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○松本分科会長 おはようございます。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４回農業分科会を開催いたします。

本日の会議の議長を務め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。

委員及び専門委員の皆様方には、先ほど申しましたように大変お忙しい中を御出席いた

だきまして、誠にありがとうございました。

それでは、早速でございますが、本日の議事に入ります前に、事務局から本日の委員及

び専門委員の出席状況と配付資料の確認等の御説明をお願いしたいと思います。

○生産局総務課長補佐 まず、私の方から１点おわびを申し上げたいと存じます。事務局

長を務めております生産局総務課長の町田でございますが、本日、国会の関係で急遽こち

らに来ることができなくなりました。私、町田の下で担当補佐をしております小柳津と申

します。本日町田のかわりを務めます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、早速でございますが、本日の委員及び専門委員の出席状況を御報告申し上げ

ます。

井上委員、加藤委員、徳江委員、高橋芳幸専門委員、武田専門委員、日和佐専門委員及

び守田専門委員におかれましては、御都合により御欠席と承っております。

また、農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第３項において準用される同条第１

項の規定によりまして、本分科会の定足数は委員の過半数とされておりますけれども、本

日は、委員９名の方々のうち６名の方々に御出席いただいておりますので、分科会が成立

しておりますことを御報告申し上げます。

次に、大部で恐縮でございますが、本日お手元にお配りしております資料の御確認をお

願いしたいと存じます。

まず、会次第、委員・専門委員の名簿、それから資料の一覧とございます。

また、本体資料でございますが、まず法人ごとに、各チームの検討の経過をまとめた資

料、本日お諮りいたします評価基準の概要をまとめた資料、評価基準の本体、この３種類

をワンセットといたしまして法人ごとにお手元にお配りしております。

まず資料１が農林水産消費技術センター関係でございます。資料２が種苗管理センター
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関係でございます。資料３が家畜改良センター関係でございます。資料４が肥飼料検査所

関係でございます。資料５が農薬検査所関係でございます。資料６が農業者大学校関係で

ございます。

評価基準の関係は以上でございます。

それから資料７でございますが、肥飼料検査所の中期目標及び中期計画の変更について

の関係資料でございます。これは本日の会次第の２番目の議事に関係する資料でございま

す。

また、資料８でございますが、平成13年度の２次補正予算によって各法人が行う施設整

備の一覧を、お手元にお配りしております。これにつきましても後ほど御説明申し上げた

いと存じます。

次に参考資料でございます。

まず参考資料１でございますが、各プロジェクトチームのメンバー表でございます。

参考２として、昨年９月25日に開催されました第２回の独立行政法人評価委員会の提出

資料でございますが、独立行政法人の評価基準の考え方についての資料でございます。

また、参考３でございますが、前回の第３回農業分科会の議事録でございます。

私の方からは以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、会次第に従いまして本日の議事に入ってまいります。最初の議題は農業分科

会における各法人の評価基準（案）についてでございます。

それでは事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○生産局総務課長補佐 各法人の評価基準に関しましては、昨年の11月29日の第３回農業

分科会におきまして、各法人ごとにプロジェクトチームをつくりまして、各チームがそれ

ぞれ一つ担当の法人を持ちまして、その担当法人の評価基準の検討作業に当たるというこ

ととなったことと存じます。

その後、各チームごとにそれぞれ熱心な御検討をいただきました。その結果、このたび

それぞれ６法人の評価基準の（案）が出そろいましたので、これらにつきまして分科会と

いたしまして全体的な御審議を行っていただきたいということで、本日分科会を開催させ

ていただいた次第でございます。

若干その事情について申し上げますと、皆様御案内のとおりでございますが、農業分科

会に所属する法人は、６法人ということで非常に多いということと、また、そのタイプに
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つきましても、例えば検査業務を行っているもの、それから営農実習及び講義をやってい

るもの、様々なタイプがあるということでございます。

また、同じ検査法人でも例えば農薬や肥飼料等の生産資材関係の法人、それから農林水

産物を含む食品関係の法人もあるということで、タイプが様々に分かれているということ

で、私ども事務局といたしましては、法人ごとの特性、各プロジェクトチームの御検討の

経過等を最大限尊重いたしまして、必要な最小限の事項の調整をとらせていただくという

ことで、それぞれ作業を進めて参った次第でございます。

私からは以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、早速でございますが、各法人の評価基準（案）についての審議に入りたいと

思います。

審議の進め方でございますが、まず各法人ごとに御説明いただき、それが６法人分すべ

て終了した後に、全体としての質疑応答を行うという手順で進めたいと存じます。

各法人ごとに御説明いただく際には、まず、各チームの代表の委員または専門委員から、

御自身のチームにおける検討の経過について資料に沿ってお話しいただき、その後、各チ

ームの事務局から、評価基準（案）の概要説明を願う、こういう手順にしたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

また、時間が非常に限られておりますので、御説明は極力簡単にお願いするということ

にいたしまして、各チームの事務局からの説明も含めましておよそ10分以内でお願いいた

しますので、御協力をお願いいたします。

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。

○手島委員 農林水産消費技術センターのプロジェクトチームの手島でございます。

評価基準のポイントは四つでございます。

まず最初は、小項目の評価について、原案ではａ、ｂ、ｃと３段階の評価になっておる

わけですが、これでは計画よりも実績が非常に大幅に上回ったものとか、あるいは非常に

極端に悪いというようなものがあった場合に、３段階では足りないのではないかというこ

とが議論になりまして、結論としましては、ａ、ｂ、ｃの上に一つｓという項目をつくっ

て４段階の評価にしようということになったわけであります。ａ、ｂ、ｃの評価の上にｓ

評価を設けて、達成度合いが 100％を大きく超えるもの、成果の質やスピードが特にすぐ

れているものに関しては評価推奨すべきであり、そのことにより組織の活性化が図られる
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のではないかということでございます。

私ども企業では、大体５段階ぐらいを用いるのが普通でございます。他の省庁の話を聞

いてみましたところ、ａプラスとかｃマイナスというのをつけて５段階にしているという

ところもあるようでございます。いずれもそういうようなことは検討すべきではないかと

いうことであります。

そして、そのような場合に、職員にインセンティブが持てるような体制が必要となるが、

法人の方から公務員制度改革大綱の検討を踏まえて、平成18年度を目標に職員にインセン

ティブを持たせるような新しい人事制度に移行することが検討されているという報告があ

りましたので、その経過も見てみようということになったわけであります。

つまり、これらの仕事の成果を、人の処遇とかあるいは考課、昇給とかに連動するとこ

ろまで持っていって初めて効果が出るのではないかという考えに基づくものであります。

ぜひ、このようなことによって、仕事の成果が職員のやりがいに結びついて、全体として

消費者のためにいい結果が得られるということにしてほしいと考える次第であります。

２番目は、独立行政法人制度が開始され、初年度の評価に際する基準であり、実際に評

価する際に不都合が起きることも予想されることから、このやり方を毎年見直すことによ

って、よりよい評価を目指していくようにしたい。

また、中期計画や中期目標については、期間は５年間ということになっているわけであ

りますが、これは今の世の中の動きから見ますと、そのままやっていたのではどうも中身

が時代の流れに合わなくなるというようなこともありますので、適当な時期に中間的な見

直しを行っていく。ローリングプランと言ってもいいのかもしれませんが、そういうやり

方をすべきだという考えであります。

３番目は、独立行政法人通則法において、中期目標の期間終了時に業務、組織について

所用の措置を講ずるということになっておりますが、その間に人事異動などがありまして、

先のことはわからないというようなことになったのでは、これも何もならないということ

になりますので、各事業年度においても単年度評価のみならず５年後を見据えた業務実績

の評価を加味した基準案に修正すべきだということであります。

最後の４番目は、達成された小項目、これは原案ではａの割合だけでカウントすること

になったわけですね。つまり、計画どおりできたということがどれだけあったかというこ

とだけで全体を見ておりまして、ｂ、ｃという評価をつけているにもかかわらず、これは

カウントしてないわけです。これでは何もならないということでありまして、やらなかっ
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たこともきちんとチェックするために、未達成の小項目ｂ、ｃ評価についても勘案した評

価を行って、その結果を今後に活用するような手だてをすべきである。つまりコメントを

つけるということでありますが、そういうやり方で進めるということであります。

以上であります。

○松本分科会長 では続いてどうぞ。

○品質課長 この機会に一言申し上げます。現在、雪印食品、それからスターゼン、四国

のカワイ、全農チキンフーズにおいて表示の不正ということがいろいろと出てきておりま

して、私どもの担当しております部分でございますが、農林水産消費技術センターはこう

いったことを従来からモニタリングしておりました。実際のこういう不祥事が起きました

場合の立入検査を実施いたしますのは、この農林水産消費技術センターでございまして、

各都道府県のやっております立入検査の際にも、概ねこの消費技術センターがバックアッ

プ体制をとってやっております。職員は不眠不休でやっている実態にございます。またい

ろいろと御支援いただければありがたいと考えております。

本日、手島委員の方から紹介いただきました御指示のもとで、評価基準をつくりました。

ポイントだけ御説明させていただきたいと思います。資料１の１－２が評価基準の概要で

ございます。

骨格は手島委員の方から言われましたとおりでございますけれども、各事業年度の実績

評価の方法で、中項目のところでございますが、アで、ｓ、ａ、ｂ、ｃの４段階で、それ

ぞれに点数をつけることといたしました。そのことによって１段階増えるということと、

それからｂ、ｃというものについてもそれなりのウエートづけがなされるようにしたもの

でございます。

ただし （１）のイの（イ）でございますが、①では３段階評価、②では２段階評価にし、

ているものもございます。例えば（イ）の②で、２段階評価にしましたのは、ある事柄を

やったかやらなかったかという場合には２段階評価しかあり得ないだろうということで２

段階評価にしております。

それから次のぺージを見ていただきますと、特にｓ評価が問題になるといいますのは、

調査・研究であろうと考えております。一般的に量で、例えば 500件分析しましょうとか、

500件店頭を見回りましょうという場合には、年間計画で順次処理していきますので、そ

れが 600件、 700件になるということは少ないと思いますが、調査・研究の場合には予想

以上の成果が上がるということは大いにあり得ますので、この点につきましてはｓ評価を
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設けたものでございます。

ｓ評価を設けた上で、全体にｂ、ｃを加えた加重評価ということをするという仕組みに

させていただきました。

また、２ぺージ目の（３）総合評価では、ｓ評価となったものについてはその要因分析

を行い、どうしてこれがうまくいったのかという分析を行います。

それから、逆にｂ、ｃ評価となったものについては、その原因分析を行って、どういう

改善策があるのかということを分析する。つまりａ以外のものについては詳細に分析をし

て今後の事業運営に生かしていくというふうな仕組みをとらせていただくことにさせてい

ただきたいと考えております。

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、種苗管理センター、お願いします。

○高橋（英）専門委員 本日、主査の武田専門委員が欠席されてございますので、代理で

私、高橋でございますが、簡単に説明させていただきたいと思います。

お手元の２－１でございますが、４点掲げてございます。

まず、１点目でございますが、Ａ評価を受けた割合の積み上げによる評価方法では、特

に小項目の結果が適正に大項目に反映されないおそれがあるということでございまして、

法人の努力の成果などが結果的に反映されないこともある。このため、ＢやＣの評価も適

正に反映できるものにすべきだということでございます。

結論を言いますと、プロジェクト・チームの議論を踏まえまして、特に小項目のＡ、Ｂ、

Ｃという評価がございますが、そのＡを１点、Ｂを０点、Ｃを－１点といった点数に置き

かえて、これらの積み上げ方式による評価にしようということで結論づけしたところでご

ざいます。

２点目でございます。小項目の評価の水準と積み上げによる中項目、大項目の評価水準

のバランスも考慮する必要がある。例えば小項目については、業務に直結した評価であり、

厳しめの水準にすべきであり、結果的に積み上げ評価については一般の方が通常納得でき

る水準とすることが適当ではないかということでございます。

「厳しめの水準」とありますけれども、種苗管理センターの評価基準案では、例えば定

量的な小項目の評価ということになりますと、目標値に対する達成度合いが80％未満、さ

らには項目によっては90％未満でＣとなってしまうことがございます。このようなことに



-7-

なりますと、一般的には厳しいのではないかというような意見も出されたわけでございま

すけれども、業務に直結した評価であること、さらに実需者、特に農業者でございますが、

そういった方々の納得がいくものにする必要があるのではないか。さらに、職員の士気を

高めるためにも厳しい基準でよいといったことでの水準でございます。そういった中で検

討した結果、中項目、大項目の評価については、資料にある積み上げによる評価の水準に

基づくものにしようということでございます。

次に３点目でございます。定量的な評価のほかに定性的な評価があるわけでございます

が、特に定性的な評価につきましては、どうしてそうなったかというプロセスの検証が重

要。すなわち、プロセスの検証を通じた達成度合いの評価を行うことが重要ではないか。

この点を加味しての評価ができるように業務実績の報告内容も工夫する必要があるのでは

ないかということでございます。

最後の４点目でございますけれども、大項目の業務運営の効率化とか、あるいは国民に

対するサービスの向上の両方に関する項目についてでございますが、効率化を図ったため

に国民に対するサービスが低下してしまったケースが生じた場合にはどうすべきかという、

そのような考え方を整理しておく必要があるのではないかといったことでございます。

簡単でございますけれども、以上４点が議論の内容でございます。

○松本分科会長 では続いて事務局の方からお願いします。

○種苗課長 種苗管理センターの評価基準の具体的なところを御説明させていただきたい

と思います。資料２－２でございます。

まず基本的な考え方といたしまして、高橋専門委員から御説明ございましたように、中

期計画の小項目を最小の評価単位といたしまして、厳しめの評価をする。それを中項目、

大項目と積み上げていきたいと考えております。積み上げた結果、総合評価につきまして

は、その積み上げた大項目の評価結果を踏まえまして総合的に判断をしていきたいと考え

ております。

具体的に申し上げますと、小項目の評価でございますが、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価を

していきたいと考えておりまして、具体的目標と業務実績を相互勘案して評価をいたしま

す。

これを具体的に申し上げますと、定性的な指標の場合には順調か概ね順調か、あるいは

不十分かということでＡ、Ｂ、Ｃに分ける。そして定量的な目標につきましては、目標の

決め方が「以上」となっている場合 「程度」となっている場合に分けまして、こちらにお、
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きましては、前者では目標値の90％以上ないとＢにしない。つまり、90％から 100％がＢ、

それに満たないとＣ評価になる。後者につきましては、80％から90％をＢといたしまして、

それ以上、以下でＡとＣの評価になる。少し厳しいかもしれませんが、この程度で、Ｂを

一応の基本的な線、達成すべき点のＢはクリアしたいということで評価基準を設定してご

ざいます。

中項目の評価につきましては、今申し上げました全部ＢであればＢになる。そしてＢの

中に一つでもＣがあれば、これはＣにしようではないか。大分厳しい評価基準でございま

すが、点数をＡを１点、Ｂを０点、Ｃを－１点といたしまして、負になれば、これは中項

目、大項目ともにＣ評価にし、そしてＡと評価されたすぐれた点が全体の項目数の３分の

２、つまり、各小項目の点数の合計が項目数の３分の２を超えた場合、例えば９項目評価

すべき項目があった場合には、Ａが３分の２の６個、あとがＢの場合にはＡ評価、初めて

Ａ評価になるのですが、例えばＡが６個あっても、Ｂが２個、Ｃが１個でもあればＢ評価

になる。Ａがプラス、Ｃがマイナスでございますので、基本のＢを境にして、大きくよか

った場合にはＡになりますが、少しでも悪いＣがあればすぐにＣ項目がつくということで、

かなり厳しい評価になろうかと思いますが、こういう形での積み上げによる評価としてい

きたいと考えております。

そして大項目の評価の場合には、様々な特殊事情はあろうかと思いますので、特殊事情、

業績等特筆すべき事項も配慮しながら中項目の積み上げによる評価としていきたいと考え

ております。

最後に、総合評価のところにつきましては、全体的に総合的な評価をしようということ

で検討いたしました。

それ以下のところにつきましては、分科会で統一的に設定するということでプロジェク

トチームでは議論をしておりませんが、全体の統一の中で４の事項について入れさせてい

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、次に、家畜改良センター、お願いいたします。

○鈴木委員 プロジェクトチームで話し合ったことを四つほど御説明したいと思います。

まず１点目ですが、数値目標の達成だけではとらえにくい業務の質の評価は、法人から

十分に意見を聴取する機会を設け、業務実績報告書に加え、詳細なデータを求めるべきで

はないか。要するに、どう評価していいのかわからないという状態で、なるべく情報を提
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供いただくというふうなことが第１点。

２番目に、業務内容が多岐にわたるため、評価委員の任命に当たっては、専門分野を考

慮して、次期以降の任命を行うべきではないか。例えば、現在の委員は家畜分野の専門家

のみでありますが、次期委員には、例えば種苗分野の専門家を入れるということで、当然

１人の委員がずっとやっていくわけじゃないでしょうから、その交代もうまくできるよう

に、しかもそれを評価に生かせるような形にしていただきたいというのが２点目です。

３点目は、各業務ごとの効率性、要するにコストを評価するために、主要な業務ごとに

経費がどの程度使われているかについても考慮すべきではないかということで、どの程度

コストがかかっているのかということも出していただきたいということが３点目。

４点目は、業務の成果、ベネフィットを把握するために、生産農家等からの声を吸い上

げ、貢献度の評価へ反映していきたいということ。つまり最終的に成果を得るのは農家で

ありますから、農家の意見を評価に反映していきたいということで４点目として挙げてお

きました。

以上です。

○松本分科会長 それでは事務局の方、お願いします。

○畜産技術課長 独立行政法人家畜改良センターの評価基準の概要を資料３－２に基づき

まして御説明させていただきます。

まず、基本的な考え方でございますが、家畜改良センターの場合、ただいま鈴木委員か

ら御説明がありましたとおり、業務が極めて多岐にわたります。また、対象とする家畜等

につきましても、畜種だけではなくて品種等にまでかなり多岐にわたりますことから、中

期目標、中期計画ともかなり詳細に記述されておりますので、評価項目といたしましては、

大項目から、極力具体的に規定してあります微細な項目に至るまで、細分化いたしまして

評価することにしております。

それぞれの項目につきましてＡ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行う。さらに上位の項目の評価

につきましては、下位の項目の評価結果に基づいて積み上げて評価するという項目別の評

価の基本的な考え方でございます。

さらに、以上の項目別の評価の結果を踏まえて総合評価も実施していただくというのが

評価の基本的な考え方でございます。

それで、具体的な評価の基準をどうするかという点でございますけれども、まず一番基

礎になります最小の、一番小さな評価項目についてどういうふうに評価するかということ
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につきましては、まず、数値目標が設定されている場合については量的な達成度と質的な

達成度、両方の視点から評価していただく。それから、数値目標が設定されていない場合

は、これは定性的な基準という形で評価していただく。つまり質的な側面からのみの評価

になりますが、それをやっていただく。

その中で、定量的基準についてはどういう基準で評価していただくか、Ａ、Ｂ、Ｃの３

段階評価をしていただくかという点でございますが、基本的には従来から示されておりま

すＡ評価90％以上、Ｂ評価が50％から90％、Ｃ評価が50％未満という、これを標準にいた

しまして、それぞれの目標の設定の仕方でありますが、その目標のレベルといいますか、

程度によりまして調整を加えておりまして、例えば目標が「以上」という形で設定されて

いるものにつきましては、Ａは100％以上として基準を調整しております。それから「程

度」という指標につきましては、基本的には標準の評価水準を設定しております。さらに、

次のぺージでございますけれども、すべての、例えば家畜についてこういうことをやると

いう形で目標が設定されている場合には 「すべての」でございますから、当然Ａ評価とい、

うのは、まさしくすべてが達成された場合をＡ評価とする。また、Ｂ評価の基準につきま

しても50％から80％に下限を引き上げてございます。そのほか、それぞれの項目の事情に

おきまして若干の調整する場合もありますことから、ただし書といたしまして、それぞれ

例外的に下限を引き上げるという基準を設定してございます。

次に定性的基準でございますけれども、これにつきましては、Ａ評価が順調、このまま

いけば中期目標達成可能という評価、Ｂ評価が一部改善すれば達成可能、Ｃ評価は大幅な

見直しが必要であるという考え方で評価していただきたいと考えております。

以上が最小の個別の項目の評価基準でございますが、さらにその上位項目の評価につき

ましては、それぞれ下位の項目の評価結果を積み上げていただくわけでございますが、

（２）の②にあるように、Ａ評価を２点、Ｂ評価を１点、Ｃ評価を０点として点数化いた

しまして、下位の項目の結果から、イにあります数式によって比率を算出していただきま

す。分母に下位項目の項目数の２倍、つまり満点の２点を掛けまして、分子に実際に評価

された評点の合計値を持ってくる。つまり、言ってみれば満点評価に対して下位項目の合

計が何点になったかという数値を出していただきまして、この結果の数値が９割以上であ

ればＡ、５割から９割の場合はＢ、５割以下の場合はＣという形で評価していただいて、

順次上位の項目の評価をお願いしたいと考えております。

そのほか、評価に当たっての留意事項につきましては、累年の業績もあわせて考慮する
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とか、評価手法について随時見直しが必要でありますとか、それから費用と効果の関係に

ついての具体的な把握に努めるべきであるという点につきまして提示してございます。

また、プロジェクトチームの先生方から、具体的評価に当たっては、法人からの詳細な

ヒアリングでありますとか、生産農家の意見を聴取することでありますとか、主要な業務

ごとの経費等についても極力示して、これを考慮すべきという御意見をいただいておりま

すので、これらの点につきましては、アンケート調査の実施等におきまして的確に対応す

るように努めたいと考えております。

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、肥飼料検査所、お願いいたします。

○深見専門委員 主な議論点は４点でございます。

計画作成時には予期しなかったＢＳＥ問題が発生いたしまして、緊急的な業務が大変増

大しました。その状況の中で、当初計画どおりに実績が上がらない業務があった場合に、

当初計画に対する実績のみで評価するのは適切ではないのではないか。そういうことを考

えまして、その第１項目、ＢＳＥの発生に伴う緊急対応業務を考慮して全体を評価する必

要があるということを議論しました。

それから、緊急業務というのはどこでもあることかもしれませんけれども、このＢＳＥ

の発生に伴う緊急業務は、国民的な関心から見ても、その評価項目としては大項目に該当

するのではないかというようなことがありまして、これが２番目の点です。

また、大項目を評価する場合に、各項目を評価して、それを機械的に積み上げるだけで

は適切な評価をしたことにはならなくて、その評価になった背景、これはＢＳＥの発生と

強く関係があるわけですけれども、この業務にかなりの時間を割かれて、計画された項目

が達成できなくなるのは当然であるので、その評価になった背景を考慮して全体を評価す

る必要がある。また、その評価とあわせていろいろな改善点も指摘するように努めるべき

であるということが議論されました。

それから、評価の方法ですが、Ａ評価を受けた中項目の割合だけで大項目を評価すると

なると、中項目に対してＢとかＣとかいう評価をした意味がなくなってしまうので、適切

な評価方法を少し考えるべきである。

また、すべての中項目の評価がＢ評価になった場合に、大項目の評価がこの方式ではＣ

評価になってしまうというのも、わかりにくい点があるので、改善すべきではないかとい
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うようなことが議論されました。

以上です。

○松本分科会長 それでは、事務局の方から。

○生産資材課長 深見専門委員から御説明いただいたことについて、さらに若干加えさせ

ていただきます。資料の４－２でございます。

肥飼料検査所の評価基準でございますが、まず大項目としては、中期計画で業務運営の

効率化に関する事項と、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

事項、財務関係と、三つあるわけでございますが、これを一応大項目にいたしております。

ただ実際の評価につきましては中項目を評価単位とするということで、その下の業務でや

ることといたします。ただ、肥飼料検査所の場合には業務が肥料関係、飼料関係、それか

ら土壌改良資材の関係、大きく三つに分かれてございます。これをまた単位にしますとな

かなか具体的な内容をあらわせませんので、そのさらに下、例えば登録の調査であります

とか収去品の検査でありますとか、具体的な事項を中項目といたしまして、評価していこ

うということにいたしました。

また、評価のときに当初Ａ項目の数だけで大項目の評価をする案を提示いたしましたけ

れども、やはりそれですとＢとかＣが全く評価されていないということで、Ｃが一つもな

ければ、それは評価Ｂではないかということで、当初から変更してございます。

それから次のぺージで、一番議論になりましたのはやはりＢＳＥ関係で、肥飼料検査所

は今大変業務が多忙になってございますが、そのために当初計画しておりました業務がな

かなか予定どおり遂行できないという実態もございます。そこで、緊急対応業務の評価と

いうものを大項目といたしまして、今年度はＢＳＥに係る緊急対応業務の評価を行ってい

こうということになってございます。

その部分でございますが、具体的には「緊急時等の理由による農林水産省からの要請に

基づく業務」ということで、ＢＳＥ関係を中心にいたしまして、分析関係業務、調査関係

業務、確認検査の関係業務、調査研究、それぞれ、現在実施しておりますＢＳＥに関係し

た仕事を具体的に書きまして、それに対して評価基準を設定をしてございます。これを大

項目の一つに加えまして、本年度は評価をしていこう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、次に、農薬検査所、お願いいたします。
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○坂本委員 農薬検査所につきましては、日和佐委員、長尾委員、それに坂本が評価基準

の検討を行いました。主な議論といたしまして３点ございます。

大項目、中項目の評価につきまして、当初Ａ評価の項目の割合だけで評価する案がござ

いましたが、すべてＢ評価の場合と、すべてＣという評価があった場合に、全く同じ評価

になるわけで、適切ではないのではないかという意見がありました。それは改善されたわ

けです。

２番目に、評価の際の達成度合いの区分についてでございますが、Ｂ評価の範囲が50％

以上90％未満という、余りにも幅が広いということを懸念いたしました。それから、Ａ、

Ｂ、Ｃによる３段階評価もかなり粗いために、５段階評価にするなど、もう少し細かい段

階に分けることはできないかという意見が出ておりました。評価というのは、Ａ、Ｂ、Ｃ

あるいは５段階評価等もステージ分布を描くような評価方法を考えることが必要ではない

かというふうには考えておりますが、この場合には、この検査所だけではなくて、他の法

人との整合性も考えなければいけないということで議論は終わっております。

３番目に、中期計画に記載のない突発事項が発生した場合には、特記事項に記載される

ことになるわけですが、状況について十分な説明をいただきたい。その特記事項をＡ、Ｂ、

Ｃの評価に当たり考慮すべきではないかという議論もなされました。

この農薬検査所の評価の基準を見ておりますと、業務の多くが農薬の検査に関する事項

だけでございまして、評価に当たっても、この農薬の検査にかなりの重みづけを行う必要

があるのではないかということもございます。これが非常に特徴的なことでございました

ので、特記事項と総合評価に勘案するような、この旨も評価基準の考え方にしたらいい、

こう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 それでは、事務局の方お願いします。

○生産資材課長 農薬検査所のことにつきまして、今の坂本委員からの御説明に若干加え

させていただきます。

農薬検査所の評価基準でございますが、特徴的なのは、農薬の検査に特に重みづけを置

いた評価をしようということであります。

これは業務運営の効率化に関する事項の評価の考え方でございますが、中項目が三つご

ざいます。一つが農薬の検査でございます。それから二つ目がＧＬＰ適合確認、そして三

つ目が業務運営の効率化による経費の抑制という、三つの中項目がございますが、やはり
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仕事の中心は農薬の検査でございますので、ここの大項目の評価に当たりましては、農薬

の検査という中項目がＡであって、残りの二つの中項目がＢ以上であればＡにしようとい

うことでございます。また、Ｂ評価になる場合には、農薬の検査がＡだけれども、残り二

つのうちどちらかが、あるいは二つともＣであれば、これはＢ、また、農薬の検査がＢで

あればＢ、それから農薬の検査がＣで、残り二つのいずれかがＡであればこれもＢという

ことで、大項目の評価に当たっては農薬の検査の中項目の評価を中心に行っていくという

ことでございます。

その下の農薬の検査という中項目の評価に当たりましても同様の考え方をとってござい

まして、この中項目の中には二つの小項目がございます。検査業務の効率化という小項目

と、それからその効率化のための措置という小項目がございますが、これもやはり結果で

見ていこうということで、検査業務の効率化、これがＡ評価を受けたかどうか、それを中

心にこの中項目の評価をするということで、重みづけをした評価をやっておりますことが

農薬検査所の評価基準の特徴でございます。

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、最後に、農業者大学校についてお願いいたします。

○田嶋専門委員 専門委員の田嶋の方からご説明させていただきます。

第１点ですが、定員充足状況といったものも評価の指標に加えた方がいいのではないか

という議論が行われております。それから果樹農業研修所の方で短期の研修のようなもの

も教育活動の評価の中に加えて評価できるようにしていきたいという議論がされておりま

す。

それから第２点目では、果樹農業研修所の教育活動の評価項目として、小学生の農業体

験の受け入れなど外部との関係も評価の対象としていきたいという議論がなされました。

それから第３点目ですが、教育の成果をどう評価するかということに関わりまして、卒

業生が地域農業のリーダーとして活躍をしている、これをどうとらえ、どう評価をしてい

くかということについて大分議論が行われました。

それから第４点目、卒業生の就農率ということでありますが、この就農率の上昇をどう

図るかということについての議論が行われました。

それから最後の第５点目ですが、Ａ、Ｂ、Ｃ評価の枠組みをめぐる議論でありまして、

特にＢ評価になったものについて、Ｂ評価になったその内容をきちっと示す必要があるの
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ではないか。これに分析を加えておく必要があるだろう。特に農業者大学校のような場合、

人材の養成ということで非常に長期にわたる評価が必要になってくるので、このことにつ

いて、数量的な評価だけではなく、もう少し総合的な評価のところで、例えば所見欄にき

ちんとその評価を書き込んでおくとか、あるいは資料を提出をするという方法が必要だろ

うという議論がなされました。

いずれの議論も十分この基準案の中で生かされたというふうに考えております。

○松本分科会長 それでは事務局の方から説明をお願いします。

○女性・就農課総括補佐 まず初めに、今日、農山漁村女性の日という行事をやっており

まして、農山漁村の女性の活躍を促進するというための記念行事でございまして、課長は

どうしてもそちらの方に出席しなければなりませんので、私の方から説明させていただき

ます。よろしくお願いします。

田嶋専門委員の御説明に若干つけ加えて説明をさせていただきますが、農業者大学校の

評価基準につきましては資料６－２に書いてございます。基本的に中項目を評価単位とし

てやらせていただいておりますが、農業者大学校の中期計画の第２番、項目の一番メイン

になるところですけれども、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置という部分が具体的な業務内容をあらわしてないと

いうこともありまして、これを二つ、学理及び技術の教授に関する業務、主に本校の業務

と、それから果樹農業に関する研修業務、落葉と常緑の研修所の業務の部分に分けまして、

それをさらに細かい指標に分けて評価を行うという形にしてございます。

また、教育研修機関という業務の性格上、定量的に評価できる項目数が余りございませ

ん。どちらかといえばこういうことをやったかやらないかという定性的な評価項目が非常

に多うございますので、具体的に言いますと、財務的なものを除きまして、基本的にはそ

の業務運営の効率化の中で、授業時間や研修時間の増加によるコスト減という部分だけが

事実上の定量的な評価ができる部分で、ここはいわゆるＡ、Ｂ、Ｃの評価ができますけれ

ども、それ以外の部分は基本的にこういうことをやったとかやらないという形で、Ａ又は

Ｃという形で評価をさせていただきまして、それを積み上げて全体の評価を行わせていた

だきたいということでございます。

それと、田嶋専門委員からお話がございましたプロジェクトチームにおける指摘事項を

何点か反映させてございまして、例えば定員充足状況につきましては、果樹農業研修所と

本校の指標２の部分、それから卒業生の就農率につきましても、それぞれ指標５の部分、
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また、果樹農業研修所につきましては、委託や体験などの利用についても果樹の研修のと

ころに準じといったところにそれぞれ反映させていただいているところでございます。

私からは以上でございます。

○松本分科会長 ありがとうございました。

それでは、次に、質疑に入るわけでございますが、ただいま各法人の評価基準について

の一応の案を御説明していただいたわけでございます。もう既にお気づきのこととと思い

ますけれども、それぞれの法人で評価の基準が必ずしも一致していないという点がまず指

摘できようかと思います。しかし考えてみますと、各法人がその業務を行う上で、それぞ

れがやはり特徴を持った業務をしているわけでありまして、その業務を正確に評価する場

合の最もふさわしい評価の仕方はどうあるべきかということを真剣にＰＴで審議していた

だいたわけでありますから、ただいまの御説明にありましたように、各法人でそれぞれ異

なっているのは、これは当然であろうかと思うわけであります。

こうしたことを踏まえた上でこれから御審議に入っていただきたいと思います。どうぞ

忌憚のない御意見をいただきたいと思います。それでは小林委員どうぞ。

○小林委員 今の分科会長のお話で、各独立行政法人ごとの基準がそれぞれ不一致である

ということは、ある意味では当然であるということなんですが、そういう面もあるかもし

れませんけれども、私は評価をチームの中でやるということの意義というか役割を、具体

的な個々の評価を行うことにあると考えていたものですから、今日資料をいただいたとき

に、基準をつくるという段階は、例えば本委員会ですとか、あるいは他の分科会とのすり

合わせの中でやれる範囲ではないのか、どこまで違いを認めるかということはあると思い

ますけれども、極力基準をそろえるという必要があるのではないかと思うのですが。

例えば今日説明いただいた中で、非常にいい評価基準もあったと思うのですね。例えば

Ｓをつけ加えるということは、私どものチームの中でも、そういう意見があれば、それを

加えて評価することも考えられたかもしれません。そういうことについては分科会全体と

して討議すべき余地がまだあるのではないか。他の分科会の基準はどうなっているのか、

ということもあります。

○松本分科会長 それではこの点についてまず御審議をお願いしたいと思います。この農

業分科会に限らず、他の分科会も入れて審議すべきということでしょうか。

○小林委員 まず、この分科会として、その基準づくりをどのように考えたらいいかとい

うことを決める必要があるのではないかと思います。
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○松本分科会長 この農業分科会で評価基準の足並みをそろえるというか、統一的な見解

を審議すべきではないかという小林委員の御発言でございます。これについて少し審議を

お願いします。

○坂本委員 ３段階での評価が最初から提示されているのですけれども、やはりＳをつけ

るというと４段階になりましょうし、それがスーパーという意味であれば、また３段階と

は違った、達成度を上回ったということにもなります。評価をするときにやはり３段階で

の評価というのは非常にやりにくいというところを実際に私どもは感じています。

それで、50％から90％の間をＢにするというのは、この範囲も非常に広過ぎるので、で

きれば定量化できるところは定量化させていただき、定性的に評価しなければいけないと

ころは当然Ａ、Ｂ、Ｃでも構わないと思いますけれども、定量と定性と業務の内容におい

て分けていただく。達成度何％ときちんと出てくる業務もございます。そのような区分を

やっていただくと評価する側としては非常にやりやすいと私自身は考えております。

○松本分科会長 定量化できる部分と、定量化しにくい部分がやはりそれぞれの法人の業

務にはある。それぞれを分けた、わかりやすい方法で評価基準をつくっていただきたい、

こういう御提案であります。どうぞ他に。

○手島委員 今はＳを入れるか、４段階にするか５段階にするかというのもありましたが、

同じようなことで、点数化して、Ａを２点とか、１点とか、マイナスにするとかプラスに

するとか、この点数制で合計点で見ていくというやり方も御提案があったので、これも結

構役に立つ方法だと思います。マイナスもつくという基準もあります。しかし、絶対どれ

がいいかというのはなかなかわからないですね。今回のこの段階でいろいろ知恵を出し合

って、基本的なところはある程度そろえておくというのはいいと思うのですけれども、提

案の中にもありましたように、１年ぐらいやってみて、またその時点で考えてみるという

のも一つの方法ではないかと思います。ただ、従来のお役所仕事みたいに、一遍やったら

もう変えられないというようになると、これは問題がありますので、そこら辺を少し柔軟

に考えてもらえれば、また改めて話し合う機会もできるのではないかと思いますがね。

○松本分科会長 とりあえずは今日御説明いただいたような内容で１年ぐらい走ってみた

らどうかと、こういう御意見でございますが、これについてはどうでしょうか。小林委員

どうぞ。○小林委員 そういうお考えはあると思うのですけれども、ただ各チームごとの

評価基準を我々は初めてここで知ったもので、その違いが結構あるのではないかという印

象を受けたものですから、できるだけ基準をそろえることが可能であれば、皆さん他の委
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員の御意見を伺うのがよいと思います。

○松本分科会長 やはりこの基準の差というか、違いをクリアにする。クリアにした上で、

それでは統一的な評価基準というのがあり得るのかあり得ないのか、そういう議論もやる

べきではないかという、小林委員の御意見ですが、どうでしょうか。

○佛田専門委員 私は農業者大学校のプロジェクトチームで、小林委員と一緒に検討させ

ていただいたのですが、今お話を伺って、私も同じような感想を持ちますけれども、例え

ばこれを国民に説明をする場合に、これを読んだ人は非常に評価がまちまちというか、わ

かりにくい。ですから今年１年はとりあえずやってみるという方向でいいと思いますけれ

ども、例えば法人の性格によって、およそ基準案の大枠というものが共通化していれば、

評価結果を読む側にとっては非常にわかりやすい。例えば肥飼料検査所とか農薬検査所な

どは、多分同じような性格の業務だと思いますし、また農業者大学校のように教育機関と

いうのは全く違う見方をすべきですので、私は１年やってみるというよりは、来年度に向

けて少し分科会の内部でも、全体においてもわかりやすい評価基準を出すための作業を進

めていく必要があると思います。

○松本分科会長 ありがとうございました。では、深見専門委員、どうぞ。

○深見専門委員 私もほぼ同様の意見で、とりあえず１年間やってみようというのは、と

てもいい案だと思います。というのは、この評価基準案の概要というところの具体的な数

値を見ますと、例えば 100％以上をＡにした方がいいというふうに考える、あるいは 100

％から90％をＡであるととらえている法人もあるわけです。それはその法人の性格を、い

わば現在の性格、あるいは現在での考え方をあらわしているのだと思うのですね。ですか

らいきなり統一基準というのを求めるのは非常に難しくて、他の法人の評価の仕方を頭の

中に入れて、参考にしながら、とにかく一度走ってみて、自分と他の法人とはどういう違

いがあって、向こうの評価法だったらうまくいくかいかないかというシミュレーションを

少しやってみないと具体的な議論ができないのではないかと思います。ですからとりあえ

ず１年ぐらいは試行期間があってしかるべきではないかと思いますが。

○松本分科会長 こうした評価の試みというのは、もちろんこれが最初でございますので、

御指摘のとおり、最初から何か前例があったわけではありません。そのため、最初から評

価基準をそろえるということに無理があるのではないか。やはりある程度実施してみて、

そしてその段階で比較することによって、Ａという法人とＢという法人とではこういう違

いがある、だからやはりこういう基準の設定の仕方がいいのではないか、ともかく一度走
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ってみたらどうかという御意見でございます。菊池専門委員いかがですか。

○菊池委員 皆さんの考えの中で、１年間走ってみるというのはいいことだと感じます。

私ども家畜改良センターの評価基準を考えると、やはり取り上げたテーマそのものの評価

も非常に大切だと思うのです。そして、その成果についてはやはりある程度のスパンがな

いとその方向がなかなか出てこないという中で評価することを考えると、検査機関の評価

基準と、やはり試験研究機関の評価基準は当然違ってくると思いますので、例えば二つぐ

らいの色分けの中での評価も必要なのかなとは感じていました。

○松本分科会長 ありがとうございました。長尾専門委員いかがですか。

○長尾専門委員 １年間やってみるというのはいい考えだと思います。各法人ごとにその

内容は、非常に違うわけですけれども、基準はやはり統一した方がいいのではないかと思

います。それをこれから１年間かけて十分に討議するというのは私はよろしいのではない

かと思います。

○松本分科会長 ありがとうございました。松井専門委員いかがでしょうか。

○松井専門委員 やはり各独立行政法人でかなり違った性質を持っておりますので、なか

なか統一基準というのは無理かなという気もします。御提案がありましたようにひとまず

１年間走らせてみる、それで問題が出た段階で変えていくというのが常識的かと思います。

○松本分科会長 土居専門委員いかがでしょう。

○土居専門委員 私も同じですが、基準をそろえるというのは難しいことだろうと思いま

す。評価される側にしてみましても、同じようにというのは無理があるだろうと思います

ので、後でまた修正なり何なり加えることにしまして、とりあえず各法人ごとに、分野ご

とにやり始めてみたらいかがでしょうか。

○松本分科会長 数の上からいいますと、ともかくやってみたらどうかという御意見が少

し多めに出たのではないかと思います。逆に、３月いっぱいで決着、決めようという御意

見も当然あると思うのですが、いかがでしょうか。手島委員どうぞ。

○手島委員 私はさっきとりあえずやってみようという方法を言ったのですけれども、先

ほどお話あったように、今日は他の法人のお話を伺ってみますと、これはうまい方法だな

というのがありますよね。ですからそういうものを一度取り入れて、今日出した案を各法

人のＰＴでもう少し修正してみるということはやっても構わないのではないかと思います。

しかし、それは余り時間がかかったりしたらこれはまずいと思うのですけれども。

○松本分科会長 今日、ともかく全体で会うのは初めてですからね。
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○手島委員 そうですね。ですから、今日皆さんからいただいた知恵を、各法人でも利用

してみようということでやってみるのは大いに結構だと思うのですね。そういう修正あり

の上でとりあえずやってみるというのがいいのではないかなと私は思うのです。言ってみ

れば、皆さんそれぞれ違う会社だと、例えば、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社と、食品関係の仕事をし

ている会社ではあるけれども、違う会社だというふうに思えば、評価の仕方も少々違って

いても別に悪くはないだろうと。要するに評価の方法として完全無欠なものをつくるのが

狙いではなくて、最終的にそこの法人で働いている人たちが一生懸命仕事ができて、その

結果が日本の消費者なりあるいはユーザーの方々に本当に役立つ成果が得られる、そうい

う方向に政策誘導できるというようなことが大事ではないか。あるいは国民から見ておか

しなことをしてしまったとか、だらしないことをしているというようなことがないように

しておくとか、何かそのような観点から本当の成果が上がればいい、そこに評価の狙いが

あるのだと思うのですね。

ですから評価の方法として、完全無欠なものをつくって、それを何でも同じ物差しで全

部やらなければいかないと、統一した方が格好はいいし、気持ちはいいのですけれども、

余りこだわらなくてもいいのではないかなと。ただまるで違った評価基準になっていて、

お互いの比較もできないというのではこれは困りますから。

○松本分科会長 それはやはり調整しないといけないでしょう。

○手島委員 基本線はそろえておく方がいいと思います。

○松本分科会長 鈴木委員いかがでしょうか。

○鈴木委員 私も今言われた意見に賛成で、いずれ基準の統一について配慮していかなけ

ればならないだろうということですね。そうした場合に、当然国民にわかりやすいという

意味では同じであればいいのでしょうけれども、それは努力してもらう。例えば点数制が

入っていますので、何点がいい上限で、悪いのはここまでというように、そういう幅を設

定した上で、それでうちは何点だったということで評価ができるのだろうと思います。ど

ういう評価であれ、いずれ継続性というのは重要だと思いますので、それを加味して随時

直していくということであれば、やってみて直していくということがいいのではないのか

なと思います。

○松本分科会長 ありがとうございました。

いろいろな御意見をいただいたわけでございますが、今日初めていろいろな法人から意

見を聞く機会を得て、自分のＰＴでも他の評価方法を取り入れた上で、再度各ＰＴでやっ
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てみる必要もある、こういう意見もございました。一方で、一度走ってみたらどうかと、

こういう意見が多くの方から出たわけでございますが、ともかくそれぞれ審議していただ

いた線に沿って一度走ってみたらどうかという意見について、小林委員どのように思われ

ますか。

○小林委員 私も決して画一的な基準をつくれと言っているのではなくて、むしろ今日出

てきた基準、それぞれのいろいろお考えになった基準を見ますと、ぶれているというか、

各法人ごとにこの基準でいくと有利、不利のようなことがあってはならないと思うのです。

例えばあるところは４段階にする、あるいはＡ、Ｂの評価の仕方も違うとなると、これは

いかがなのかという点が一番気になっているところです。もちろん各法人の活動内容とい

うのはそれぞれ違いますから、一律に評価するというのは非常に難しいことはよくわかり

ます。それを定性的、定量的にＡ、Ｂ、Ｃで評価しようとは私も考えておりませんが、ダ

ブルスタンダードになって、各法人ごとに有利、不利みたいなことがあったとするとこれ

はまずいのではないかということが心配なのです。それからもう一つは、他の分科会でど

のような議論があるのかということもまだ我々わからないわけですので、そういう情報も

いただければと思っております。

○松本分科会長 評価基準というのは、これは主観的というより、むしろ客観的な見方で

行うのは当然で、しかもそれぞれの独立行政法人で全体として統一できる評価が定まれば

いいわけでございますが、今日の御説明の中では必ずしもそうではなかったと、こういう

御意見でございます。

○手島委員 我々はプロジェクトチームに属しているわけですから、自分が担当した法人

のことしか考えてないのですけれども、例えば農水省がこれらの独立行政法人に交付金の

配分を決めたりするときに、Ａ法人、Ｂ法人、Ｃ法人を比べてみるというようなことが実

際にこれからあり得るのでしょうか。例えばここで出た点数のようなものを見て、Ａ法人

は50点とか、Ｂ法人は30点とか、Ｃ法人は60点とかいうように、比較をして、予算の配分

を決めるというようなことがあるとすると、各法人の点数のつけ方というのはそろえてお

かないといけないのではないかと思います。この法人は割と厳しめに見ているとか、あの

法人は割と緩く見ているというようなことがあるといけないと思うのですが、実際にはそ

ういうことはあるのですか。

○生産局総務課長補佐 お答えいたします。

今のところそういうことで省内の法人について統一的な観点から予算を割り振るという
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ことはしておりません。

○手島委員 そうですか。では、そのことは心配しなくていいのですね。厳しめに見たと

ころだけ損しているとというようなことになると、これは気の毒なことになりますから。

○品質課長 現時点ではそういうルールがないというのは間違いございませんが、それは

まだ評価が出てないからで、評価が出れば、当然評価というのは点数制になっております。

この評価というのは私の個人的考えでいいますと、まず一つはその法人に対して現時点で

どのように考えるかという、一種の患者に対する処方箋という意味合いが一つ。それから

もう一つは他の法人との比較、横並びの指標になる。三つ目は時系列でどう変化してきて

いるかという、概ねそういう三つの使われ方をする。狙いとは別に、数字が出てくればそ

ういうことに使われるのは当然であろうというふうに思いますし、国民の方から見たら、

個々の細かい評価よりも、要するにこの法人は平均点85点なんだ、これは82点なんだとい

う方がよほどわかりやすいわけです。財政当局とのやりとりも現時点ではビルトインされ

ておりませんが、当然大なり小なり配慮されてくるというのは予測され得ることではない

かとは思います。今の時点での予測でございますからわかりませんが。

○手島委員 人情としてそうなりますね。そうなるとやはり小林先生のおっしゃったよう

に、基準をそろえておくということをやっておかないと、何か得する法人と損する法人が

出てしまうという心配はありますね。

○松本分科会長 ありますね。では、長尾専門委員、どうぞ。

○長尾専門委員 努力目標というか、各法人に要求されることが当然違ってきまして、そ

の難易度も違ってきますし、いろいろ条件が違ってくると思うのですね。ですから余り細

かい評価よりも、目的を達成したとか、それ以上だとか、もっと努力を要するとか、はる

かにこの法人は目的を達していないとか、そういう評価の方が私はよろしいのではないか

と思います。それで結局こういう業務が必要なわけですから、予算を減らされてその業務

をなくすというわけにはいかなくて、その業務について目標が達成されないにはそれなり

の原因があるのでしょうから、それをむしろもっとサポートしなくてはいけないかもしれ

ないし、ですから評価というのは細かい点はつけるものではないのではないかと思うので

す。

○松本分科会長 もっと大ざっぱでいいと。

○長尾専門委員 大ざっぱにですね。それでＣだったら、これはどこかに問題があるとい

うことになる。
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○松本分科会長 何かが問題である、それを究明して、もっと努力目標をはっきりさせて

もらうというようなことですか。

○長尾専門委員 問題を解決する方向に導くということです。

○佛田専門委員 農業者大学校のプロジェクトチームでは、私の認識では、多分Ａ、Ｂ、

Ｃ評価を前提にして案をつくりなさいということだったものですから、先ほどのＳ評価で

あったり、ＡプラスとかＣマイナスということを予想しておりませんでした。先ほどの御

説明にもありましたように、最終的には国民が結果というか点数というか数字というか、

それを見ていいか悪いかということでありますから、仮に共通の評価基準がないと比べよ

うがないわけです。また、行政改革の中で設立された独立行政法人が共通性を持った評価

ができないことには、それぞれの法人の特性というのはもちろんありますが、個別評価は

できても相対評価はできない、そういうことになりますね。

○菊池専門委員 確認ですが、長尾先生が言ったように、法人の評価は、独立行政法人を

育てるというか、存続させていくために評価委員というものがある。私たちは、例えば独

立行政法人のあり方とか方向性とかいう部分をどちらかというとサポートできるのであれ

ばと思っていたのです。国民が評価するための基準づくりではないのでないかと私は思っ

ていたのですが。先ほど言ったように予算とか点数が82点か３点かという非常に微妙な部

分の評価をするということになってくると、私にすれば、果たしてそこまでの評価ができ

るのかなと思うものですから。点数づけをして、国民の評価のための独立行政法人の評価

になると、もちろん専門的な、家畜改良センターであれば酪農家であるとか養鶏家につい

て、あそこの評価がどうであるという点数づけをしているとむしろ具合が悪い。これから

家畜改良センターはこうあってほしいとか、こういう研究もしてほしいという評価であれ

ば、非常に値があるのかなと思います。やることについてはお任せ、例えばテーマも含め

て、全く法人にお任せでやって、ただそれを外部から見ていて評価するというと少し違う

のかなといますが。今長尾先生の話を聞いて、自分でも整理されてないなと思ったのです

が。

○間委員 私も、菊地さんや長尾さんがおっしゃったような、評価がＣのものをどうやっ

てうまくＢ、Ａにしていくかということでの、後押しをするような格好でないと、ただ点

数をつけてあそこは全部悪いぞというのではどうもおもしろくないなというのが根底にあ

ります。それが第１点。

もう一つは、教えてもらいたいのですが、この13年度の評価というのはいつどうやって、
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締め切りはいつになるのか、というのを教えていただけますか。

○生産局総務課長補佐 お答えいたします。

手順といたしましては、この基準が策定されましたら、法人から３カ月以内に、具体的

には６月末になりますけれども、本年度の業務実績に関する報告書を提出するとことにな

っております。７月以降、この提出された報告書に基づきまして評価委員会におきまして

業務についての評価を評価基準に照らして行っていただくことになります。その評価の期

限については、特に明示はされておりませんが、しかるべく速やかに進めていただくとい

うことになろうかと思います。

○松本分科会長 あと一つか二つ御意見をいただきたいのですが。

○松井専門委員 計画にない特別な事項が起こる、例えばＢＳＥ等の問題があったわけで

すね。そこを別項として評価するのはわかるのですけれども、計画というのは基本的にポ

テンシャルを最大に出した場合達成できるものを発掘するということで出していると思う

のです。そうすると特別なことが起こったら、他の業務に影響が出るということは当然だ

と思うのです。それをどのように評価するか。そういうところで何カ所かＣ評価になって

しまうというようなことがあると思います。しかし、その各小項目には実際張りついてい

る人がいるわけです。そういう人たちのことを考えますと、やはりＣをつけるというのは

非常に忍びないところがあります。そこで肥飼料検査所のところはたしか中項目にコメン

トをつけるというようなことでしたが、そのコメントも考慮して中項目の評価をＡ、Ｂ、

Ｃ、３段階で考える。ただ原則としてパーセンテージは守るということですが、特筆する

事項がある場合は若干の修正を加えてもいいということでやれたら一番いいと思うのです

が。

○小林委員 最初に質問した点と絡みますが、要は基準のＡ、Ｂ、Ｃの評価というものが

ありまして、私どもは、それは一つの前提として中身を検討せよということでチームでや

ってきたつもりでした。しかし、今日、他の法人の基準を見ると、その基準自体もかなり

違っている形で出てきています。総務省で他の省庁の独立行政法人の評価基準が多分既に

出ていると思うのですが、あるいは他の分科会の評価基準、これがどういうふうになって

いるかということと、それからその各独立行政法人ごとの評価について、その独立性とい

いましょうか、どこまでを法人ごと個別に考えられるのか、という点を事務局の方で実際

にどのように把握されているのかということをまずお伺いします。

○松本分科会長 では、それについてお答えいただけますか。
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○生産局総務課長補佐 他の分科会は実際まだ評価基準ができてないといいますか、農業

分科会がこの３月に入って最初に評価基準を決めるための分科会を開催したと聞いていま

して、総務省も含めまして、まだ他の法人の状況は、現時点で把握しておりませんので、

そこの情報も把握いたしまして整理させていただければと思っております。

○松本分科会長 ともかく農業分科会が先んじて行ったということで、現段階では事務局

でも他分科会については、把握はできていないということです。

さて、非常に御熱心なたくさんの御意見をいただきましたけれども、今日は結論は当然

出ないわけでございますが、具体的に今後この農業分科会の評価基準案づくりをどういう

ふうにやっていくかという、日程も含めて御審議していただきたいと思うわけです。先ほ

どからともかく一遍走ってみようという御意見と、一方で、やはりもう少し農業分科会で

できる基準案づくりを、今日他の法人から聞いたわけだから、一度そろえてみようではな

いか、こういう御意見がございました。

私としては年度内にもう一度農業分科会を開催したい。そして、その前に、各法人のＰ

Ｔによる見直しを、必要があるところはやっていただいて、その後、もう一度農業分科会

で再度結集した上で、農業分科会としては足並みをそろえるということが理想的だと思い

ます。できなくてもこういう基準案づくりはいかがかという一つの提案についてコンセン

サスが得られればと思いますが、いかがでしょうか。小林委員いかがですか。

○小林委員 年度末で非常に多忙かと思いますけれども、できればそうのようにしていた

だきたい。もしもできれば、今回出していただいた評価のやり方がありますよね。それを

少し整理していただくというようなことができますでしょうか。そのＡ、Ｂ、Ｃ段階とか

Ｓ段階とか、数字もいろいろある、点数とかもありますし。

○松本分科会長 今日はまさに素案を聞かせていただいたわけでございますので、それぞ

れの法人のＰＴが御検討いただく中で、他の法人の意見を取り入れ、さらに新しい評価基

準案づくりに結びつける、あるいは調整することになればと思っておりますので、もう一

度必要のあるところは評価基準案を再度見直すというか、見直しまでいかなくても、御検

討いただいて、そして年度内にもう一度農業分科会を開きたい、このようにスケジュール

を考えたらということでございます。よろしゅうございますか。

（ 賛成」の声あり）「

○松本分科会長 それでは、この場で、次回の農業分科会の日程を決めさせていただきま

す。皆さんも大変お忙しい時期だと思いますけれども、私の方から恐縮でございますが、
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いくつか日取りの候補を提示させていただきます。

３月25日月曜日の午前か午後、それから３月27日の午前、それから29日金曜日の午後の

３つの候補についていかがですか。

（日程の調整について発言あり）

○松本分科会長 はい、ありがとうございました。では、25日の午前に農業分科会を予定

させていただいてよろしゅうございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○松本分科会長 御予定のある方も、再度お考えいただいて、なるべく御出席をお願いし

たい。こういう差し迫った状況もどうか御理解の上、次回の農業分科会を25日午前10時か

ら12時ということでお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは、次の議題に入らせていただきます。

次の議題は、肥飼料検査所の中期目標及び中期計画の変更についてでございます。本件

に関しましては、本来ならば独立行政法人評価委員会を開催しまして、委員各位の御意見

を伺わなければなりません。しかし、評価委員会を開催することに時間的な制約がござい

ますことに鑑みまして、委員会としての委員の具申については、先日各委員より委員長で

ある私に御一任をいただいたわけでございます。

私としては、本件に関する委員各位の御一任をいただいたものの、担当分科会である農

業分科会において忌憚のない御意見を伺い、それを参考にした上で最終的な判断を下そう

と思い立ちまして、本日の議題に加えさせていただいたわけでございます。

詳細は事務局から御説明をお願いするといたしまして、本日御出席の委員並びに専門委

員の先生方におかれましては、こうした状況を何とぞ御理解いただきまして、率直な御議

論を賜りたいと思います。

それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

○生産資材課長 資料７をお開きいただきたいと思います。７－２が中期目標、７－３が

中期計画でございます。それぞれ変更案がアンダーラインで引かれてございますが、抜粋

しましたのが７－１でございます。

先ほど評価基準の説明のときにも申し上げましたが、肥飼料検査所は昨年の夏以降ＢＳ

Ｅ関係の業務が始まりまして、通常の業務に支障が出るという状況でございます。そのた

め、今年度の評価につきましては、今年度の計画そのものは変更せずに、先ほど申し上げ

たような形で緊急の事項を大項目として評価をするということにいたしましたけれども、
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来年以降は計画の中に位置づけてやっていく必要があるということで、中期目標や中期計

画を変更することにいたしました。

まずＢＳＥ関係で追加した変更部分について説明申し上げます。

７－１の１ぺージからでございますが、まず業務運営の効率化に関する事項の中で、飼

料及び飼料添加物関係業務、この中に法律に基づく立入検査あるいは質問及び収去という

項目がございます。その中に牛海綿状脳症、すなわちＢＳＥの発生防止を図るための肉骨

粉等の検査という事項を中期目標、中期計画ともに追加をしたいと思います。

また、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の中で、肥

料関係がございます。ＢＳＥ発生以降、肥料につきましても、肉骨粉等を使った肥料につ

いて一時全面的に生産・輸入を止めまして、その後部分的に解除しております。具体的に

は豚及び鶏の肉骨粉、そして牛由来の骨粉につきましても、ＯＩＥが定める基準以上の高

温高圧の蒸気が使われて生産されている骨、これを蒸製骨粉と呼んでおりますが、このよ

うなＢＳＥに感染したおそれのない骨を原料にして高温高圧で処理したものについては条

件を付して生産を解除しております。このことに当たりまして、肥料原料を確認するとい

う、その製造基準適合確認検査をここに位置づけてございます。

２ぺージですが、飼料及び飼料添加物関係業務で、検査の中で飼料中の肉骨粉等の分析

・鑑定を追加してございます。

次に、２のオの検査技術の向上の項目中、ＢＳＥ発生防止のための基準・規格の設定、

また、その目的での分析法の確立について追加しております。

クの牛海綿状脳症の発生に伴う対応の項目中、感染源及び感染経路の究明に資するため、

国内及び海外の飼料工場等に対して飼料の流通経路等の検査について追加しております。

また、ペットフードにつきましても、肥料と同様、豚及び鶏由来の肉骨粉については、

製造基準を確認した上で使用してよいということにしてございますので、その製造基準適

合確認検査をここに入れてございます。

それから、飼料を海外に輸出する業者から要請があれば、その製造現場の確認を含めて

実施をするという項目の追加です。

また、法律の規定に基づく立入検査、質問及び収去の項目中、緊急に実施する立入検査

についての指示に迅速かつ適切に対応するという項目を追加しております。

最後に、中期計画で、具体的な点数を入れておるところがございます。先ほど御説明し

た飼料及び飼料添加物関係業務の検査のところで、飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定を行う
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というのが中期目標でございますが、計画の中では具体的に、少なくとも年間 200点実施

をするという事項を入れてございます。

以上がＢＳＥ関係で追加した事項でございます。

逆に落とした事項がございます。といいますのは、限られた人員、予算の中で実施いた

しますので、当初実施を予定をしておりました事項について、どうしても落とさざるを得

ない、あるいは実施規模を縮小せざるを得ないというものがございますので、そのような

修正を加えた部分がございます。

具体的には、まず２ぺージ、飼料及び飼料添加物の検査のモニタリング検査、この点数

を若干削っております。9, 500点から9, 300点に減らしてございます。

また、飼料及び飼料添加物の項目中、抗菌性飼料添加物の基準・規格適合検査、この点

数も1, 200点から1, 000点というふうに減少させてございます。

またＨＡＣＣＰに関する調査でございますが、これにつきしては平成13年度にアンケー

ト調査等で実施をいたしましたけれども、14年度以降につきましては、現在の体制、予算

の中でＢＳＥの業務が続く限りはなかなか実施が困難ということもございまして、14年度

以降については具体的な計画はしないということにしてございます。当然のことながら、

予算なり体制が充実できれば、またこれについてはその時点で検討していくということに

してございますが、あくまで、現在の予算、人員の中での対応ということで御理解をいた

だきたいと思います。

また、調査研究につきましても、具体的な事項については、削除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。

それでは質疑応答に入ります。何か御意見あるいは御質問のある方、お願いいたします。

○佛田専門委員 肥料につきまして、肥料の検査という項目ですが、これは国内の肥料の

製造所についてのみということでよろしいのでしょうか。

○生産資材課長 そうでございます。現在、肉骨粉等を使った肥料について部分的に解除

されているのは国内だけでございまして、海外からの輸入については全面的に止まったま

までございますので、製造基準の確認というのはあくまで国内の工場でございます。

○佛田専門委員 需要者の観点でいいますと、有機農業を行うに当たって動物性の有機肥

料は、海外からの輸入がほとんど止まっているという現状では、業界の情勢を聞きますと、
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今年半ばには国内では底をつくということです。非常に価格も高騰していて、動物性有機

肥料を使った有機農業がほとんどできなくなったという状況にあるというのは御承知だと

思いますので、私どもとしましては、この肥飼料検査所の肥料の関係業務につきましては、

供給を海外に頼っている立場から、海外の輸入肥料についての検査業務をもう少し進めて

いただくことによって、動物性の有機肥料の利用が迅速にできるように、何かここにつけ

加えることはできないかという意見であります。

○生産資材課長 先ほど申し上げましたように、海外からのものは、特に肉骨粉等につい

ては全面的に止まったままでございますが、これにつきましては海外の輸出元のＢＳＥ汚

染の状況、また、それに対するリスク管理の状況を担当の方で調査をしてございまして、

その調査がまとまり次第、引き続き輸入を止めたままにするのか、あるいは条件を付して

解除していくのか、決まってくることでございますが、まだその調査に若干時間を要して

おります。現場で大変お困りというのは承知しておりますが、一方でこれについては国民

の方々は大変不安をお持ちであるということもありますので、御容赦いただきたいと思い

ます。

○松本分科会長 その他御意見、御質問ございますでしょうか。ただいま皆さん方から貴

重な御意見をいただいたわけでございますが、私としましては、本日この議論を十分踏ま

えた上で、私なりに判断をして対応していく考えでございます。この点どうか御了承をお

願いしたいと思います。

なお、その結果につきましては、速やかにまた別の機会に御報告させていただきます。

それでは、３番目の議事で、事務局から１点御説明がございますので、よろしくお願い

いたします。

○生産局総務課長補佐 私から１点御説明申し上げます。資料８を御覧いただきたいと存

じます。

２月１日に平成13年度の２次補正予算が国会で成立いたしまして、同８日には関連法案

が施行されたわけでございます。今回の補正予算におきましては、独立行政法人が国から

ＮＴＴ・Ｂタイプ資金の貸付を受けて施設整備を行うことが可能となりました。これによ

り、農林水産省の関係では、こちらの資料にございますように12法人の施設整備の関連事

業が措置されております。その概要をまとめましたのが３枚ほどの資料でございます。そ

の中で、農業分科会関係の法人では、家畜改良センター、肥飼料検査所及び農薬検査所の

３法人が措置されております。
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これに伴いまして、これら３法人につきましては、中期計画の関係部分の記述を変更す

る必要がございます。また、本件の取り扱いに関しましては、先ほど御説明ございました

肥飼料検査所のＢＳＥ関連の中期目標、中期計画と同様、評価委員会の各委員から松本委

員長一任という形になっておりますけれども、今回改めましてこの分科会におきましての

御説明になるということでございます。

各法人ごとの施設整備の内容につきましては関係課長から御説明をお願いいたします。

○畜産技術課長 まず家畜改良センターにつきまして御説明申し上げます。内容は総括表

にございますけれども、若干それぞれの事業ごとに参考資料をつけてございます。

まず、たい肥発酵処理施設の整備でございます。畜産環境対策新技術実証施設整備とい

うことで、今畜産環境問題が畜産にとっては喫緊の課題でございます。そこで、今回この

事業におきましては、特に冬期の発酵促進が課題になっている寒冷地におきまして、風力

発電でありますとかソーラーシステムを利用したたい肥化の実証展示を行いたいというこ

とで、それに必要な施設の整備を、今回約５億円の予算で実施することにしております。

具体的には、たい肥発酵施設の整備でありますとか、ソーラーシステムなり風力発電に係

る施設整備でございます。

次に、ハイテク活用型肉用牛低コスト生産実証施設整備、これは肉用牛の低コスト生産

を実施する上で、やはり繁殖基盤が弱体化しておりますので、ハイテクを活用いたしまし

て、特に遠隔地におきます自動給餌施設等について実証試験を行う事業でございます。

例えば事業内容のところにございますが、子牛ごとに授乳量が遠隔地で自動調節できる

ような哺育技術でありますとか、体重測定等を遠隔地において自動測定して肉用牛の効率

的な生産の実証を行うという事業でございます。これに必要な畜舎等の整備をこの事業の

中で行いたいということでございます。予算額は約12億円でございます。

以上でございます。

○生産資材課長 では、肥飼料検査所と農薬検査所につきまして説明をさせていただきま

す。別添２を御覧いただきたいと思います。これは肥飼料検査所の施設整備の資料でござ

います。

肥飼料検査所で現在課題になっていますのは、特に肥料関係では、汚泥を原料にした肥

料の生産が増大傾向にあるという点です。ただこれにつきましては、中には重金属などの

有害成分が含まれている可能性がございますので、この検査が非常に重要な業務になって

きております。また飼料の関係でも、遺伝子組換え体飼料が注目を浴びておりますが、こ
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れについても遺伝子レベルでの検査が重要な業務になってきております。

こういった分析を効率的に行うということと、特に汚泥肥料等の分析につきましては、

分析によって発生する廃水ですとかあるいは有毒ガス、あるいは有機溶媒、そういったも

のが周辺環境を汚染しないようにする必要がございます。肥飼料検査所の福岡事務所では

実験室が大変老朽化しておって、このような任に耐えないため、その新設を内容とした整

備でございます。予算額は６億3, 500万でございます。

次に別添３の農薬検査所でございます。ここも実は建設後40年もたって、非常に設備そ

のものが老朽化をしてございます。この中で、農薬登録の申請を受理いたしましてから各

種検査、例えば生物試験でありますとか化学試験などを行います。また、審査情報の、例

えば水質汚濁性の問題ですとか土壌残留性の問題ですとかの情報の収集管理を行うわけで

すが、現在これが最近の情報処理に合ったような形になってございませんで、非常に手間

暇がかかるため、ここを高度情報処理施設にしまして、効率的にインターネットで行える

ように施設を新設する事業です。25億という非常に大きなお金でございますが、これで効

率化を図っていきたいということでございます。

以上です。

○松本分科会長 ありがとうございました。

先般事務局から御説明ございましたように、本件に関しましては、本来であれば、評価

委員会を開催し、中期計画の変更について委員の皆さんの意見を聴かなければならないと

ころですが、評価委員会を開催することが時間的に困難であること、補正予算の成立によ

り中期計画の変更を年度内に行い、補正予算を執行する必要があるため各委員から御一任

をいただき、２月２２日付けで中期計画の変更の認可がされたところです。委員の先生方

においてはどうか御了承くださいますようお願いを申し上げます。

それでは、本日の予定の議事もこれをもってすべて終了したわけでございますが、何か

全体を通して御意見がございましたらどうぞ。

それでは、特にないようですので、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４回農業分科会を閉会いたしますが、先ほど熱心に御審議していただきましたように、

25日に再度農業分科会を開かせていただきます。その前に各法人のＰＴでそれぞれの評価

基準案についてある程度の手直しが必要なところは、御自由に早期にやっていただいた上

で、25日にまた御意見を賜りまして、少なくとも農業分科会として一応の統一した評価基

準案をつくってみたいと思っております。先生方におかれましては、今日御審議していた
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だきました内容も踏まえて、もう一度、他の法人の評価基準案を御参考の上、25日に再度

御意見を求めたいと思います。

それでは、長時間にわたりまして大変熱心な意見を賜りましてありがとうございました。

以上をもちまして本分科会を閉会いたします。

了


