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第１回 農林水産省独立行政法人評価委員会 議事録

農林水産省大臣官房文書課

１．日時：平成１３年２月１５日（木）１３：００～１３：４５

２．場所：農林水産省第２特別会議室

３．出席者：会田一雄委員、有馬孝禮委員、石弘之委員、井上眞理委員、岩渕雅樹委員、

小野征一郎委員、梶川融委員、加藤真代委員、幸田シャーミン委員、木平勇

吉委員 小林信一委員、小林正彦委員、小林麻理委員、坂本元子委員、櫻本

和美委員、鈴木三義委員、手島忠委員、寺島光一郎委員、土井全二郎委員、

德江陞委員、中村祐三委員、西村肇委員、間和彦委員、畑江敬子委員、速水

亨委員、平山文昭委員、松本聰委員、山下東子委員、山野井昭雄委員

４．議事次第

（１）委員紹介

（２）谷津農林水産大臣挨拶

（３）委員長選任

（４）委員長代理指名

（５）農林水産省の独立行政法人及び独立行政法人評価委員会の説明（事務局）

（６）議事規則の決定

（７）今後の進め方

５．議事

○高橋文書課長 定刻となりましたので、ただいまから第１回農林水産省独立行政法人

評価委員会を開催させて頂きたいと思います。私、とりあえず暫時事務進行をさせて頂き

ます農林水産省大臣官房文書課長の高橋でございます。委員の皆様方には、お忙しい中、

ご就任、ご出席頂きましてまことにありがとうございました。とりあえず議事の方を進め

させて頂きたいと思います。
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初めに、委員の皆様方のご紹介をさせて頂きたいと思います。恐縮でございます、私の

左手の方からご紹介申し上げますが、御着席のままごあいさつ頂ければと思います。よろ

しくお願いいたします。

会田一雄委員でございます。有馬孝禮委員でございます。石弘之委員でございます。井

上眞理委員でございます。岩渕雅樹委員でございます。小野征一郎委員でございます。梶

川融委員でございます。加藤真代委員でございます。幸田シャーミン委員でございます。

木平勇吉委員でございます。小林信一委員でございます。小林正彦委員でございます。小

林麻理委員でございます。坂本元子委員でございます。櫻本和美委員でございます。鈴木

三義委員でございます。手島忠委員でございます。寺島光一郎委員でございます。土井全

二郎委員でございます。德江陞委員でございます。中村祐三委員でございます。西村肇委

員でございます。間和彦委員でございます。畑江敬子委員でございます。速水亨委員でご

ざいます。平山文昭委員でございます。松本聰委員でございます。山下東子委員でござい

ます。山野井昭雄委員でございます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

なお、本日、このほかに宮城道子委員にお願いしておりますけれども、所用によりご欠

席となっておりますのでご報告申し上げさせて頂きます。

では、会議を始めるに当たりまして、本日は谷津農林水産大臣にご出席を頂いておりま

す。大臣にごあいさつを頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○谷津農林水産大臣 独立行政法人評価委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ

を申し上げます。

初めに、委員の皆様におかれましては、独立行政法人評価委員会の委員就任をお願いい

たしましたところ、ご快諾を頂き、また、本日お忙しい中、お集まり頂いたことに対しま

して、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。

農林水産省におきましては、中央省庁等改革の一環として組織の見直しを行い、新たな

食料・農業・農村政策の体系に合わせ、去る１月６日を期に、１官房４局３庁の新しい体

制で農林水産行政に取り組むこととしたところでございます。また、本省の組織とともに、

農林水産行政に欠かすことのできない試験研究機関、検査検定機関等の相当部分について

も再編を行い、17の独立行政法人として本年４月に発足することとなっております。この

独立行政法人制度は、現在、国が直接行っている事務事業のうち一定のものについて組織

を独立させ、国とは別の法人格を有する「独立行政法人」として、より柔軟で弾力的な組
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織・業務運営を可能とし、もって効率的で質の高い行政サービスの提供を目指すものであ

ります。

この制度は、あらかじめ法人ごとに目標を設定し、それぞれの業務実績に関しては、毎

年度事後的に外部の目によるチェックを受けることを通して、以後の改善につなげる仕組

みを導入することが大きな特徴でございます。実は本日、総合科学技術会議が開かれまし

た。その席におきましても、目標の設定、あるいは評価、こういう問題については、非常

に難しい点もあるけれども、先生方にしっかりとその辺のところをよろしくお願いしたい

ということでございました。独立行政法人評価委員会の委員の先生方には、それぞれのご

専門の見地から、その評価のための審議をお願いする次第でございます。独立行政法人制

度は、まさにこれからスタートしようとするものであり、例えば、法人の業務実績の評価

手法などにつきましては、委員の先生方のご示唆を頂きながら、よりよいものをつくって

いく必要があると考えております。農林水産省の各独立行政法人が国民のニーズにこたえ、

農林水産行政の一層の推進に役立つものとなるよう、幅広い視点からご審議を賜りたいと

存じますので、どうかよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

○高橋文書課長 大臣、どうもありがとうございました。以下、着席して進めさせて頂

きたいと思いますが、ご了承をお願いいたします。

それでは、報道の方、恐縮でございますけれども、ここでご退席をお願いいたします。

それでは、本日が初めての会合でございますので、まず最初に、本委員会の委員長の選

出をお願いいたしたいと存じます。選出の方法につきましては、お手元に冊子がございま

すけれども、その中に農林水産省独立行政法人評価委員会令というのがございまして、こ

の第４条第１項の規定によりまして、委員長は委員の皆様方の互選により行うということ

になっております。これにつきまして、いかが取り計らえばよろしいでしょうか、お諮り

したいと思います。

○中村委員 この独立行政法人、試験研究機関が多いということもあり、東大の松本先

生にお願いしてはどうかというふうに思いますが。

○高橋文書課長 今、中村委員から松本委員にお願いしてはいかがかというようなご提

案がございましたけれども、皆様方いかがでございましょうか、もしよろしければ、松本

委員に委員長をお願いしたいと思いますが……。

（「異議なし」の声あり）

では、皆様方のご賛同を頂きましたので、松本委員に委員長をお願いいたしたいと存じ
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ます。松本委員、恐縮でございますけれども、委員長席の方にお願いいたします。

〔松本委員、委員長席に着席〕

○高橋文書課長 それでは、松本委員長に以下の議事をお進め頂きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○松本委員長 ただいま、委員長という大変大きな役を仰せつかりました松本でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様方のご協力を得まして、何とかこの委員会を円滑に運営してまいりたいと思

います。至らぬことも多々あろうかと思いますけれども、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、ただいまから、私の方から議事を進行させて頂きます。

まず、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、委員長

の職務の代理をする委員については、委員長があらかじめ指名せよということになってお

りますので、私から指名させて頂きたいと思います。この委員長代理を木平委員にお願い

したいと存じます。よろしくお願いいたします。

（木平委員、一礼）

それでは、議事を進めさせて頂きたいと思います。

まず初めに、農林水産省の独立行政法人並びに独立行政法人評価委員会につきまして、

事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○高橋文書課長 それでは、資料のご説明をさせて頂きたいと思います。お手元に資料

ナンバーの１～５までの資料、それから資料番号を振っておりませんけれども、冊子にな

っております独立行政法人関係法令集、また、後ほどご説明の機会があろうかと思います

けれども、農林水産省独立行政法人評価委員会の議事規則案というものがあると思います。

これに基づきまして、今、委員長からお話のございました本制度の概略についてご説明さ

せて頂きたいと思います。

資料１に「独立行政法人制度の概要」がございます。先ほどの大臣のごあいさつにもご

ざいましたけれども、国民生活の安定等の公共上の見地から確実に実施される必要がある、

しかしながら、民間にこれを委ねたような場合には、必ずしもその確実な実施が担保され

ない、そのような事務事業につきまして、国ではなく効率的・効果的な独立行政法人とい
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うものを設けまして、この主体に実施をさせるというのが、独立行政法人制度の内容でご

ざいます。

２．にございますとおり、基本的な仕組みにつきましては、従来と異なりまして、所管

大臣の監督、関与を一定の枠に制限をいたします。法人の自主性、あるいは自律性、効率

性というものを発揮できるような体制にするということが第一点。

この行政関与のシステムにつきましても、従来型の事前のチェックシステムから事後的

な評価・点検という事後チェック型のシステムに転換するということになっております。

具体の業務遂行に当たりましては、所管大臣の方で当該法人の業務に関します中期目標、

大体３年ないし５年の目標を設定いたしまして、この目標に即しまして独立行政法人は個

別の中期計画、これも３年ないし５年の、この中期目標に即した中期計画を作成いたしま

す。そして、この中期計画に基づいて、さらに各事業年度ごと、毎年度の事業計画という

ものを作成いたしまして、業務執行に当たるということになっております。

その際、この制度の最大の眼目ということになるわけでございますけれども、この独立

行政法人の業務実施に当たりまして、これについて適切な評価を行うということが最大の

眼目になっているわけでございます。この評価の主体といたしまして、本評価委員会の委

員の皆様方に、この評価をぜひ確実に行って頂きたいということでございます。そこにご

ざいますとおり、独立行政法人評価委員会の評価ということで、このような評価結果等を

受けて、中期目標の終了時には、所管大臣の方で当該法人の組織上の全般にわたります検

討を行い、必要な措置をさらに講じてまいるというような仕組みになっております。

この法人の具体的な組織内容でございますけれども、内部組織につきましては、国の行

政機関、あるいはこれまでの特殊法人等と異なりまして、かなり裁量性の高い、自由度の

高い組織という形で、独立行政法人の長が決定をするという仕組みになっております。ま

た、定員につきましても、国家公務員の場合、あるいは従来の特殊法人でございますと、

一定の総定員法の枠内、あるいはこれに準じた定員管理ということがなされたわけでござ

いますけれども、独立行政法人の場合にはこの対象外になっているということでございま

す。

また、業務執行面におきます財政等の状況でございますけれども、事業運営のために国

としましては必要な毎年の運営費交付金、あるいは施設整備に係ります補助金等を措置す

ることにしております。なお、当該法人に対しましては、国の業務の委託ということは、

当然のことながらできるということになっております。
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職員の身分関係でございますけれども、これにつきましては二通りのタイプがございま

して、１つは、国家公務員の身分を与えられる、特定独立行政法人と言われているものと、

国家公務員の身分が与えられないタイプのものとがございます。ただ、農林水産省の所管

法人の場合には、すべて国家公務員の身分が与えられます特定独立行政法人という形にな

っております。

ちょっと資料が飛んで恐縮でございますけれども、このような独立行政法人の沿革、創

設の経緯というものにつきましては、資料３で簡単に触れさせて頂いております。資料３

ですが、平成９年に行政改革会議が、今回の独立行政法人だけではなくて中央省庁の改革

を含みます最終報告をとりまとめまして、今年の１月６日に新体制に移行、あるいは独立

行政法人の場合には４月以降の設立になるわけでございますけれども、そういう今回の改

革の基本方向が示されたわけであります。そして10年には、これの基本的な事項を定めま

す基本法が公布されまして、11年４月には独立行政法人の事務・事業、どういうような事

務・事業を独立行政法人化するかというような基本方針が定められまして、さらに７月に

は独立行政法人、対象機関は80幾つあるわけでございますけれども、これの共通事項を定

めました通則法が公布されております。11年12月にはそれぞれの独立行政法人の根拠とな

ります各根拠法、個別法が公布されまして、その概要がすべて明らかになったということ

でございます。昨年の６月には、この評価委員会の組織を定めます政令が公布されまして、

この評価委員会の設置ということになったわけでございます。このすべての通則法、個別

法、政令等につきましては、中央省庁の改革と合わせまして本年１月６日に施行され、こ

れから準備等を行いまして４月１日の農林水産省の所管法人の設立に向けて現在作業中と

いうことでございます。

農林水産省の独立行政法人の概要につきましては、資料２にございます。ちょっと戻っ

て恐縮でございますけれども、農林水産省の所管の関係で17、さらに農林水産省に関連す

ると申しますか、本評価委員会で17の法人とは別な取り扱いになりますけれども、やはり

意見等のご審議を頂く法人が１つございます。２ページの所属分科会・農業技術分科会の

一番下のところに北海道開発土木研究所というのがございます。所属は国土交通省の所管

の、昔でいいますと北海道開発庁にございました研究所が、４月以降独立行政法人になる

わけでございますけれども、北海道におきます開発関係の業務のうち農業関係のものにつ

きましては、農林水産省の所管下に入る。土木の中でも、例えば農業土木の関係につきま

しては、農林水産行政と密接な関連がある、あるいは、農林水産行政そのものということ
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でございますので、評価は国土交通省の評価委員会が行うわけでございますけれども、こ

の評価につきまして、当農林水産省の評価委員会の意見を聞くというようなことになって

おります。したがいまして、農林水産省の所管17法人、さらに国土交通省の関連法人１つ

を加えまして、18の法人につきまして、それぞれ皆様方にお諮りをするということになっ

ております。

お諮りする事項が、資料４に通則法、あるいは個別法に基づきまして、個別条項に基づ

きあるわけでございますが、大きく分けまして２つございます。１つは、いわゆる農林水

産大臣が許認可等を行うに際しまして一定のご意見を伺う。これは通常のといいましょう

か、これまでも審議会等々の形式で似たような、ご意見を聞くような場というのがあった

わけでございますけれども、今回の評価委員会につきましては、この次の２つ目の審議事

項というものが非常に特徴的だと思っております。独立行政法人評価委員会が主体となっ

てやって頂くということで、それが、先ほども申し上げましたけれども、各独立行政法人

の事業年度ごとの評価、あるいは中期目標期間におきます実績の評価ということでござい

ます。これにつきましては、本評価委員会が主体となりまして評価を行って頂くというこ

とでございますので、この点に、これまでの審議会等とは異なりまして、本評価委員会の

大きな特徴があると考えているところでございます。

以上、評価委員会の概略につきましてご説明させて頂きました。

なお、資料５につきましては、委員の皆様方の名簿、それから後ほどご案内いたします

けれども、各分科会ごとの委員の皆様方の所属と、そのときに別途専門委員の先生方をお

願いしておりますけれども、この方々の名簿を資料５に付けさせて頂いております。

以上でございます。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

それでは、何かご質問を受けたいと思いますが、ございませんでしょうか。

途中でございますが、ここで大臣がご退席されますので……。

○谷津農林水産大臣 予算委員会がありますので、失礼します。

（谷津農林水産大臣退席）

○松本委員長 それでは、続きまして、農林水産省独立行政法人評価委員会令第９条で

は、「議事の手続その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める」こういうことになっております。本日は、第１回の委員会でございますので、この

議事規則につきましてご相談させて頂きたいと思います。事務局で議事規則の案をご用意
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頂いておりますので、事務局の方から、ただいまからご説明をお願いしたいと思います。

○高橋文書課長 お手元に「農林水産省独立行政法人評価委員会議事規則（案）」とい

う縦書きの３枚紙の資料がございますので、それにつきまして読み上げさせて頂きたいと

思います。

農林水産省独立行政法人評価委員会議事規則（平成13年２月）ご決定頂ければ、本日付

けの（案）でございます。

（総則）

第１条 農林水産省の独立行政法人評価委員会（以下「委員会」という。）の運営につ

いては、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「法」という。）及び農林水

産省独立行政法人評価委員会令（平成12年政令第322号。以下「令」という。）に規定す

るもののほか、この規則の定めるところによる。

（会議の招集）

第２条 会議は、委員長が招集する。

（議事）

第３条 委員長は、委員会の会議の議長となり、議事を運営する。

（専門委員）

第４条 専門委員は、委員長の求めに応じて委員会に出席し、専門の事項について報告

を行い又は意見を述べるものとする。

（意見の陳述）

第５条 委員長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明又は

意見の陳述を求めることができる。

（会議）

第６条 会議は、非公開とする。

（議事録）

第７条 委員会の会議においては、議事録を作成するものとする。

２ 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に

諮って、議事録に代えて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

（分科会）

第８条 委員長は、令第５条に規定する分科会の所掌事務に属する事項を処理しようと



- 9 -

する場合において、必要があると認めるときは、当該事項に係る事案を各分科会に付託

することができる。

２ 第２条から前条までの規定は、分科会に準用する。この場合において、これらの規

定中「委員長」とあるのは「分科会長」と、「委員会」とあるのは「分科会」と読み替

えるものとする。

３ 分科会長は、当該分科会に係る審議事案の議事が終了したときは、その審議の経過

及び結果について、委員会に報告しなければならない。

４ 分科会の議決であって、あらかじめ委員会の同意を得たものについては、当該分科

会の議決をもって委員会の議決とする。

（委任規定）

第９条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が定める。

以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

このほかに、議事の公開の方法と分科会の議決の取り扱いにつきまして補足説明がある

ということでございますので、続きましてよろしくお願いいたします。

○高橋文書課長 今、委員長からご指摘のございました議事の公開の関係でございます。

ご承知のように、本年４月から国の情報公開制度が新たに発足するわけでございます。そ

のような中で、各種審議会、あるいはこのような委員会の議事内容については、基本的に

は積極的に公開をしていく、国民利便のためにこれを公開していくというのが基本的な流

れだと思っておりまして、本委員会におきましても、このような基本的方向の流れに即し

た議事録の公開というような考え方で先ほどの規則案を作らさせて頂いたわけでございま

すけれども、幾つかの点におきまして、例外的と申しましょうか、幾らか委員会にお諮り

しながら必要な措置を講じていく必要があると思っておりまして、これにつきまして、特

に議事録の公開という観点でご説明させて頂きたいと思います。

先ほど規則案の中の第６条、第７条が、公開、非公開の関係でございますけれども、議

事録の公開と議事要旨の作成というのがございます。ちょっとここは分かりづらいかもし

れませんが、議事録の公開と申しますのは、発言者の氏名を明記した上で、その発言内容

をそのまま議事録に掲載して一般に公開をするということでございます。これに対しまし

て、議事要旨の作成というのは、発言者の氏名を明示しないで、その議論の要旨を公開す
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るということでございます。したがいまして、議事録公開と議事要旨公開とでは、その発

言者氏名が公開されるかどうか、発言そのままか、要旨かというところが違う点でござい

ます。

委員長が、議事録に代えて議事要旨として外に公表するというようなものについて、ど

のようなものがあるのかということでございますけれども、以下の点で幾つか、このよう

な場面があるのではないかと思っております。本委員会におきましては、先ほども17ない

し18の法人の毎年度、事業ごとの評価、こういうようなことも行われるわけでございます

けれども、例えば、飼料、農薬の検査、あるいは新たな品種登録の問題等々、それに関し

ます試験検査の状況等、これを全部公開いたしますと、事務・事業の性質上、まだ公開さ

れてないような品種でございますとか、あるいは先ほどございました飼料、農薬等々のデ

ータも含めてすべてこれを公開していくということになりますと、関係者の権利保護等の

問題もございます。問題点があるのではないかと思っているわけでございます。そのよう

な場合には、議事要旨の公開という形にさせて頂きたい。また、資料についても要旨で公

開をするということでございます。

また、さまざまな評価に関しますご意見をこの場でご討論頂くわけでございますけれど

も、その際に率直な意見交換、意思決定ということで、これを確保するためにはどうして

も発言者氏名を明示しないで公開することが必要となるということもあり得るのかなと思

っております。いずれにいたしましても、委員長が委員の皆様方にお諮りをしながら、場

合によっては議事録の公開ではなくて要旨について、発言者を明定しないで公開をすると

いうような場面もあるのではないかと思っているところでございます。

次に、本委員会に代えて、分科会の議決を委員会議決とするということでございますけ

れども、18の法人すべてにつきまして、先ほどの資料にありますようなさまざまな許認可

事項、あるいは評価等々、これをすべて委員の皆様方がこのような形でお集まり頂いてご

審議を頂くということにつきましては、物理的、時間的にも非常に難しいというように考

えられます。したがいまして、恐縮でございますけれども、例えば大臣の許認可に当たっ

ての意見等々のようなものにつきましては、各分科会に全面的に付託をして頂きまして、

その分科会の議決で委員会の議決とする、こういうようなことが適切ではないかと考えて

おるところでございます。ただ、評価の点につきましては、さまざまなレベルのものがあ

ろうかと思います。これは、やはり本委員会の一番重要な任務、役割でございますので、

これについては、全体委員会で諮るべきもの、そういうものがあれば、これは全体委員会
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でお諮り頂くのが適当ではないかと思っております。

なお、以上につきましても、いずれにしましても個別案件ごとに委員長から皆様方にお

諮りをして、適宜決めて頂ければと思っております。もちろん規則自体も、今後、必要に

応じて当然見直すべきものでございますので、また、その際には、ご発意を受けまして事

務局の方で用意させて頂きたいと思います。

以上でございます。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

ただいま事務局の方からご説明がございましたように、委員会の議事の公開方法につき

ましては、議事録の公開を基本にするということでございます。特に案件によりまして、

議事録を公開することが不適当であると考えられる場合におきましては、委員の皆様のご

了解を得た上で議事録に代えて議事要旨を公開することとしてはどうか、こういう案でご

ざいます。

また、分科会の議決の取り扱いにつきましては、事前に委員の皆様にお諮りした上で、

分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる、こういう案でございます。ご了

解頂きました上は、中期目標案、中期計画案及び業務方法書案について、４月までに各分

科会におきましてご審議を頂き、各分科会の議決をもって本委員会の議決とすることにつ

いて皆様にお諮りしたいと思います。

ただいまの議事規則案並びに中期目標などの議決の取り扱いにつきまして、ご質問、ご

意見がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。

○加藤委員 分科会決議をもって即委員会決議にするということについては、効率性の

面から結構なことだと存じます。ただ、議事の非公開につきましては、課長さんの方から

情報公開法の施行に向けて前向きにしているということでございましたけれども、とりあ

えずは非公開ということですが、そもそもこの委員会そのものが、農林水産省の独立行政

法人の効率性のチェックをするということであるので、また、私どもに課せられた役割と

いうか、国民の期待の目というものもあると思います。その場合、合理性のある評価を行

っているか、外部がそれを検証するためには、できれば議事の透明性という面から公開が

望ましいのではないかと私は思います。ただ、いろいろな評価対象の特異性といったよう

なところから、整理ナンバーをつけてやり切れないというようなことであれば、これはや

むを得ないと思いますが、感想でございますけれども、ほかの皆様がとりあえずは非公開

でということであれば、私は従いますが、方向性としては、できるだけ公開の方向にもっ
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ていって頂きたい。

もう一つは、随行者のことでございますけれども、きょう、たくさんの皆様がお席にい

らっしゃるようですが、これは農林水産省関係の皆様ではないかと思っているのですが、

どういう方々が、あるいは評価対象になる独立行政法人の皆様もいらっしゃるのか、その

辺のご説明と、私ども委員が随行者、あるいはどうしても身体上やむを得ない場合の代理

出席は可能かということについて、どうぞよろしくご検討くださいませ。

○松本委員長 それでは、事務局の方から……。

○高橋文書課長 ちょっと先ほどの説明、不足だったと思いますので、幾つか補足させ

て頂きたいと思います。

一つは、この会議自体を公開にするかどうか、委員会、あるいは分科会の本体を公開す

るか。公開といいますのは、例えば、報道、マスコミ関係の方に全部入って頂く、あるい

は、どういう方法にするかは別にいたしまして、一般傍聴を許可するということだと思い

ます。ある意味でこちらの物理的なと申しましょうか、会場整理の都合上、なかなか一般

傍聴、あるいはマスコミの方が入られた中での会議の運営管理ということについて、なか

なか難しい部分もございます。これにつきましては、恐縮でございますけれども、そうい

った意味での物理的な問題、あと、議事進行上の今までの等々の経緯もございまして、他

の審議会等との例もあり、横並びではおかしいのではないかというご議論はあるかもしれ

ませんけれども、従来から本省庁内の会議室を使って各種の委員会等を開かさせて頂いて

おりますので、そういった意味で、この会場に一般傍聴の方を入れるということにつきま

しては、なかなか難しいのではないかということでございます。

原則非公開といいましたのはそういう意味でございまして、この委員会、あるいは分科

会でどのような議論がなされ、あるいはどのような資料が提出されたのかということにつ

いては、先ほど申し上げましたように、後ほどの議事録の公開ということになるわけでご

ざいますけれども、議事録という形で、これは詳細な議事録ということになろうかと思い

ます。ご発言の方の責任といいましょうか、もちろんチェックは頂く必要はあるかと思い

ますけれども、そういった意味ではきちんとお出しをして、これは既存の情報公開の流れ

に即していきたいと思います。ただ、案件によりましては、先ほど申し上げましたように、

非公開の試験研究結果、あるいは品種の詳細な内容でありますとか、そういったものが出

てまいります。これについては、当該データに係ります関係者の権利保護等々の関係もご

ざいまして、これについては、最初からすべて非公開ということではなくて、それぞれご



- 13 -

とに、案件ごとにお諮りを頂いて、これは非公開が妥当ではないかということであれば非

公開にさせて頂いたらどうかということでございます。それはちょっとご了解頂きたいと

思います。

なお、本日の委員の皆様方以外に、ここの会場の中におります者でございますけれども、

基本的に農林水産省の関係部局の職員でございます。この後、分科会等々に、また分かれ

てご意見を頂くわけでございますけれども、その関係者でございます。

あと、委員の随行の方々でございますけれども、これもお申し出があれば、これは委員

長にもお諮りしなければいけないかと思いますが、従来から随行の方についてお入り頂い

ております。ただし、あまり大勢の方ですと、なかなか会場の都合があるわけでございま

す。もちろん介護の関係、介助の関係等々、これは当然のことと思っております。わざわ

ざここに規定をしておりませんでしたけれども、これについては、委員長のご了解を頂き、

直ちに対応できると思っております。

あと、代理出席の関係につきましては、きちんと御説明をしなければならない案件だと

思っておりますが、評価委員会の皆様方は、基本的にはそれぞれの学識、専門知識をもと

に大臣からご選任を頂いておる方でございますので、基本的には個人の資格としてお選び

させて頂いております関係上、代理ということは通例では考えられないと思います。特に

評価委員会でございまして、評価の主体としては、その評価者が属人的に評価に関する責

任を負うというように思っております。したがいまして、この評価委員会の性格上、代理

ということはなじまないのではないかと思っております。ただ、どうしても当該委員会に

ご出席が不可能な場合、どなたか、かわりの方が傍聴するということについては、委員長

にもお諮りいたしますが、これは可能だろうと思っております。

○松本委員長 ありがとうございました。加藤委員、いかがでしょうか。

○加藤委員 了解いたしました。できるだけ会議議事録は、氏名を、ということになり

ますと、皆さん忙しい中でチェックするものですから、次の会議、あるいはその次の会議

が、３回も４回もあっても、まだ第１回目の議事録が出ないといったようなケースを結構

見聞しております。そうしますと、外部からは何も知ることができない。その間に事態が

どんどん進行してしまって、余りよろしくないような事態もあるのかと思いますので、私

自身の自戒を込めて、議事録には頑張って協力して、なるべく早く対応したいと思います。

それはホームページとかそういうので公開なさるのでしょうか、どうぞよろしくお願いし

ます。
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○高橋文書課長 その辺につきましては、迅速に、これはまた、皆様方のいろいろな意

味でのご了解を頂かなければいけないわけでありますけれども、確定版以前に速報的な形

ででもお流しできるような形でしてまいりたいと思っております。具体的には、今、委員

のお話がありましたように、ホームページなどを活用して、概要については速報ベースで

お流ししてまいりたいと思っております。

○松本委員長 それでは、ほかにご意見ございますか。

○徳江委員 ただいまの情報公開については、私も地方自治体に身を置く者としてはた

いへん関心があることでございまして、むしろ国よりも地方自治体の方が先行しているの

ではないかと思います。私どもの市でも審議会等はすべて公開というような状況でござい

ます。今お答え頂きました、当面は今の方針でやるということで了解いたしました。

もう一点お尋ねしたいと思いますけれども、議事録あるいは議事要旨を作成するという

場合に、今お答えがありましたように、権利保護、プライバシーの問題等、これがかかわ

る問題になりますと、議事要旨の公開というようなことになろうかと思いますけれども、

この辺が、例えば各府省における所管の独立行政法人評価委員会で、取り扱いが違わない

かどうか、もしそういった食い違いが出たような場合にはいかなる仕組み、あるいはシス

テムを考えるのか、ちょっとこの辺、もしお考えがありましたらお答え頂きたいと思いま

す。

○高橋文書課長 現在、独立行政法人につきましては、各省が同時進行的に４月１日の

設立に向けて作業を行っております。したがいまして、各省の評価委員会自体も、ほぼ同

時期と申しましょうか、同じ時期に設置されておりまして、検討状況の方も、なるべく横

の差異が生じないように、共通的なものについては、取り扱いに差が生じないような形に

なるよう連絡調整をやりながら行っております。ただ、これも、法人の性格によりまして、

かなり公開、非公開の中身が変わってくるのではないかと思っております。作業関係の法

人と教育関係の法人、あるいは試験研究関係の法人、審査関係の法人、幾つかの分類があ

ろうかと思いますけれども、例えばの例でありますが、審査関係の法人なんかの場合は、

申請者の権利保護の関係で一番難しい問題があるのではないかと思っておりまして、こう

いったものについての並びというのは、まだ調整がとれておりませんが、いずれにいたし

ましても、４月１日以降今の一番大きな問題は、多分評価の時点で出てくるだろうと思っ

ております。目標設定の段階等々では、それほど権利義務にかかわるようなものが出てく

ることはそうはないと思っておりますが、いずれにしろ十分心して調整をさせて頂きたい
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と思います。

○松本委員長 ありがとうございました。そのほか、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、意見もだいたい出そろいましたと思いますので、評価委員会の議事規則につ

きましては、原案の考え方をそのままというわけではありませんが、原案を基本として、

先ほど委員の先生方から頂いた意見に留意して、一応ここでは原案を認めて頂きたいと思

います。

中期目標案、あるいは中期計画案並びに業務方法書案につきましては、各分科会におき

ましてご審議頂き、分科会の議決をもって委員会の議決とさせて頂く、先ほど申し上げた

とおりでございます。

なお、本日の会議につきましては、議事規則に従いまして、議事録にて公開させて頂き

ます。また、議事録の公開は、当委員会の庶務を担当する農林水産省のホームページ、あ

るいは文書閲覧窓口において行うことになります。資料の取り扱いにつきましても同様と

なりますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、今後の進め方につきまして、事務局の方からご説明して頂きたいと思います。

○高橋文書課長 既にご案内のとおり、この後、委員の皆様方には、各分科会におかれ

ましてご審議をお願いすることといたしております。18の独立行政法人に関します審議等

の効率的な議事ということで、農林水産省の本評価委員会には４つの分科会が設置されて

おりまして、各委員のそれぞれの所属につきましては、お手元にございます辞令にござい

ますとおりでございます。

また、先ほどの資料の５にも、委員構成等々が添付されておりますので、よろしくお願

いいたします。

これらの分科会におきまして、先ほど委員長からお話がございましたけれども、まずは

今年４月の法人設立に向けましてのご審議、具体的には大臣が示します中期目標、それか

ら独立行政法人がこれに基づいて作成します中期計画、あるいは独立行政法人の業務方法

書等の案につきましてご審議を頂くことになります。

あと、分科会におきます審議結果が、本委員会の審議の結果ということでございますの

で、この点もよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

そのほか、何か全体を通じてご意見がございましたら、あるいはご質問でも結構でござ



- 16 -

います。ございませんでしょうか。

ございませんでしたら、大体予定しておりました時間もそろそろ近づいてまいりました

ので、本日の会議は、これをもって閉会させて頂きます。この後、各分科会が開催される

こととなっておりますので、事務局の案内に沿いましてご移動をお願いしたいと思います。

本日は、どうもありがとうございました。

―了―


