといたしましては、裏のページ２の（１）でございますけれども、役員

の退職者が出た場合におきまして、当該法人が評価委員会へ業績勘案率の案を提出して、それ

を受けまして、分科会で法人から提出のあった業績勘案率の案につきまして検討を行います。

２といたしまして、評価委員会においては、分科会で検討した結果、得られた業績勘案率の

案を総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に通知いたしまして、３として総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会の方からの意見を踏まえて、農林水産省独立行政法人評価委員会

が最終的に業績勘案率を決定して法人に通知するということになってございます。

また、４のその他で、この規定の適用期間といたしましては、平成16年１月以降の退職役員

の退職金の算定から適用するということでされております。これまでの経過なり算定の考え方

は以上でございます。

これに基づきまして資料が戻りますけれども、申しわけございませんが、最初の資料２－１

をお開きいただきたいと思います。

今回３法人から申請のございました７名につきまして、各法人で算定いたしました業績勘案

率の案について一覧表にしてございます。前段説明いたしました考え方に基づいて算定した結

果、それぞれの役員の勘案率の案につきましては資料のとおりとなってございますけれども、

これらの算出に際しましては、各法人や個人の実績については年度計画に基づき適正に流れた

ものであるということでございますので、計画の範囲内で効率化とか業務の改善を行ってきた

ものであることから、加算にまでは至らないということが各法人において判断されたというこ

とでございます。

これら、それぞれの法人の退職役員の業績勘案率の考え方につきましては、資料２－２以降

にそれぞれつけてございますもので、時間の都合上、個人ごとの説明につきましては省略させ

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 ありがとうございました。
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ただいま説明がございましたが、これに関しましてご意見、あるいはコメント等をちょうだ

いしたいと思います。どうぞ。

ございませんでしょうか。

それでは、特段にご意見がございませんので、17事業年度退職役員の業績勘案率の算定につ

いては、本日示されました案で当委員会から異議なしとは意見をしてよろしゅうございますか。

（うなずく者あり）

○松本分科会長 それでは、当委員会として、このように決定することといたします。

なお、当委員会は検討された業績勘案率の案について、総務省政策評価・独立行政法人評価

委員会に通知することといたします。

また、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から特段の意見がない場合は、自動的にこ

のとおり決定させていただきます。その点どうぞお含みおきよろしくお願いします。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

次は、農業者年金基金の役員に対する報酬の支給の基準についてでございます。

役員給与規程等につきましては、独立行政法人通則法に基づきまして、各法人が定めており

まして、主務大臣に届け出ることになっております。変更がありました場合も同様でございま

して、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て、評価委員会は主務

大臣に意見を申し出ることができるとなっておりまして、資料３の次ページに農林水産大臣か

らの通知文の写しをつけておりますので、ご確認をお願いしたいと思います。

それでは、農業者年金基金からこの件に関してご説明をお願いしたいと思います。

○農業者年金基金理事 農業者年金基金理事の黒木でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

それでは、資料３をごらんいただきたいと思います。

平成18年度役員給与規程改正の概要というのが最初のページになってございます。

今回ご説明申し上げますのは、給与水準の適正化及び人件費の削減のため役員給与規程の改

正を行ったということでございまして、その内容としましては、その下に書いてありますよう

に、常勤役員の本俸月額及び非常勤手当について0.6％の引き下げを、平成19年１月１日、こ

の前の１月１日から実施するという内容でございます。

下に、（注）が書いてございますけれども、当基金のその役員の給与につきましては、一昨

年の人事院が出されました給与構造改革により、これは国家公務員に準じまして行ったわけで

ございますが、当基金としましては、段階的に引き下げるということを定めておりまして、平
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成18年度から平成22年度までに、これは平均で6.7％でございますが、これを５カ年間に分け

て引き下げを実施するということをしております。平成18年度に平均1.4％の引き下げを行う

と、そういうことにして取り組んでいるわけでございます。

この場合資料に書いてありますけれども、差額支給はしないと、国家公務員の場合は現給補

償するということで差額は支給しておるわけでございますが、当基金の場合は差額の支給はし

ないということでございます。

こういうことにしているわけでございますが、これはなぜこういうことをすることにしたの

かということで、その下に参考として書いてございますけれども、職員の給与の関係でござい

ます。ここに書いてありますように、１等級から６等級があるわけですが、このすべての俸給

月額について１％の引き下げを平成19年度１月１日から実施すると、こういうことにしており

ます。

職員給与につきましても、先ほどご説明いたしましたように、給与構造改革により、この引

き下げを実施することとしておりますが、当基金の場合は段階的に引き下げていくと、こうい

うことにしておりまして、平成18年度から平成22年度までに、平均で4.8％引き下げるという

ことで、平成18年度には、平均１％の引き下げを実施すると、この場合も差額の支給はしない

と、こういう形で進めているわけでございますが、今回、新たに１月１日から１％を引き下げ

ると、こういうことにいたしましたのは、実は、昨年７月に独立行政法人の職員の給与の関係

につきまして、総務省が、各省から発表されたものを取りまとめたものでございますけれども、

ラスパイレス指数、国家公務員の給与を100とした場合にどのような数値になるかという指数

で発表してございます。これを見ますと、当基金の職員の給与につきまして、国家公務員の10

0という数字に対して高い数値が出ておりまして、私どもとしましては、一番最初にあります

ように、給与水準の適正化、それから人件費の削減のためと、こういうことからしまして、こ

の職員につきましても１％を引き下げすると。これは先ほどの給与構造改革の段階的な引き下

げに加えてと、こういうことでございまして、これを１月１日から実施したいと、こういうよ

うに考えたわけでございます。

また、そういう場合、当基金の職員全体のことを考えますと、やっぱり職員だけにこの給与

の引き下げをするということではなくて、役員の給与につきましても、相応の引き下げをやっ

ぱりすることが適当ではないかということで決断をして、一番上のように0.6％の引き下げを

することとしたわけでございます。

職員の場合は、既に毎年度１％ずつ引き下げにしております。平成18年度１％でございます
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が、それにあわせて１％引き下げるわけでございますので２％と、こういうことになります。

役員の場合も、これは平成18年度に平均で1.4％の引き下げをやると、それにあわせてまた0.

6％を加えると、こういう形で引き下げを行いたいと、こういうふうに考えているところでご

ざいます。

実際の額を見ていただきたいと思いますが、２ページ以下を見ていただきたいと思います。

２ページは、先ほど分科会長のご説明にありましたように、これは主務大臣から当評価委員

会に通知があった文書でございます。

それから、３ページの方は、これはこういう役員の給与等を改正いたしましたときは、基金

の理事長から主務大臣に届け出をすることになっております。その文書でございます。

その次の、４ページを見ていただきたいと思います。

これが当基金の役員の給与規程の一部を改正するその規定でございますが、５ページ目の、

横長の表でございますが、これをご覧いただきますと、右の欄が現行でございまして、理事長

以下の本俸月額が記載してございますけれども、これを左の改正後の月額に改めるということ

でございます。ただ、この現行で書いてありますこの月額は、実は５年間段階的に引き下げて

いくという給与構造改革の趣旨で行うその最後の、平成22年度の数字でございます。その平成

22年度の数字をここにありますように0.6引き下げて、左の方の改正後の数字にするわけでご

ざいますが、その間、平成18年度から平成21年度の間はどうなるかと言いますと、その次の６

ページをごらんいただきたいと思います。

ここに右の方は現行の規定でございますが、これは附則でございますけれども、四つの欄が

ありまして、平成18年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、それぞれ金額が書いてござ

います。先ほど言いましたように、段階的にここを引き下げるという形でございますが、この

額も今回、左の欄にありますように0.6％の引き下げを加える形になってございます。この４

年間を過ぎて最初の本則にあります金額に、平成22年度になると、こういうようなことでござ

います。下の方にありますのは非常勤監事の給与でございます。

以上のような形で、今回、平成19年１月１日から実施しているところでございまして、私ど

も、この給与水準の適正化、現給の削減という取り組みを引き続き進めていきたいと、このよ

うに考えておるところでございます。

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、本件に関しまして何かご意見、ご質問をちょうだいしたいと思います。
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夏目委員どうぞ。

○夏目委員 ただいまご説明のありましたとおりであろうと思いますけれども、ラスパイレス

指数が当法人が比較的高いというご指摘のもとでの給与構造改革をされていると思うのですけ

れども、平成22年度までにこれだけ下げてラスパイレス指数をどのところにだいたいあわせら

れていらっしゃるのでしょうか。お示しいただきたいと思います。

○松本分科会長 それでは。

○農業者年金基金理事 このラスパイレス指数につきましては、もちろん、私どもの法人とし

ましても、例えば、私どもの職員が９割以上が東京に勤めておるわけでございます。一方、国

家公務員は全国的に点在して職についているわけでございますが、なかなかそういう比較とい

うのか非常に難しい面があるとかいろいろありますが、私どもはやっぱり東京都に９割以上い

ることでは、国家公務員の東京に勤めておられる方の給与、この水準を長期的には目指してい

きたいなというふうに思っております。

これは毎年度、職員も入れかわったりいろいろしますので、いつまでに、何年度までにとい

うことを申し上げることは難しいんですけれども、段階的に、今後はそのような水準に目指し

て取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。

○松本分科会長

どうぞ、そのほか。ございませんか。

それでは、そのほかございませんようですので、役員に対する報酬の支給の基準につきまし

ては、当分科会といたしましては意見なしと処理したいと思いますがいかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

（うなずく者あり）

○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。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

次は、農林漁業信用基金の中期目標期間終了時における事務・事業の見直し内容についての

報告でございます。

経営局金融調整課長からご説明をお願いしたいと思います。

○金融調整課長 ただいまご紹介いただきました経営局の金融調整課長の天羽でございます。

お手元の資料４に基づきましてご説明、ご報告をさせていただきます。
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お手元の資料４は、１ページ、２ページの色刷りの部分と、３ページ以下の横書きの、平成

18年12月24日、農林水産省、財務省というペーパーの二つから成り立っております。

平成18年12月24日付のペーパーの概略を色刷りの２枚にまとめておりますので、基本的に色

刷りの紙の方でご説明をさせていただきたいと思っております。色刷りの紙をごらんください。

まず、タイトルの下の括弧書きにございますとおり、独立行政法人農林漁業信用基金の中期

目標期間、これが平成15年度から平成19年度でございます。中期目標期間終了時における事

務・事業の見直しについては、主務大臣の見直し案が平成18年12月24日に決定されております。

中期目標期間が平成15年度から平成19年度ですので、通常であれば主務大臣の見直し案は、平

成19年度に決定されるプロセスになるところでありますけれども、農林漁業信用基金の業務が

保証なり融資なりを行うということに着目をして、政府全体の独立行政法人の中で、そのよう

なものなどを１年前倒しで見直しを行うということで、去年プロセスが行われました。要すれ

ば、次期中期目標期間、平成20年度から平成24年度が円滑にスタートできるように主務大臣の

見直し案作成のプロセスを１年前倒しで行ったということでございます。

今後、次期中期目標期間――平成20年度から平成24年度に向けて見直しを実施することとし、

その中でできるものについては平成19年度から前倒しで実施するということでございます。

農林漁業信用基金でございますけれども、この業務をごくごく簡単に申しますと、説明する

までもありませんが、農林漁業は自然条件に左右されるという特徴を持つわけですけれども、

農林漁業者に対して各種資金を供給したり、共済金と呼ばれる――災害保険金に該当するもの

などが円滑に支払われるように、農林漁業信用基金は保証保険や低利で原資を供給するといっ

た農林漁業者に対するサポート事業を総合的に行っているということでございます。

以下、①から見直し概要についてご説明させていただきます。

①、農業・漁業保証保険において、基金協会が行う債務保証について、一部資金に部分保証

を導入し、その他の資金についてもモラルハザードの防止対策を検討ということでございまし

て、債務保証を行う基金協会とそれを農林漁業信用基金が全国で保険に受ける仕組みになって

いるわけですけれども、基金協会が行っている債務保証について、今、基本的に、100％保証

しているわけですけれども、一部資金に部分保証を導入し、その他の資金についてもモラルハ

ザード防止の観点から対策を検討していくということでございます。

林業の債務保証についても保証割合を100％とする債務保証の対象を絞っていきますという

ことでございます。

②、保険・保証引受時などの審査をより厳格化すること。それから、債務保証をして、借り
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受けた農林漁業者が、債務を弁済できないときに、保証機関が代位弁済するわけですけれども、

その見返りで移転をする求償権等を行使して回収を促進していくというものが②でございます。

今までもやっているわけですけれども、さらに力を入れてやっていくということでございま

す。

③、事故の発生状況等を踏まえた保険料率・保証料率を見直していきます。

それから④、農業・漁業保証保険について、「民でできることは民」でという考え方を踏ま

えつつ、対象資金について検討をしていく。

⑤、低利預託のための原資貸付について、資金需要を精査し、将来にわたって活用される見

込みのない資金については、国庫に納付する。それで、その納付の方法については、関係機関

等と十分協議の上、対応をするということでございます。

⑥、林業の寄託業務について、新たな方式が可能かなどについて検討をするということでご

ざいます。

⑦、共済団体等に対する貸付については、セーフティーネットとしての性格を有することを

踏まえ、原則として民業補完に徹する。

⑧、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合にあわせて、

農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署の統合を検討します。

また、両部署の統合に当たっては、統合効果を最大限発揮します。

⑨、業務の必要性等について、国民一般を対象にわかりやすい形で開示するなど、情報開示

の充実を促進します。

⑩、その他の業務全般に関する見直しといたしまして、これは他の法人も共通する事項であ

りますけれども、中期目標等における業務の重点化、効率化に向けた取り組みを明確化する。

効率化目標の設定及び人件費改革の観点から改革に取り組む。

随意契約の見直しを行う。

資産の有効活用を行う。

ということでございまして、これらを通じまして、現下の急務である担い手育成等の農政改革、

地球温暖化防止等の森林・林業政策等に即した見直しとなるように次期中期目標期間に向けて

見直しを実施するということとしております。

以上で終わります。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に対しましてご質問、ご意見がございましたらちょうだいしたい
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と思います。

どうぞ。

今年の冬に代表されておりますように非常に暖冬が続いて農業そのものに対する影響が、春

から夏にかけてどう出るかというのが非常に気にかかるところでございまして、こうした内容

について急遽またご審議いただくことがふえると思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

ございませんか。

夏目委員どうぞ。

○夏目委員 すみません。少しご説明をお願いしたいのですけれども、今ご説明いただきまし

た①のモラルハザードの防止対策なのか、または７の共済団体等に対する貸付の部分なのか、

どちらなのかよくわかりませんけれども、都道府県にあります農業共済組合連合会のさらに下

部組織のところの収支が一部悪化しているという話が前回のときに出されたと思うのですけれ

ども、こういう状況の中で、貸付金が増える要因となっているというふうにご説明があったそ

ういう共済団体等への貸付が改善され、規模の縮減を図っていくことが可能なのでしょうか。

やらなければならないということはわかるのですけれども、今、一方からもお話ございました

ように、大変に自然に左右されるという、こういう事業のところで、本当に貸付の規模を縮減

できるかどうかというのは非常に疑問のように思いますので、もう少し丁寧なご説明をいただ

ければというふうに思います。

○松本分科会長 それでは、今の件に関しましてご回答をお願いします。

○金融調整課長 言葉が足りませんでしたけれども、後ろについております３ページ以下の資

料に即しまして若干コメントをさせていただきます。

まず、５ページの第４をごらんください。

農業共済団体及び漁業共済団体等に対する貸付に係る民間調達の推進ということでございま

して、今、委員ご質問の農業共済組合なり共済事業を行う地方公共団体が、共済金を支払いま

す。また、県域にあります団体が共済組合に保険を支払うわけですけれども、そのお金がショ

ートするような場合に、第４にありますとおり、共済団体等への融資業務が発動される機会が

生じるわけですけれども、その場合に、民間からの貸付が可能なものであれば、それは民間で

やってもらって、民間からの貸付が困難な場合のセーフティーネットとして農林漁業信用基金

から農業なり漁業の共済団体に対する貸付をやっていくという考え方でございまして、原則と

して民業補完に徹し、民間による融資の積極的活用を図る観点から、民間による融資を促す、
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「官から民へ」という考え方に立って、民間による融資を促すための積極的な情報開示や共済

団体等に対する周知・指導を徹底するということでございまして、本来支払われるべき共済金

の支払額を絞っていこうということを意図しているものではございません。

○松本分科会長 はい、よろしゅうございますか。

どうぞ、そのほか。

ございませんか。

それでは、ございませんでしたら、次の議題に移りたいと思います。

次は、家畜改良センターの重要な財産の処分についてでございます。

独立行政法人通則法に基づき、独立行政法人が主務省令で定める重要な財産の処分をしよう

とするときは、主務大臣の認可を受けることとなっておりまして、農林水産大臣が認可しよう

とするときは、評価委員会の意見を聴かなければいけないと、こういうことになっております

重要な財産の処分につきまして、説明いただく前に、農林水産大臣から当委員会に諮問がされ

ておりますので、まず諮問文の朗読から前にお願いしたいと思います。

○消費・安全局総務課長 独立行政法人家畜改良センターの重要な財産の処分について。

独立行政法人家畜改良センター理事長木下良智から重要な財産の処分について、別添のとお

り許可申請書の提出があったので、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第48条第２

項の規定に基づき、貴委員会の意見を求める。

以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございます。

それでは、家畜改良センターの重要な財産の処分について、家畜改良センターからご説明を

お願いいたします。

○家畜改良センター理事長 家畜改良センター理事長の木下でございます。

資料の５でご説明申し上げます。１ページ目と３ページ目が差しかえとなっていますので差

しかえの方でごらんいただきたいと思います。

１ページ目でご説明申し上げたいと思います。

今回の土地につきましては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、東北新幹

線の八戸と新青森間の建設用地として私どもの青森にあります奥羽牧場の用地の一部について

譲渡申請があったものでございます。

この内訳のところでございますけれども、面積については206平米、２アールということで

ございます。評価額で４万円ちょっとということでございます。
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今回の、下に書いてございますけれども、家畜改良センターといたしましては、東北新幹線

建設工事は非常に公共性の高いものであること。それから、この申請のあった土地は工事を施

工する上で必要不可決なものであると認められること。それから、譲渡申請がありました用地

につきましては、２アールちょっと、私どもの牧場の面積からすれば小さいものでありまして、

牧場の業務運営上支障が生ずるものでないこと等の理由から、今回の譲渡申請について応じる

ことといたしたいと思っておるところでございます。

よろしくお願い申し上げます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの件につきまして、質問、あるいはご意見のある方お願いいたします。

いかがでしょうか。ございませんか。

それでは、特段のご意見や質問がございませんので、家畜改良センターの重要な財産の処分

に認可について、当分科会として依存なしとの意見で提出したいと思いますがよろしゅうござ

いましょうか。

はい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。

次の議題に移ります。

次は、農畜産業振興機構の中期目標等の変更についてであります。

独立行政法人通則法に基づき、主務大臣が独立行政法人が達成すべき業務運営に関する中期

目標を定め、または、これを変更しようとするときは評価委員会の意見を聴かなければいけな

いと、こういうふうになっております。

また、独立行政法人が中期目標を達成するための中期計画を作成または変更する際及び業務

方法書を法人が作成または変更する際には、主務大臣の認可を受けることになっておりまして、

農林水産大臣が認可しようとするときは、評価委員会の意見を聴かなければいけないと、こう

いうふうになっております。

今回、ご審議いただくものは、中期目標等については、現時点における検討案であります。

それでは、生産局特産振興課長から中期目標の改正の概要についてご説明をお願いいたしま

す。

○特産振興課長 生産局特産振興課長の水田でございます。

農畜産業振興機構の中期目標の変更につきましてご説明をさせていただきます。

資料の６－１でございます。
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今回の変更に係る点といたしましては、現行で機構が行っております砂糖の価格調整に関す

る業務につきまして、需要に即した生産を促す観点から、この４月から、農政改革の一環とい

たしまして法律改正をいたしまして、砂糖に係る諸制度を改正するとともに、新たにでん粉に

ついて価格調整の制度というものを導入することによるものであります。

これに伴いまして、農畜産業振興機構が実施する業務につきましても見直しがなされること

から、現行の中期目標、中期計画、業務方法書に所要の改正を行うものでございます。

６－１によりまして、改正部分の概要についてご説明いたしますが、その前に、法律の改正

の概要につきまして６－１の２ページをお開きいただきたいと思います。

Ⅱとして改正の内容と書いてございます。

砂糖の価格調整に関する法律の一部改正ということでございます。

これまで、いわゆる砂糖につきましては、最低生産者価格制度というものがございまして、

農畜産業振興機構から国産糖の製造事業者に対しまして、交付金を交付いたしまして、この国

産糖の製造事業者が農家から最低生産者価格という一定の価格でさとうきび、てん菜を買い上

げることによって農家の経営の安定を図るというものでございます。これを廃止いたしまして、

新たに生産者に対しまして直接、諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正するための

交付金を機構が交付するという形に変えたわけでございます。

それから、２点目でございますけれども、（２）のところにございますが、国内産のいもで

ん粉につきまして、現在では、輸入されるコーンスターチ用とうもろこし、あるいは輸入され

るでん粉など、これを輸入する場合に、国内産いもでん粉も一定量買っていただくという抱合

せ措置というものを講じているわけでございますが、国際的な議論の方向性に即しまして、よ

り透明性の高い制度に移行するという観点から、輸入されるコーンスターチ用とうもろこしや

でん粉等から調整金を徴収いたしまして、これを財源に国内産でん粉に対する支援を行うとい

う、砂糖と同様の仕組みを導入するというものでございます。

そして、これらの業務につきしまして、２番に書いてございますように、独立行政法人農畜

産業振興機構法も一部改正いたしまして、このでん粉から徴収する調整金の徴収業務につきま

しては、今、砂糖で行っております業務と同様の業務でございますので、農畜産業振興機構が

この業務を実施するというものでございます。

１ページ戻っていただきまして、６－１の１ページでございます。

これらの業務の変更に対応するための中期目標の改正でございますけれども、ポイントとい

たしまして、砂糖関連といたしましては、農畜産業振興機構の業務として、新たにさとうきび
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生産者への交付金交付業務が追加されました。

でん粉の関連といたしましては、新たにでん粉用のかんしょ－さつまいもでございますが－

この生産者への交付金の交付業務及びでん粉の製造事業者への交付金の交付業務というものが

新設されたことに伴う改正を行うということでございます。

また、平成18年度末をもちまして、砂糖に係る補助業務を廃止いたしましたことに伴い所要

の改正を行っているというところでございます。

以上のような改正の現段階の案につきましては、現在、関係省庁との調整を行っているとこ

ろでございますが、その内容につきまして、資料６－２にございます新旧対照表にお示しして

いるところでございます。ご参照いただければと思います。

以上で、中期目標の説明につきまして終了させていただきます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

続きまして、農畜産業振興機構から、中期計画及び業務方法書の改正概要のご説明をお願い

したいと思います。

○農畜産業振興機構理事長 農畜産業振興機構の木下でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。

お手元に資料６－３、中期計画の新旧対照表がございます。それに即しまして報告を申し上

げたいと思います。

先ほど、特産振興課長からご説明がありましたように、今回の改正は、砂糖及びでん粉の価

格調整に関する法律の施行に伴いまして、第１点としてでん粉からの調整金の徴収業務を新た

に加える、また、第２点としてさとうきび、でん粉原料用かんしょ生産者への交付金交付業務

を追加をする。

第３点でございますけれども、砂糖に関する補助事業が、平成18年度限りで廃止されたことを

踏まえました改正を行うという趣旨でございます。

まず１ページでございますけれども、第１の６の補助事業の効率化等につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、砂糖の補助事業の廃止に伴う措置でございます。

次に、１ページの第２の砂糖関係業務でございますけれども、冒頭ご説明申し上げたように、

甘味資源作物交付金についての業務の規定、また国内産糖交付金におきましても同様な規定を

置いておるわけでございます。

２ページをお開きいただきたいと思います。

でん粉原料用いも交付金につきましても、新たな業務になるわけでございますけれども、指
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定の電磁的方法による概算払請求を受けたときの処理の日数等について規定をしているわけで

ございます。

また、３ページでございます。

今回新たにつけ加えますでん粉及びその原料作物を対象とする情報収集業務を新たに機構の

業務として追加をした次第でございます。

４ページから、26ページまでは、先ほど申し上げたようなでん粉の新たな業務について追加

を伴います予算、収支計画及び資金計画につきまして改正を行うという内容でございます。

第１点は、新たにでん粉勘定を創設をするという内容でございます。

お手元の資料の８ページにそれが書いてございます。

それから、もう１点は、今回の制度改正に伴いまして品目横断的経営安定対策の原資といた

しまして、国庫にその財源の一部について納付をするという制度が創設されましたので、それ

に伴います国庫納付措置を規定しているわけでございます。

次に、27ページをお開きいただきたいと思います。

短期借入金の限度額という規定でございます。

従来は、砂糖につきまして、単年度900億円という内容でございます。今回の制度改正を受け、

この900億円の短期借入金の限度額につきまして650億円減額の措置を講じたいと考えている次

第でございます。

また、新たにでん粉について、価格調整業務がつけ加わるためでございますけれども、砂糖

と同じように、でん粉につきましても、収入の時期と支出の時期が異なってまいりますので、

その収入と支出の差を埋める観点から、短期借入れが必要となりますけれども、その限度額に

つきまして単年度120億円としたいという内容でございます。

以上が、中期計画の改正でございます。

なお、私ども、今回のでん粉勘定の創設に際しまして、既存勘定を含めた見直しを行ったと

ころでございます。そういった観点から、人件費総額につきましても、機構全体として、さら

なる縮減を行う予定でございます。

また、この中期計画の改正でございますけれども、今後の手続といたしまして、中期目標の

変更について内容が確定次第、これに合わせまして関係省庁との調整を行った上で、農林水産

大臣に認可申請を行いたいと考えている次第でございます。

続きまして、資料６－４をお開きいただきたいと思います。

農畜産業振興機構の業務方法書の一部改正でございます。
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変更後、現行、改正の内容を整理してございます。

中期計画の変更と同様、今回の制度改正を踏まえまして、でん粉の関係業務、さとうきび、

それからでん粉、原料用かんしょ生産者への交付金の交付業務、あるいは、国庫納付金の納付

の業務等が追加されたことに伴います業務方法書の変更でございます。

なお、業務方法書の変更の具体的内容につきましては、さらに詳細な詰めをに行った上で、

農林水産大臣に認可申請を行いたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げたいと思

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、ただいまのご説明に対して質疑、応答に時間に入ります。

ご意見、ご質問のある方どうぞ。

ございませんか。

はい、それでは、よろしくお願いします。

○長尾委員 例えば、砂糖の生産補助金を減らそうという方向にあるわけですね。

今900億円だったのを600幾つかに……

○松本分科会長 650億円に……

○長尾委員 減らす。

○松本分科会長 そう。

○長尾委員 ということは、結局、日本の食料に関する自給率を減らす方向に持っていくとい

うことですか。

○松本分科会長 にならないわけです。

その点どうぞ。

○特産振興課長 今ご質問がございました、砂糖生産振興資金の関係でございますけれども、

今回の制度改正の中で、砂糖及びその原料作物の振興に資するための事業につきまして、今回

新たな経営安定対策という大きな制度改正を行ったところでございまして、その移行に当たっ

て、しっかりした制度運営をしていく必要があるというふうに考えたわけでございます。先ほ

ど申し上げましたけれども、機構の方に900億円というような借入金の枠を設けたというのは、

これまでの制度の運用の中で、調整金の赤字というものが生じておりまして、そういったもの

がありますと制度運営という意味では非常に厳しいというところでございまして、そういった

赤字を解消していくということが非常に大事かというふうに考えたところであります。そこで
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これまで、砂糖の補助事業に使っておりました資金でございますけれども、この資金の原資が

残っておりまして、その部分につきまして、制度の安定的な運用を確保していくために、その

残高を調整金の累積赤字の方に充当いたしました。

ということで、その赤字の方を大きく減らしたということでございます。

そういう関係から、借入金の限度額も900億円から650億円に減らすことができたということ

でございまして、これは今後の制度運営の安定的な運用を図っていくために、必要な措置とし

て実施をしたというものでございます。

今後、砂糖生産振興資金の補助事業というものはないわけでございますけれども、新たな制

度のもとで甘味資源作物に対する経営安定対策というものがしっかり講じてまいられるわけで

ございまして、生産コストから販売額を引いたところにつきまして、しっかりとした支援をし

てまいるということによりまして、砂糖の生産というものを安定的にしっかりやってまいりた

いというふうに考えております。

○松本分科会長 長尾委員よろしゅうございますか。

調整金赤字の額を減らすとことによって、経営基盤がしっかりし、それによって国内の甘味

資源作物の作付面積が減るということにはならないという、そういう解釈でよろしゅうござい

ますね。

○特産振興課長 基本的にはそういうことです。

○松本分科会長 そのほかどうぞ。

よろしゅうございますか。

それでは、ただいまの意見はこういうことで処理したいと思います。

なお、先ほど担当課及び法人からの説明がありましたように、３月末までに中期目標、中期

計画、それから業務方法書を改正する必要がございますが、中期目標及び中期計画の改正に必

要な評価委員会への諮問・答申の手続につきましては、私に一任させていただきたいと思いま

す。

また、業務方法書につきましては、後日郵送により諮問・答申の手続を進めさせていただき

たいと思いますが、この点についてもご了承お願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

（うなずく者あり）

○松本分科会長 よろしゅうございますか。

ありがとうございます。
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それでは、そのように手続を進めさせていただきます。

ありがとうございました。

それでは、次の議事に入りますが、ここで５分ほど休憩をいたします。

３時40分から再開いたしますので、それまでにお集まりくださいますようお願いいたします。

（午後３時３５分 休憩）

（午後３時４１分 再開）

○松本分科会長 よろしゅうございますか。

それでは、議事を再開いたします。

次は、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えについてでございます。

独立行政法人通則法に基づき、農林水産大臣が短期借入金の借換えを認可しようとするとき

は、評価委員会の意見を聞かなければならないことになっております。まずは、農畜産業振興

機構からご説明をお願いいたします。

○農畜産振興機構理事長 お手元の資料７－１をお開きいただきたいと思います。

資料７－１の２ページをお願いいたします。

ここに、砂糖の調整金収支という図がございますけれども、私ども、砂糖勘定につきまして

は、支出が集中する冬場の資金需要、棒線から下の部分の黒塗りである部分でございますが、

その部分に支出が集中するわけでございます。

一方で、収入は年間を通じてあるということから、どうしても冬場の資金需要が集中する時

期に借入れをする必要があるわけです。３月末には、330億円強の短期借入金が必要だという

ことでございますので、中期計画に定めております短期借入金の限度額、平成18年度は900億

円でございますので、その範囲内で短期借入金の借り換えを行いたいということでございます。

ちなみに、昨年は670億円強の水準でございましたけれども、本年度は330億円強の水準にな

ろうかと考えている次第でございます。それが砂糖でございます。

次に、３ページをお開きいただきたいと思いますが、生糸関係の短期借入金でございます。

４ページをお願いいたします。

生糸につきましての短期借入金の残高、ここにお示ししているとおりでございますけれども、

毎年、国からの補てん等もございまして、その削減に努めているということでございますけれ

ども、昨年度末には100億円強あった短期借入金が、本年度には59億円程度に減少する見込み

でございます。

中期計画に定めます本年度の現行の短期借入金の限度額は151億円でございますので、この
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範囲内で借り換えを行いたいと考えた次第でございます。

なお、砂糖勘定、そして生糸勘定ともに、本年度の借換額が確定いたしますのは、３月中旬

でございます。その際には借換額の算定の基礎、必要な資料と合わせまして、農林水産大臣に

認可申請を行いたいと考えておる次第でございます。よろしくお願い申し上げます。

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、本件に関しまして、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。

それでは、ございませんようでしたので、続きまして、農林漁業信用基金からのご説明をお

願いいたします。

○農林漁業信用基金理事長 農林漁業信用基金理事長の堤でございます。よろしくどうぞお願

いいたします。

引き続きまして、私の方から農林漁業信用基金の短期借入金の借換についてご説明いたしま

す。

この案件につきましては、現時点で借換額が確定しておりません。したがいまして、本日は

事前にご説明をさせていただき、金額が確定した段階、今のところ３月中旬頃というふうに思

っております。その時点で主務大臣への認可申請を行い、評価委員会の委員に意見を伺うとい

う手順で進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

お手元の資料７－２の１ページをお願いいたします。

まず、１にございますように、漁業災害補償制度は、中小漁業者が災害によって受けること

のある損失を保険の仕組みによりまして相互に補てんすると、これによりまして、漁業の再生

産と漁業経営の安定に資することを目的としております。

漁業は自然の影響を受けやすい産業でございまして、共済事故の発生状況により共済金の支

払い――保険金でございますけれども、この支払いのための資金供給量も大きく変動いたしま

す。そのため、全国漁業共済組合連合会、漁済連と略称しておりますけれども、ここで資金不

足を生じることがございます。この不足分につきましては、私ども信用基金が金融機関から短

期借り入れをいたしまして、漁済連に貸し付けを行っております。

具体的な仕組みにつきましては、３ページに図がございますので後ほどお目通しをいただけ

ればと思っております。



22

信用基金の短期借入金は、年度内に全額償還する必要がございます。しかしながら、共済事

故が多発し、政府からの保険金が間に合わない、こういった事情があるときには、漁済連から

年度内に償還がなかなか難しいという場合がございます。その場合には、信用基金としてはそ

の不足分を借り換える必要が出てまいります。

３のところで、短期借入金の借り換えの必要性がございます。

平成18年度は、魚価安によります漁獲金額の減少、東北、北海道を襲いました台風並みの低

気圧によるサケ定置網の被害、こういったことによりまして、共済金、それから、再共済金の

支払いが発生したところでございます。

その一方で、政府からの保険金の支払いが年度内に見込まれない部分がございます。したが

いまして、平成18年度末で約17億円の借り換えが必要と現在見込んでおります。

追って、政府からは４月には保険金が支払われるというふうに聞いておりますので、借り換

えた資金につきましても４月中には償還が漁済連からなされるものと現時点では見ております。

冒頭に申し上げましたが、借換額が確定した段階で、認可申請をいたしたいと存じますので

よろしくお願い申し上げます。

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、ただいまのご説明に対してご質問、ご意見をちょうだいしたいと思います。どう

ぞ。

ございませんか。

この案件につきましては、ただいまご説明がございましたが、現在借り換えの必要額が確定

しておりません。このため、今後、借り換えに必要な額が確定いたしましたら、その段階で、

郵送により諮問、答申の手続をさせていただきたいと思いますが、この手続を踏んでよろしゅ

うございますか。

ご意見のある方はございませんか。

（うなずく者あり）

○松本分科会長 それでは、特段にご意見がございませんので、このように進めさせていただ

きます。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

次は、農林漁業信用基金の長期借入金及び償還計画の認可申請並びに長期借入金の入札結果

の報告についてでございます。
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農林漁業信用基金からご説明をお願いします。

○農林漁業信用基金理事長 それでは、農林漁業信用基金の長期借入金及び償還計画について

ご説明申し上げます。

この案件につきましても、平成19年度予算が成立してからでなければ借入額が確定しないと

いう事情がございます。本日は、事前にご説明をさせていただき、金額が確定した段階、国の

予算成立後になりますが、４月に入ってからになりますが、その時点で主務大臣に認可申請を

行い、評価委員会のご意見を伺うという手順で説明させていただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

お手元の資料８－１の１ページをお願い申し上げます。

まず、１の業務の概要でございます。

林業経営基盤強化暫定措置法、この法律に基づきまして、信用基金は林業経営改善計画の認

定を受けた者が森林施業の合理化に寄与する造林などを実施するのに必要な長期かつ無利子の

資金、これを森林整備活性化資金と申し上げておりますけれども、この融資を行うことになっ

ております。

具体的には、３ページをお開き願いたいと思います。

ここにありますように、信用基金が農林漁業金融公庫に貸付原資を無利子で寄託し、農林公

庫は信用基金が推薦する林業者に対し、その原資を農林公庫の有利子資金と合わせて無利子で

貸し付ける仕組みとなっております。

１ページにお戻りください。

２の長期借入金についてでございます。

信用基金はこの農林公庫へ寄託する原資を民間金融機関から長期借入金として調達しており

ます。林業者の資金需要に応えるとともに、借入金の効率的な使用を図る観点から、これを上

期と下期の２回に分けて借り入れをすることといたしまして、借入利率については、競争入札

に付す方式により行うこととしております。

長期借入金の政府保証額は、毎年度政府予算で決められております。平成19年度政府予算案

では、57億9,600万円となっております。この内訳は、新規事業分として38億円、それから、

次にご説明いたします借り換え分の19億9,600万円、この二つが内訳でございます。

平成19年度予算が成立いたし、借入必要額が確定したところで、認可申請をいたしたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。

２ページをお願いします。
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３の償還計画についてでございます。

今ご説明いたしましたように、信用基金は農林公庫へ寄託する原資を民間金融機関から長期

借入金として調達しておりますが、その借入期間は４年としております。そして４年ごとに借

り換えをしながらやっているところでございます。

借り換えを始めました平成15年度に調達した19億9,600万円が、平成19年度において償還を

迎えることになっております。

償還財源につきましては、同額を民間金融機関からの競争入札により、借り入れをしたいと

考えております。

なお、本件につきましても、平成19年度予算が成立した後、長期借入金と併せて認可申請し

たいと存じますのでよろしく申し上げます。

○松本分科会長 以上でよろしゅうございますか。

○農林漁業信用基金理事長 はい。

○松本分科会長 それでは、ただいまの長期借入金及び償還計画の認可申請並びに長期借入金

の入札結果の報告につきましてご意見、ご質問を求めたいと思います。

どうぞ。

追加がありますか。

○農林漁業信用基金理事長 それでは、入札結果の関連がございますのであわせてご説明申し

上げたいと思います。

○松本分科会長 はい。

○農林漁業信用基金理事長 農業漁業信用基金の長期借入金の入札結果について、お手元の資

料８－２をお願いいたします。

平成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いたし

まして、上期、下期の２回に分けて借り入れを行っております。

上期分の入札結果につきましては、昨年の６月27日の農業分科会でご報告させていただきま

したので、今回はその後に実施いたしました下期分の借り入れについてのご報告でございます。

昨年の10月11日に、14億700万円の借り入れについて入札を行いまして、借入金利は1.246％

の利率で落札されました。

ちなみに、その時点での国債の利回り、５年利付き国債、これの残存期間４年ものにつきま

しては、1.012％でございますので、それなりのリーズナブルな利率で落札されたのではない

かと判断しております。
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以上でございます。

○松本分科会長 それでは、改めまして、委員の方々からご質問、ご意見をちょうだいしたい

と思います。

どうぞ。

ございませんか。

ございませんでしたら、今後の処理の方法についてお話ししたいと思います。

ただいま申しましたように、まだ長期借入金の額が確定しておりません。したがいまして、

長期借入金の額が確定した段階で、皆様方に郵送でお諮りしたいと考えております。よろしく

お願いをしたいと思います。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

次は、独立行政法人農林水産消費技術センター等検査検定３法人の統合に伴う中期目標の変

更についてでございます。

今回ご審議いただきます中期目標等につきましては、現時点における検討案でございます。

それでは、統合に伴う中期目標、中期計画、業務方法書の説明をいただいた後で、まとめて

委員の皆様からご質問、ご意見をちょうだいするということで進めたいと思います。

まずは、中期目標、中期計画につきまして、所管の課から、引き続き業務方法書については

法人から、それぞれ説明をお願いしたいと思います。

まず初めに、消費安全局表示・規格課長から、資料のご説明をお願いいたします。

○表示・規格課長 消費・安全局表示・規格課長の新井でございます。

資料の９－１から９－３につきましてご説明させていただきたいと思います。

まず、この資料の説明に先立ちまして、中期目標、中期計画の改正に密接に関連いたします

検査検定３法人の個別法の改正の状況、それから形式についてご説明をしたいと思います。

個別法の改正につきましては、消費技術センターの個別法を改正し、肥飼料検査所、それか

ら農薬検査所を解散するという法形式をとっております。

業務につきましては、それぞれの検査法人の業務を過不足なく引き継ぐということで、法律

に書き込むことにしております。

名称につきましては、統合法人の名称につきましては、恐縮なんですが９－４をご覧いただ

きたいのですが、従来の消費技術センターの業務に肥飼料検査所、それから農薬検査所の食の

安全性にかかわる業務をやっている法人を統合するということで、農林水産消費安全技術セン

ターということで国会に提出しております。２月５日の閣議を経まして、国会に提出し、今ご
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審議を待っているところでございまして、新法人の設立につきましては、４月１日を予定して

おりますので、それまでのご審議をお願いしているところでございます。

本日は、中期目標等につきまして、現在の検討案をご説明させていただきたいと思います。

資料９－２、９－３は大部になりますので、資料９－１のポイントに沿いましてご説明を簡

略にさせていただきたいと思います。

まず、中期目標・中期計画でございますが、中期目標の期間は変更しないということでお願

いしたいと思っております。ですから、平成18年４月１日から平成23年３月31日までの５年間

ということで、今既に始まっております中期目標期間を新法人が引き継ぐという形式をとらせ

ていただきたいと思っております。

もう一つは、中期目標・中期計画の改正の方式につきましては、今お話し申し上げました法

形式と同様に、消費技術センターの中期目標・中期計画を改正するという形式をとるというこ

とにしております。

また、業務につきましても、法形式と同様に、過不足なく引き継ぐということでございます

ので、資料の９－２、それから９－３で、それぞれ３法人の対照表という形式にしております

けれども、肥飼料検査所、それから農薬検査所、センターのそれぞれの今の中期目標の業務に

つきましては、基本的にそれを引き継ぐという形での統合法人の中期目標、中期計画を考えて

おります。

それに加えまして、３法人の統合に伴う統合効果の発揮ということで、資料９－１のポイン

トにございますが、統合法人のビジョン、それから業務の効率化などを今回の中期目標、中期

計画の中に折り込むということで案を作成しております。

まず、統合法人のビジョンにつきましては、今までＪＡＳ、それから食品の表示といった、

最終商品である食品を扱っておりました消費技術センターに、肥飼料検査所、農薬検査所とい

う農産物の生産段階の安全性を扱うという法人が一緒になるということでございますので、農

場から食卓までの一連の過程を対象に検査業務を実施し、食の安全と消費者の信頼の確保に応

える法人になります。

統合のメリットにつきましては、この三つの法人とも検査法人ということでございまして、

基本的に検査を通じて食の安全に貢献するという法人でございますので、検査分析能力の強化

などの検査業務の質の向上をはかる一方、管理部門の合理化ということで、業務の効率化を図

るというのを目標に掲げております。

それから、具体的には、検査等の質の向上でございますけれども、食の安全と消費者の信頼
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確保にかかる取り組みの実施ということで、検査等業務の連携により、法人の有する知見、ノ

ウハウを結集して、食の安全と消費者の信頼の確保に係る課題を解決する。特に緊急時の対応

ということを重視しておりまして、緊急時に職員や検査機器の重点的投入によって、迅速に検

査を実施し、被害の蔓延を防止するということを質の向上としてうたっております。

これにつきましては、中期目標の７ページから８ページにかけて「国民に対して供給するサ

ービスその他の業務の質の向上」というところに記載をしております。

次に、利用者の利便の向上ということでございまして、具体的には一元的な情報提供、窓口

の設置ということでございまして、消費者、事業者に向けたメールマガジンの発行であります

とか、地方組織できちんとした相談窓口を設置をするということを実施したいと考えておりま

す。

もう一つは、検査能力の向上ということでございまして、これは中期目標の９ページに記載

をしてございますが、検査分析能力の継続的向上ということで、分析精度の向上など共通した

研修などの実施に努めてまいりたいということでございます。

それから、業務の効率化につきましては、中期目標が２ページの業務の重点化・効率化のと

ころに記載をしてございますが、統合時、現在、３本部、12地方組織がございますけれども、

統合時、本年の４月１日には、１本部、５地方組織に再編統合ということにしております。

それに加えまして、平成23年３月末までに一般管理部門の職員数の比率を３ポイント削減、

それから平成22年度までに平成18年度予算における一般管理費の10％相当額を運営費交付金か

ら削減ということで、業務の効率化を図りたいと考えております。

なお、統合時に１本部、５地方組織ということでございますが、神戸にございますセンター

につきましては、耐震上の問題がございまして、この統合を機に移転新築し、大阪、それから

岡山にございます地方組織を統合するという計画を立てておりまして、それに伴って発生いた

します借入金等につきまして中期計画で記載をさせていただいております。

簡単ではございますが、資料９－１から９－３の説明とさせていただきます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

続きまして、業務方法書につきまして、農林水産消費技術センターからご説明をお願いをい

たします。

○消費技術センター理事長 それでは、消費技術センター理事長の戸谷でございます。よろし

くお願いいたします。

私の方から、統合してできます新しい新法人の業務方法書の案の概要につきまして、ご説明
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をさせていただきたいと思います。資料９－４をご覧ください。

この業務方法書は、内容が非常に膨大で、また細かく記述されておりますので、この業務方

法書の作成に当たっての基本的な考え方をご説明をさせていただきたいと思います。

資料９－４の１ページから２ページにかけて目次がございます。ここでまず構成からお話を

申し上げますと、この目次の順番にありますように第１章から第17章ということでございます

けれども、ここにつきましては、おおむね統合してできます新しい法人の個別法に規定されて

いる業務の順に記載をしております。

最初の第１章は総則ということで総論が書いてございまして、第２章から第６章にかけては、

主として現在の農林水産省技術センターの業務についての記述でございます。

それから、第７章につきましては、第７章の第１節が肥料の検査関係、第２節が、農薬の検

査、第３節が飼料等の検査の関係、第４節が土壌改良資材の検査といったような形で整理をし

ております。

それから、第８章につきましては、カルタヘナ担保法に基づきます収去品の検査の関係を記

述をしております。

それから、第９章から11章にかけましては、飼料等の検定等の関係に関することを記述をし

ております。

以下、第12章は、検査技術等の開発に関連いたします調査研究、それから第13章は、各法律

に基づきます立入検査の関係を記述し、第14章以下に業務の委託の基準、あるいは競争入札の

関係等々について記述をしております。

業務方法書自体は、個々の業務の具体的な実施手順等を定めたものでございますので、引き

続き新法人が行う従来の業務については、現在の農林水産消費技術センターの業務方法書をベ

ースといたしまして、各部門の表現ぶりの調整を図りながら、統合する３法人の現行の業務方

法書の内容をそのまま記述をするという形で整理をさせていただいております。

それから、統合３法人に共通する業務、あるいは統合に伴い一体的に行うこととなります業

務につきましては、例えば、第２章の第５条に出ております食品等に関する情報の提供、第８

章にありますカルタヘナ担保法に基づく検査の関係、第12章の調査研究等、あるいは第13章の

立入検査といった業務につきましては、各部門ごとではなくまとめて記述をするという形にし

ております。

それから、７ページの第22条、18ページの第46条に規定している依頼検査でございますが、

従来は業務方法書の中に依頼検査の手数料、あるいは依頼の手続について記述をさせていただ
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いておりましたけれども、業務を効率的に実施するという観点から、状況に応じて迅速に手数

料、あるいは手続の改定が行えるように、依頼検査に係る規程を法人として別途定めるという

こととさせていただければと考えておるところでございます。

以上、簡単でございますけれども、現時点での新しい法人の業務方法書（案）の概要につき

まして説明をさせていただきました。

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、質疑応答の時間に入りたいと思います。

ただいまの農林水産消費技術センターの中期目標・中期計画及び業務方法書の変更案につき

ましてご意見、ご質問がございましたらお願いします。どうぞ。

はい渡邉委員どうぞ。

○渡邉委員 渡邉です。

統合前に議論した安全性についての考え方がよく整理されて、わかりやすくなったと思いま

す。法人のビジョンのところにも書かれていますように、農場から食卓までの一連の過程を対

象にするということがはっきり書かれていて、これは検査の対象項目から言うと当然中心にな

るかなとは思いますが、少し食に偏っているのではないかと思います。食を中心としてますが、

なされる業務は、農業にとっても、農村にとっても、地域にとっても大事な業務だというよう

な位置づけを、前文あたりにもう少し書かれてもいいのではないかなという印象を持ちました。

○松本分科会長 生産の場とか。

○渡邉委員 ええ、それが例えば水質の保全なんかにも影響してきますね。

○松本分科会長 これは中にも書いていらっしゃいますが。

○渡邉委員 ですから、そういう……

○松本分科会長 環境。

○渡邉委員 消費者へということになりますけれども、消費者という表現は広く国民という意

味と理解できます。しかし、食の消費者としてだけではなくて、国民にとって重要な業務にす

るんだというような、地域環境、健全な国土、そういうところへもつながる業務なんだという

ことを少し書き込まれてもいいのではないかなと感じたんですが、いかがでしょうか。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまのご意見に対しまして、どうぞ。

○表示・規格課長 大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。いただきまし
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たとおり、農薬、それから肥料、飼料といった生産現場と最終的に出来上がった食品というも

のを一体的に扱うということでございまして、今、いただいた趣旨というのは、それを踏まえ

まして、できるだけ書き込む方向で変更させていただきたいというふうに思っております。

○松本分科会長 よろしいですか。

そのほかどうぞ。

新しい法人、ちょっと名前が長いですよね。農林水産消費安全技術センターという、非常に

新法人に対して期待がかかっております。どうでしょう。

ございませんか。

それでは、農林水産消費技術センターの中期目標等の変更案につきましては、事務局におい

ては、先ほどの貴重なご意見を踏まえた上で、さらに必要とあればと関係省、あるいは庁との

所要の調整等を行って変更案を取りまとめていただきたいと思います。

なお、先ほど担当課及び法人から説明がありましたとおり、独立行政法人農林水産消費技術

センター法の一部改正する法律の施行日に中期目標、中期計画、それから業務方法書を変更す

る必要がございますが、変更に必要な評価委員会への諮問、答申の手続につきましては、私に

一任させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○松本分科会長 よろしゅうございますか。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。

本日の議事につきましては終了いたしましたけれども、今までの審議いただきました内容全

体を通しまして、ご意見、ご質問をもう一度お聞きしたいと思います。

どうぞ。ございませんか。

それでは、最後に事務局から連絡事項をお願いします。

○文書課課長補佐 文書課の寺本と申します。

私の方から、今後の農業分科会のスケジュール（案）につきまして説明をいたします。

資料の10でございます。

まず、資料の中で、下線を引いているところが２カ所ほどございます。これが毎年度分科会

で行っていただく業務でありまして、各事業年度にかかる業務の実績評価のスケジュールでご

ざいます。６月ごろ開催予定の農業分科会において、まず平成18年度の業務実績の概要を報告、

説明させていただきまして、プロジェクトチームごとに評価作業を進めていただきたいと考え

ております。
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これらを踏まえまして、８月に開催予定の農業分科会におきまして、平成18年度の業務の評

価について議決を行うことを予定しております。

それから、平成19年度は、平成15年10月に特殊法人等から移行をして設立されました四つの

独立行政法人の中期目標期間が終了するために、事務事業の見直しを行うということになりま

すので、その検討作業がございます。

先ほど金融調整課長から報告がありましたように、農林漁業信用基金につきましては、昨年

前倒しで見直しを行っておりますために、残りの３法人のうち農業分科会所管の農畜産業振興

機構、それから農業者年金基金が見直しの対象法人となります。

また、この２法人に加えまして、国土交通省所管で、当省が一部業務を共管しております水

資源機構も対象となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、来年度に入りまして、昨年を例にいたしますと４月ごろ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・独委の独立行政法人評価分科会がございまして、そこでヒア

リングが実施され、農林水産省から見直し対象法人の業務について説明を行うといったことが

想定されております。

その後、６月ごろ開催予定の農業分科会で意見交換を行いまして、見直し内容を検討いただ

きたいと考えております。

さらに、８月には、これらの検討を踏まえて策定した見直し当初案につきまして、農業分科

会において意見交換を行っていただき、最終的には親委員会で議論をいただいた上で、８月末

に総務省に提出するというスケジュールになります。

見直し当初案の提出の後は、昨年と同様になりますけれども、総務省の政・独委、それから

行政減量・効率化有識者会議、これは政府の行政改革推進本部の本部長の私的諮問機関でござ

いますけれども、ここでヒアリングがございます。これらを経まして11月中旬ごろに総務省の

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。

この間、各委員の皆様には見直しの検討状況、それから内容について、適宜情報提供を行い

つつ、最終的に評価委員会で意見聴取を行った後に、12月でございますが、勧告の方向性を踏

まえて、政府の行革推進本部の議を経て、農林水産省として見直し内容を決定するという流れ

になっております。

また、年明けには、この見直し内容を踏まえて次期中期目標・中期計画について検討をいた

だき、平成20年４月から次期の中期目標期間が始まるというスケジュールになります。どうぞ

よろしくお願いいたします。
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○消費・安全局総務課長 それでは、私の方から連絡事項の説明をさせていただきたいと思い

ます。

本日は長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございました。

本日の分科会におきまして、後日郵送で諮問・答申をさせていただくという形でお願いいた

しました案件につきましては、内容、数字などが固まり次第、皆様のお手元に送付させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。

おおよその日程といたしましては、農畜産業振興機構と農林漁業信用基金の短期借入金につ

きましては３月中旬、それから、農林漁業信用基金の長期借入金につきましては４月上旬でご

ざいます。

それから、次回の分科会でございますが、５月から６月を予定しております。

予定される議題といたしましては、中期目標期間終了後の組織業務の見直し検討、これは農

畜産業振興機構と農業者年金基金、それから水資源機構ということでございます。

それから、各法人の平成18年度業務実績などについてでございます。

最後に本日の議事につきましては、議事規則に従いまして議事録にて公開等をさせていただ

きます。議事録ができ上がり次第、各委員の皆様に内容のご確認をしていただいた上で、農林

水産省のホームページにおいて公開するということにしたいと思います。

それから、また、本日の資料でございますけれども、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23回農

業分科会を閉会といたします。委員、並びに専門委員の皆様方におかれましては、長時間にわ

たり熱心なご審議本当にありがとうございました。厚く御礼を申します。

午後４時２３分 閉会


