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第２回独立行政法人評価委員会議事録

日時：平成１３年９月２５日（火）１３：００～１５：１０

場所：農林水産省第２特別会議室

出席委員：松本委員長、会田委員、有馬委員、井上委員、岩渕委員、小野委員、梶川委員、

加藤委員、木平委員、小林（信）委員、小林（正）委員、小林（麻）委員、

櫻本委員、鈴木委員、手島委員、寺島委員、土井委員、西村委員、間委員、

畑江委員、速水委員、平山委員、宮城委員、山下委員、山野井委員（以上

２５名）

○松本委員長 定刻となりましたので、ただいまから第２回農林水産省独立行政法人評

価委員会を開催いたします。

本日は、石委員、坂本委員、徳江委員、中村委員が、所用によりましてご欠席となって

おります。

また、土井委員、有馬委員は遅れるとのご連絡が入っております。

農林水産省独立行政法人評価委員会は、第６条第３項により本委員会の定足数は過半数

とされておりますが、委員23名の出席がございますので、本日の委員会は成立しておりま

す。

前回の委員会はご欠席でした宮城委員にご出席いただいておりますので、ここで紹介さ

せていただきます。宮城委員、どうぞ。

○宮城委員 宮城でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○松本委員長 それでは、本日の議事に入る前に、配付資料の確認を事務局からお願い

いたします。

○高橋文書課長 事務局の農林水産省大臣官房文書課長の高橋でございます。本日はよ

ろしくお願いいたします。
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資料のご紹介でございますけれども、お手元に「座席表」「議事次第」とあわせまして、

「資料１」が委員の先生方の名簿、「資料２」が「独立行政法人移行後の業務の取組状況

について」という横長の資料、「資料３」がきょうの議題となります「独立行政法人の評

価基準の考え方について（案）」、「資料４」が「今後のスケジュール（案）」でござい

ます。

そのほかに「参考１」といたしまして、独立行政法人の委員会関係の法令集、それから

「参考２」といたしまして、独立行政法人に関係いたしますいわゆる業務の目標に関しま

す中期目標、中期計画、それから個別の年度計画、あるいはその事業報告書のイメージ案、

さらに「参考３」という形で、それに基づきまして評価についてのイメージをいただくと

いうことで農業者大学校を例にとらせていただいて具体的な中期目標、中期計画、年度計

画を一覧表にしたものを配付させていただいておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

○松本委員長 ありがとうございました。

続きまして本日の最初の議題でございます委員の辞任について、事務局からご報告をお

願いいたします。

○高橋文書課長 委員の異動についてでございますけれども、本委員会のうち、林野分

科会にご所属いただいておりました幸田シャーミン委員が、一身上の都合によりまして６

月27日付けでご辞任されておりますので、ご報告させていただきます。

なお、後任の委員の人選につきましては、現在、選考中でございますので選任され次第

またご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上でご

ざいます。

○松本委員長 ありがとうございました。

さて、本年２月に第１回の評価委員会を開催しました後、４月には、当委員会に所属す

る17の独立行政法人が設立され、業務を開始したわけでございます。そこで、本日の中心

議題でございます評価基準の考え方について議論を行う前に、まず、これら17の独立行政

法人の活動状況あるいは現地視察について、各分科会の事務局からご報告をお願いしたい

と思います。

○生産局総務課長 私から農業分科会関係の取り組み状況につきましてご説明をさせて

いただきたいと思います。

まず「資料２」の１ページでございますが、独立行政法人の農林水産消費技術センター
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の移行後の業務の取り組み状況としては３点ほど掲げてございます。

消費センターにつきましては、従来、食生活情報に関します普及・啓発業務あるいは技

術指導業務等を実施するに当たりまして、例えば公益性確保という観点からの技術指導で

講師の依頼ですとか研修の受け入れの対象を地方公共団体等に限定される、という制約が

あったわけでございます。

しかしながら移行後は、個別企業また民間団体等に対しましてもセンター自らの判断で

技術指導が実施できるというようなことで、弾力的な対応が可能になったということで、

こうした技術指導に関する需要も高まっているということでございます。

また、ＪＡＳ関係の業務では、これまでは登録認定機関の登録申請ですとかＪＡＳ規格

の定期的な見直し、あるいは品質表示基準の遵守等に係る調査、進行管理が必ずしも十分

ではないという面もあったわけでございます。

しかしながら移行後につきましては、中期目標、中期計画という形で多くの業務に定量

的な目標が定められておりますので、これに沿いまして計画的な実施、進行管理がきちっ

とできるようになってきたということでございます。

例示では、加工食品の品質表示の点検ということで、数値目標として13年度に5,000件を

予定ということでございますが、８月末現在でほぼ２分の１に当たる2,336件について実施

が行われているところでございます。

３点目は組織の関係でございます。従来は毎年度ごとに課の単位で定員が定められてい

たわけでございまして、年度当初に配置した主任調査官を例えばほかの課に配置換えをす

るということは難しい面があったわけでございますが、移行後におきましては業務の変動

を見て、それを勘案しながら理事長の判断によりまして弾力的な人事配置が可能となって

おります。

具体的に申しますと、ＪＡＳ制度の改正がございまして業務量が著しく増加している登

録認定機関の申請に係る技術の調査部門に他部門から主任調査官を配置換えができたわけ

でございます。

ページをめくっていただきしまして種苗管理センターでは３点ほど掲げてございます。

まず、予算の執行は、従来は科目ごとに予算額が決まっておりましてその科目の範囲内

で業務を実施するという硬直性があったわけでございますが、移行後につきましてはこれ

らにつきましては運営交付金という形で一括して交付されております。したがいまして、

緊急的な事項につきまして弾力的な予算執行が可能になっているということでございます。
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具体例といたしましては、昨年末来いろいろ話題になった遺伝子組換えトウモロコシ

（スターリンク）のスイートコーン種子への混入に係る検査に機動的に対応することがで

きたわけでございます。

２点目は、従来から公共的な見地に立ちまして業務の的確な実施に努めてきたわけでご

ざいますが、移行後につきましては、こうした見地に加えましてさらに効率化なり、サー

ビス向上を意識した取り組みがなされているということでございます。

具体例といたしましては、種苗検査につきましては、業者さんのニーズに対応して種子

伝染性病害の検査の拡充、また、種苗業者さんに対します技術研修等の充実といった対応

をしているということでございます。

次は今後の課題でございますが、これまでは、業務の実施に当たりましても国の機関と

いうことで関係者の理解なり協力が得やすい状況にあったわけでございますが、今後は、

独立行政法人として自らの裁量と責任で業務を実施していくということが求められている

わけでございまして、これまで以上に関係者のご理解なりご協力を得ることに努めていく

ということが必要だと考えております。

家畜改良センターでございますが、家畜改良センターの下に牧場があるわけでございま

して、従来はその牧場ごとに自主的な業務目標を作成・実行するという形をとっていたわ

けでございますが、移行後につきましては、中期目標を確実に達成するという観点から、

各牧場の業務の月次報告管理表をもとに全体をトータルとして業務の進行状況を定期的に

点検・分析して課題の明確化を図るということで、より高い見地に立った対策を早期に講

ずるということが可能になったのではないかというように思っております。

２点目は予算執行でございますが、これまではややもしますと過去の実績というものに

制約されておりまして情勢の変化に即応した柔軟な業務実施が困難であったわけでござい

ますが、移行後につきましては、執行上の裁量権が理事長に認められたということで、よ

り弾力的な業務の推進が可能になったということでございます。

具体例といたしましては、育種基盤として極めて重要な優良種畜の導入を可能にするた

め、他の勘定科目から種畜購入勘定への転用を行っているということでございます。

３点目は決済・事務関係でございます。従来は本省決済が要る部分が多かったわけでご

ざいますが、移行後につきましては自らの判断で処理・行動ができるということで、広範

なサービスの提供と事務手続の簡素化が図れるようになったということでございます。

具体例といたしましては、海外への技術協力のための研修員を受け入れているわけでご
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ざいますが、これまで必要でありました外務省なり農林水産省を経ず、ＪＩＣＡから直接

委託できるということで、事務手続の簡素化が図られたわけでございます。

逆に問題点といたしましては、これまでは国の機関として都道府県と共同して種畜検査

を行ってきたわけでございますが、移行後につきましては、検査を行うに当たりまして一

部の都道府県の協力を得られにくいというケースが出てきているということで、こういう

ことにきちんと対応していく必要があろうということでございます。

４ページ目は肥料検査所でございますが、これまでの業務といたしましては肥料の登録

の申請受理あるいは研修等を行ってきたわけでございますが、こうした業務を行うに当た

りまして、サービスを受ける側の要望等の確認が十分ではなかったと思っておりますが、

移行後につきましては中期目標なり計画に沿いまして、こういった方へのアンケートを実

施した結果から、そういった業務の改善を図ることで業務の質の一層の向上に努めている

ということでございます。

逆に課題は、これまでは国の機関として自らの判断で立ち入り検査の実施とか、検査所

が申請書を受理して申請書の審査を行っていたわけでございますが、移行後につきまして

は、農林水産大臣から指示書という形の書類が来まして、これが発出されないと検査なり

申請書の審査事務が実施できないということで、関連手続がやや煩雑になっているという

ことでございます。

また、こうした書類の提出先につきましても、従来、検査所に一元化されていたわけで

ございますが、移行後につきましては、受理できるもの、受理できないものが出てきてお

ります。この点については不便になったというご指摘をいただいているところでございま

す。

５ページ目は農薬検査所でございますが、組織関係が従来、農薬検査業務を担当する課

と調査研究する業務が同じ課であわせて所掌されていまして業務の円滑な実施に支障を及

ぼすというケースも見受けられたわけでございますが、移行後は、検査業務とは別に、調

査研究業務を行う課といたしまして調査研究課というものを新設することができましたた

め、それぞれの業務が独立して円滑に行うことが可能となったということでございます。

２点目は肥飼料検査所と同様で、検査業務なりＧＬＰの適合確認業務を行うに当たりま

して、これまでは検査所が申請書を受理して申請に係る検査を行っていたわけでございま

すが、移行後は、そういった書類を農林水産省へ送付いたしまして指示書をいただいてや

るということでございますので、関連手続が煩雑になっているという声があるということ
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でございます。

続きまして６ページ目は農業者大学校の関係でございます。農業者大学校につきまして

は多摩に本校がございまして、その付属機関として果樹農業研修所が落葉と常緑というこ

とで岩手と大分にあるわけでございますが、実質的にはほぼ独立して業務を行ってきたと

いう実情にあったわけでございます。

移行後につきましては、役員会によります統一的な指示のもとに、これら本校と研修所

が一体的かつ効率的な運営が確保できる体制が整いつつあるということでございます。

具体的に申しますと、13年度に選考を行います学生なり研修生の募集につきましては、

共通いたしました募集要項を送るとかＰＲ活動を行い、学生なり研修生の確保に努めてい

るということでございます。

課題といたしましては、従来は国の機関ということで業務の実施に対しましていろいろ

な方の協力なりが得やすい状況にあったわけでございますが、移行後につきましては、自

らの裁量と責任で業務を実施していく必要があるということで、関係者に情報提供なり業

務内容の説明を行って理解を得るように努めているわけでございますが、従来どおり、同

じように理解・協力を得るためには大学校としてなお一層の努力をしていかなくてはいけ

ないのではないかというように思っております。

農業分科会関係は以上でございます。

○技術政策課長 農林水産技術会議事務局の技術政策課長です。農業技術分科会関係の

ご説明をさせていただきます。

「資料２」の農業技術研究機構でございます。まず最初に経費的な面が書いてございま

して、従来は、予算の科目ごとに予算額が決まっておりまして硬直性があったわけでござ

いますが、移行後はこれが運営費交付金ということで一体化されましたので、予算科目の

制限がなくなりまして効率的な予算執行が可能となったという状況でございます。

２番目は、研究の推進上の変化でございまして、先導的な技術開発を行う上で重要な研

究課題に対応いたしまして融合研究チームというものを組織して取り組んでございます。

この融合研究チームは、独法の農業研究機構の中に、ほかの独立行政法人とか民間の企業

とか大学の先生、こういう方々を構成員といたしまして研究チームをつくりまして取り組

みをしているわけでございます。

３番目は、シーズ研究と称しておりますけれどもかなり基礎的な研究とか、実用化にあ

と一歩というような実用化目前の研究には、運営費交付金の中で重点事項研究強化費枠と
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いうような予算額を6,000万円ほどプールしておきまして、必要な研究に対して適宜交付し

ているというような弾力的な執行を行っているということでございます。

それから、本日の資料には間に合いませんでしたが、明日、記者発表いたしますが、農

業技術研究機構の中に果樹研究所というのがございますが、この果樹研究所の中の研究部

長につきましては従来のような研究所の中から人材を選りすぐるということではなくて、

広く人材を求めるという取り組みをするとして、一般から公募することとしております。

人事の面でも、こういう研究者の流動的な任用によりまして研究の活性化を図るという取

り組みでございます。

最後は、課題といいましょうか、ちょっと困っていることを整理してございます。新し

い仕組みに移行して初年度目ということで３点ほど、少し戸惑っているわけでございます。

１点目は会計方式でございます。企業会計方式ということになりますけれども、役所に

報告をするときは従来どおりの官庁会計を求められるという点でございます。

２点目は年度計画で、通則法で毎年、事業年度が開始される前までに計画を作成しなけ

ればいけないわけですけれども、その時点では個々のプロジェクト等の予算額がはっきり

しないというような点で計画作成が難しいのではないかという心配をしてございます。

３点目の委託プロジェクト研究は、役所からの委託費によりましてプロジェクト研究を

行うものでございますけれども、この委託の仕方がかなり細かいテーマごとに委託される

ということで、作業量が増大したという点でございます。

初年度ということで独法側も、また役所側もかなり神経質にやっている面が指摘されて

おりますけれども、いずれも、これから工夫していけば改善されるのではないかと思われ

る点でございます。

続きまして農業技術分科会－２の農業生物資源研究所でございますが、最初の「○」は

今の機構と同じような事情でございます。

２番目に「ジーンバンク事業」という個別の事業が書いてございますけれども、これは、

生物資源研究所の中に作物――植物と言ってもいいのですがその種が21万点ほどございま

す。また、動物とか微生物とか様々な遺伝資源を、バンクという形で保存しておるわけで

ございまして、これは、従来、霞ヶ関の私どもの技術会議事務局で全体調整を行っていた

わけですが、独法移行後は生物資源研究所が行うということになっており、スタートして

間もないということで連携しながら取り組んでいるという状況でございます。

それから特許でございますが、農業生物資源研究所は、イネゲノム研究を中心的に世界
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をリードする研究成果を上げている研究所でございます。そういう研究の成果を遺伝子特

許など様々な具体的な成果に結びつけようということで取り組んでおりまして、独法に移

行後、企画調整部に技術移転科という特許事務を専門に行う部署を設けて一元的に対応し

ていくという取り組みでございます。技術移転科自体は７人ほどの所帯でございまして、

組織的にもかなり大きなものと言えると思っております。

最後は研究者の採用についてでございます。独立行政法人移行後は法人自らによる適切

な人材の確保が行えるようになったという書きぶりでございますが、具体的には、従来は

霞ヶ関で面接したりしまして大学卒あるいはマスター・ドクター卒の新規採用者を内定し

て各研究所に送る――実際にはいろいろ調整しながら送るという新規採用があったわけで

すけれども、この生物研につきましては来年度は新規採用はゼロで、全員選考採用という

ことで対応するという内容を、このような文章に書いておるわけでございます。極めて国

際的な先端的な研究を進めている関係上、優秀な人材を集める必要があるということから

来ている取り組みでございます。

続きまして農業技術分科会－３の農業環境技術研究所でございますが、最初の「○」は

冒頭で申し上げたとおりでございます。

２番目に環境に関する研究所は農業環境技術研究所のほかに森林総合研究所とか水産総

合研究センターとかたくさんございますが、法人に移行後はそういう法人間で連絡会を設

けまして共同で事に当たっているという取り組みをご紹介しております。

３番目は組織の話でございます。従来は、研究部の下に室があったりしてかなり細分化

され、かつ、室ということで定員上も硬直的になっていたわけですけれども、独法移行後

は部の中を２つ、多くとも３つくらいに分けたグループ制を導入いたしました。また、お

のおのグループの下に２つ３つのユニットがございますけれども、ここは併任制を導入す

るということで、非常に弾力的な人員配置が可能になったということでございます。

続きまして農業技術分科会－４の農業工学研究所は、これまで申し上げてまいりました

ような経費的な弾力化の点が多いのですけれども、２番目の海外との関係では、独法移行

後は海外派遣に関する実施要領を定めまして、外国出張につきましても理事長の判断で行

えることになったわけでございます。これによりまして国際会議への参加等も柔軟に対応

できるということでございます。従来は、国際会議に参加するということになりますと、

予算の手当から始まって、長い場合ですと１年近くかかったような場合もありますけれど

も、かなり短期間に派遣できるという内容です。
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続きまして農業技術分科会－５の食品総合研究所は、独法後は科学技術振興調整費とか

各種財団の助成金とか、外部資金の導入を積極的に利用するのだということで意識改革が

かなり進んでいるという内容が２番目に記されてございます。

３番目は、そういう意識改革の１つの現れだと思いますけれども、特許の取得関係のこ

とが書かれてございます。この研究所は従来から特許の取得に熱心で、また実績も上げて

きた研究所でございまして、年間20件くらい特許を取得しておりますが、今年の場合は半

年で既に19件ということで、権利意識の高まりがかなり見えているということでございま

す。

４番目は、外部からの研究員の受け入れを積極的に行うということで、さらに規定を整

備したりして取り組んでいるということでございます。この食品総合研究所は、従来から

外部の研究者をたくさん受け入れているところでございまして、ここに「50人」「30人」

と書いてございますけれども、食品総合研究所自体は研究者は100人程度でございますので、

正規の研究者とほとんど同数に近い外部の研究者を受け入れているという状況でございま

して、その面をさらに一層強化するということでございます。

最後に技術分科会－６の国際農林水産業研究センターは、比較的経費的な面を書いてご

ざいます。この研究所は開発途上国等との研究協力等が大きなウエートを占める研究所で

ございますけれども、理事長の裁量で民間との研究協力等が幅広くできるということでご

ざいます。

また、３番目にありますように海外に出張する場合も極めて短時間に弾力的に対応でき

るという点が、独法化後、非常によく改善された点として述べられております。

業務の運営については以上でございますが、現地視察について申し上げます。

農業技術分科会は、８月３日の暑い時期でございましたけれども筑波地域の６つの法人

の現地視察をいただいております。当日は、農業技術分科会は専門委員も含めて18名いら

っしゃいますけれども、小林分科会長を初め11名の方々に参加していただいております。

各法人で現地を見ていただくとともに、研究の概要等の説明をお聞きいただき意見交換を

行っていただきました。

以上でございます。

○松本委員長 続きまして林野分科会をお願いいたします。

○林野庁研究普及課長 林野分科会は２法人の取り組み状況と、９月３・４日に行いま

した現地視察の概要についてご説明させていただきます。
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林野分科会－１の独立行政法人林木育種センターの取り組み状況でございますが、先ほ

どからございますように予算執行に当たっては従来、旅費、業務庁費等の区分がございま

して変更が困難であったということでございますが、法人化後は弾力的な事業・研究の遂

行が可能となっております。

２番目に、庶務的事務につきましては従来、本省及び支所において処理しておりました

が、法人化後は本所において一元的に実施することといたしまして、庶務的部門の人員抑

制と事業研究部門の人員の充実を図るということが可能となっております。

課題は、運営費交付金は毎年度人件費を除き１％の効率化が求められているところでご

ざいまして、事業・研究の着実な推進を図るための外部資金の獲得が今後の課題であると

いうように考えております。

独立行政法人森林総合研究所でございますが、研究の進捗状況等に迅速・柔軟に対応で

きる研究体制を目指しまして、発足時、国の機関であった時代の研究部門の部・科制から、

従来の科に相当するレベルの研究領域制に移行させております。このことによりまして理

事長に直結する組織のフラット化を図ったということでございます。

また、多面的・総合的に研究を推進するため、12の研究分野に８名の研究管理官を配置

して、支所を含めた全所横断的な課題の組み立てによるプロジェクト方式といたしました。

２番目に、業務運営全体の効率化を図るため、間接部門の効率化、簡素化を一層推進す

ることといたしまして、従来、部単位で配置された庶務係を総務課に集約いたしまして、

文書等の流れ、いわゆる事務的な流れの効率化を図ったところでございます。

また、その事務情報を電子化いたしまして、支所等における支払い事務を本所に一元化

しております。

課題は、独立行政法人への移行に伴いまして、新たな体制を有効に機能させて、実際に

見える研究成果としてあらわしていくことが必要であると考えております。

それから、運営費交付金につきましては先ほどと同様でございますが、人件費を除き毎

年度１％の経費節減ということになっていまして、研究管理官を中心としたプロジェクト

の企画立案機能を高めまして、効率的、効果的な研究を推進することが必要というように

考えております。

また、その研究の着実な推進を図るために、外部資金の獲得について取り組むことが必

要と考えております。

それから現地視察でございますが、９月３・４日にかけまして両法人について現地視察
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を行いました。出席していただいた評価委員の先生方は５名、それから専門委員の先生は

３名でございます。

視察の概要でございますが、１日目に林木育種センターに参りまして法人の概要の説明

の後、各実験室・研究室等の現地視察、それから現在、取り組んでいる課題の概要説明を

受けまして、さらに、育種場でございますので庁舎外にございます遺伝子資源保存園の視

察を行いました。

２日目は、森林総合研究所におきましては、法人の概要説明の後、代表的な研究内容で

ございます衛星を用いた森林火災早期発見システムの開発等の研究内容について、各研究

室の研究者から説明を受けました。

今回の現地視察では、両独立行政法人を初めて訪れた委員も多かったこともあり、概ね

好評であったというように考えておりますが、当該研究を実施することの意義、研究成果

の活用方法、目的とする成果を上げるためのアプローチの手法等について評価委員、専門

委員の関心が非常に高かったというように考えております。こういった関心事項につきま

しては、評価委員会における両法人の評価基準の作成及び評価に際し重要な視点となると

いうように考えております。

以上でございます。

○松本委員長 続きまして水産分科会の説明をお願いいたします。

○水産庁研究指導課長 水産分科会についてのご説明を申し上げます。

まず、水産分科会の１つ目は、さけ・ます資源管理センターの取り組み状況につきまし

てですが、いろいろな業務に対する各方面のニーズ把握は、従来は水産庁が主催してやっ

ていたわけでございますが、独法化後は行政機関は県だけではなくて、民間団体等にも来

ていただきしましてさけ・ます資源管理連絡会議というものを開催して、ニーズ把握、成

果の公表等をやっております。

２つ目に、技術指導は北海道がメインですけれども本州地域についても技術指導をして

おりまして、これについては本所に指導課というものを新設しまして従来のものの強化を

図っております。

３つ目は、さけ・ます関係で懸案となっている問題につきまして、水産庁からの委託事

業を受けまして積極的に対応しておるということでございます。

問題点は、調査業務については委託事業になったということで、契約事務が非常に増大

しておるということ。
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それから施設整備につきましては、施設整備補助金ということで受託契約になりまして、

それに伴う事務が非常に増大しておるわけでございます。

次は独立行政法人水産大学校でありますが、取り組み状況の１つ目は、教授会等の役割

りを見直しまして新たに運営会議というものをつくりまして責任体制を明確化したという

ことでございます。

それから、アウトソーシング、会計事務処理の効率化というようなことで、建物管理等

について外部発注というようなことも進めまして、運営の適正化を図っております。

教育につきましては、補習授業、あるいは外部から講師を呼んだりしまして教育内容を

充実しております。

また、いわゆる大学院に当たります研究科での指導体制の強化を図っております。

それから、高校生などを対象としましたオープンキャンパスというようなものを開催し

まして、意欲のある学生の確保に役立てております。

３つ目は研究施設でありますが、今やっております共同研究棟の整備を進めるとともに、

文部省所管の大学と共同研究をスタートさせております。

それから、国・地方公共団体からいろいろな受託研究を積極的に受け入れて、外部資金

の導入に努めております。

４つ目は研究成果の利活用ということで、ＪＩＣＡ研修員の受け入れ等によります国際

協力、その他の公開講座の開催とか、漁民研修というようなものへの講師の派遣、あるい

は各種委員会への委員派遣というようなものをやっております。

５つ目に問題点を書いています。練習船は２隻ありますが、これが国際航海するときに、

従来は公船ということでいろいろな便宜を図ってもらったのですけれども、民間船という

扱いになりまして、特に入・出港時におきます便宜供与――入港手続でありますとか料金

の減免とかが受けられないということで、これにつきましては今、外務省において扱いを

検討してもらっているというような状況です。

次の水産総合研究センターの取り組み状況ですが、従来、各研究所ごとに会計処理をや

っていたわけですけれども、独法化後はコンピュータシステムを入れまして新会計システ

ムというようなことで会計データを本部で一括してやっております。

それから、水産庁からの国際漁業資源管理等の委託、あるいは今、話題になっておりま

す有明のり不作対策にも積極的に対応するということで機能を発揮しておるところです。

３つ目は、業務の一層の効率化を目指しましてセンターに作業グループをつくりまして、
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具体的には組織の面、船舶施設の面、職員の評価、事務の効率化への取り組みの点検をや

っております。

４つ目は問題点ですが、さけ・ますと同じように委託事業になったということで事務量

が増大しておるということ。あるいは契約に時間を要しまして事業着手が若干遅れたとい

うような点もございます。

それから、現地視察でございますけれども、水産分科会の視察に関しましては、12月ま

でに予定しております第３回水産分科会の開催とあわせまして、横浜市にあります水産総

合研究センターの中央水産研究所においてこれを実施したいと考えております。

以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

これまで49の国の施設機関の事務事業を担当して行ってまいりました17の独立行政法人

にとっては、自主的な業務運営を行う独立行政法人制度は初めての試みでございまして、

日々、試行錯誤の連続だと思われます。

それでは、各独立行政法人の活動状況及び現地視察について、何かご質問あるいはコメ

ントがございましたら、受けたいと思います。どうぞ。

○加藤委員 農業分科会に所属しております加藤でございます。いろいろとお伺いいた

しましたけれども、今、国民の一番の関心事は例の狂牛病だと思うのです。独立行政法人

にしたことの意味というのは、国民生活の安定に必要なことであって、しかも民間に委ね

ることができないものについて特段のことをするというのが目的でありますけれども、悲

しいことに我が国の食品安全行政というのは、まず省庁の縦割り、それから今度、省庁の

中に入りますと研究機関とか所管する管理業務の縦割り、そこのところで連絡がないのか、

実態としては私たちがびっくりするような目に遭うわけです。

それで、今回の狂牛病の問題につきましては、家畜改良センターの法律の３条によりま

すと飼養管理の改善というようなことがあるわけですが、農業分科会はまとまっての見学

がございませんでしたので私は個人の関心でそこへ行ってみたわけです。いろいろな努力

をしていらっしゃるということで大変勉強になりましたけれども、現在のやり方というの

は、より高い品質、逆に言えば市場に出たときに高く売れるとか、おいしいとかいうよう

な、贅沢の方へばかり改善努力が傾いているような気がして、もう少し安全で安心して食

べられる、まさに独立行政法人の目的とする、そういう牛の供給の方に力を入れていくよ

うなことがどこかで義務づけられるというか、取り組んでほしい。
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あるいは、肥飼料の検査のところでは例の肉骨粉のところでどのようにかかわっていた

のか。

今後、飼料業者さんとか畜産農家への配慮よりは、消費者、食べる国民の不安への対応

に視点をシフトしたような危機管理体制をやるように希望しています。

細かいことで１つ１つやると、話はそれぞれの独立行政法人で全部すり抜けられて、ど

こがどう担当してもらえるのかわからないということを解消してほしい。

生産現場までさかのぼって感染源を特定できるような仕組み、これは本省の仕事でもあ

るかもしれませんがこの独立行政法人の中でも関与するべきところはして、総合的に狂牛

病対策を至急に明確に打ち出して、国民を安心させてほしい。

もう１つは、私、ＮＨＫを見てびっくりしたのですが、ＥＵからのリスク調査をこちら

の省が断っていたということです。それはあってはならないことではないかと思います。

本省の方がＮＨＫのインタビューにモヤモヤといろいろ答えていらっしゃいましたけれど

も、私は日本国民として恥ずかしいというか悲しいというか、そういう気持ちになりまし

た。

長くなりましたけれども、私が今日、農林水産省にうかがうと言いましたら、たくさん

の人からいろいろと懇願されたり励まされたりしたので、言いにくいことをあえて申し上

げましたので、よろしくお取り扱いください。

○松本委員長 それでは、本省あるいは家畜改良センターの方で、ただいまのご意見に

対しましてご意見ございますか。

○生産局総務課長 総括的なお話になってしまうかもしれませんが、全体的なことを私

から一言ご説明というかお話をさせていただきたいと思います。

今回のいわゆるＢＳＥを疑う牛が出たということで、いろいろ消費者の……

○加藤委員 疑いではなかったじゃないですか。イギリスではちゃんと黒だと出たじゃ

ないですか。

○生産局総務課長 まあ、話を聞いてください。

疑う牛が出て、この間、黒と言いましょうか陽性だということになったわけでございま

す。その一連の過程で私どもの対応が大変不十分だったという点があって、消費者の方々、

国民の皆様にご心配なりをおかけしたということは誠に申しわけなく思っているわけでご

ざいます。

今、いろいろな緊急的な対策を、厚生労働省とも連携をして、例えば30ヶ月齢以上の牛
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につきましては全部検査をした上で消費者の方に提供するというような手を打っておりま

すし、あるいは牛がどこから来てどこへ行ったというようなこと、飼料工場はどうなって

いるかとか、あるいは肉骨粉の使用状況については、都道府県なり厚生労働省の方と連携

をとり、不十分であったところは十分反省して対応していきたいというように思っており

ます。

そういった中で、例えば肉骨粉について牛の飼養農家が扱っていないかどうかといった

ことはこれまでも検査をしてきたわけでございますが、今回の事態を踏まえまして、今日

から都道府県の普及所等も加わって、14万戸ございます全肉牛農家を調べて、その徹底を

図っていくことにしております。

これにつきましては、牛にあたえてはいけないということで法律で罰則をつくってやっ

てきたわけでございますが、これまでの指導が十分でなかったということは私ども誠に残

念に思っておりますので、その取り組みを今日からやっているということでございます。

そういった意味で、厚生労働省を初めとする関係省庁、また都道府県、肥飼料検査所あ

るいは家畜改良センターが担うべきところは、一番の基本は安全で安心して食べていただ

くものを国民の皆さんに提供していくことが最大の使命でございますので、そういったこ

とに十分努力をしていきたいということでございます。

繰り返しになりますが、その手順でいろいろとご心配等をおかけしたことについては、

私ども、反省もし、とにかくこれから一所懸命やろうということで取り組んでおります。

よろしくお願いしたいと思います。

○加藤委員 外国から研究者を招いたり、一方でせっかくいろいろ良いことをやってい

るわけですから、共同調査みたいなものもＥＵの委員会などと積極的にしていただきたい

です。

○生産局総務課長 その点につきましては、ＥＵから出た肉骨粉等は私どもとデータの

違いがあるということで、これをとにかく早く詰めなくてはいかんということで、イギリ

スの方に早々に調査団を派遣して専門家同士で話をよく詰めていきたいということで、そ

の点も取り組んでいきたいというように思っております。

○松本委員長 そのほか、ただいまのご意見につけ加えることはございませんでしょう

か。

○小林（正）委員 今ご質問のことは、農水の政策にかかわることだろうと思うのです。

それはいわゆる食品の安全性のことでしょうが、その政策にかかわることは国としてどう
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取り組むべきかということであって、今ここで議論している独立行政法人というのは国か

ら一応離れた組織ですから、その辺のところはよくわきまえてご議論いただきたいと思い

ます。

例えば厚生労働省の中に国立感染研というのがございますけれども、あれは独法化しま

せんで国立のまま置いたわけで、そういう、政策上非常に重要な研究所は独立行政法人に

しなかったわけです。ですから、食品の安全の行政ということを考えたときには、この独

立行政法人化された研究機関あるいはセンターその他をいかに活用するか、という農政の

問題、政策の問題であろうというように思いますので、その辺のところをよくわきまえて

今後検討していただきたいと思っております。

○松本委員長 ありがとうございました。

そのほか、ございませんか。

○間委員 牛も豚も生産しているわけですけれども、今おっしゃったようにここで発言

していいかどうかわかりませんが、少なくともこの農政という中でお願いしたいのです。

安全なものをつくるためには安全なものを与える、または安全なものを生産していかな

ければならないわけですが、今はどうも肉骨粉だけは全くもって悪いというイメージが広

がりつつあるような感じがするのです。

悪いものと良いものとの区別ということでは、多分、肥飼料検査所の皆さんの仕事にな

るのかなと思うのですけれども、何が何でも肉骨粉が悪いのだというイメージが広がるこ

とが畜産農家にとっては非常に脅威でございます。我々畜産農家が安心して与えていいも

のを与えられるように組織化していただきたいということを強くお願いします。

もちろん、悪いとはっきりわかれば、それは使わない方向でいかなければいけないので

すが、そういう意味では畜産農家も今、非常に不安をもって取り組んでおりますので、よ

ろしくお願いします。

○松本委員長 ただいまのご意見に何かございませんでしょうか。――

そのほか、ございませんでしょうか。

○小林（正）委員 今のこととは関係ないことですけれども、私たち、現地視察をしま

してそこで感じたことをちょっと述べさせていただきたいと思います。

我々の担当は研究機関ですから相手は皆、研究者ですけれども、新たな試みを幾つか各

研究所がやっていて、経営者たる理事の１つの発案で、果樹研究所では部長を公募すると

かいろいろな試みがなされていますけれども、それと同時に研究者の方では、自分たちが
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今までやってきた研究が今後どう評価されるかということについて随分関心をもっておら

れる。つまり、今まで自分の研究は余り評価されなかったけれども、これから評価される

ようになるだろうかとか、あるいは今まで評価されていたけれども今後どうだろうか、と

いう逆の場合も心配される。この評価に対する期待というものは非常に大きいということ

を私は感じたのです。

今日現在の進捗状況、取り組み状況ということでご報告いただいたのですけれども、こ

れはどうも事務方がつくったような文章が非常に多いと感じたのです。補足説明でそのよ

うなことが実際になされているという説明はなされましたけれども、どう見ても事務上の

ことであって、今まででもできたことではないかというようなことも多々含まれている。

私はこれはまさに理事あるいは理事長が書いたなと一番思ったのは食品総合研究所で、

役員の取り組みの意欲が非常に感じられるのです。これは、今後このようにしていくのだ

ということが明らかになっているという点では非常にいいことであろうと思うのです。こ

ういう、ちょっとした文章の作成にも、経営者といいますか理事たちの意向が反映される

ような仕組みになっていかなければいけないだろうと思います。

それから、部課制をやめてチーム制にしたとか、それは従来からもやれたことであって、

何も法人化に伴ってできたことではないということであります。

もう１つは、経費の流用が弾力的になったということを非常にたくさんのところが挙げ

ておりますけれども、１つ心配なのは、最終的にどう配分されたか、どう使われたかとい

うときに、一番弱いところにしわ寄せがくる。まず考えられるのは、海外に出張する旅費

などにみんな使ってしまって、パートタイマーの首をどんどん切っていくとか、そういう、

雇用の一番弱い立場にある人間が真っ先に首を切られるというような状況が生まれないか。

それを今、心配いたしています。今のところ、非常に自由に使えていいという反面、そう

いう心配があるということです。

それから、選考採用を実施しているということですけれども、これは反面、採用に関し

て公正であるかどうかという公正性の確保というものが１つ問題になろうかと思います。

従来、選考採用というのはある意味でコネクションでありました。そうではなくて、公務

員試験という公正な試験を通るということが研究者になる１つの重要なことでしたから、

選考採用に当たっても、基準というものを設けて公正性を確保することが必要ではないか

というように思っております。

○松本委員長 非常に重要なご指摘を受けたわけでございますが、これについて何か…
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…。

○高橋文書課長 今のご意見に対して私から総括的にお答えさせていただきたいと思い

ます。

今回の独立行政法人への移行の最大の目的というのは、国の機関でありますと試験研究

にいたしましても事務作業にいたしましてもどうしても硬直的になり得る部分があると。

先ほどのご批判にもありましたけれども、目的はいろいろあったわけでありますけれど

も、これまでの縦割りですとか、硬直的ですとか、そういったものを是正しましてより効

率的な運営ができるというところに１つのねらいがあったというように考えております。

それを裏返して言えば、今のご懸念にもなるかなと。

ある意味で、従来のきちっとした事前の予算統制的な会計処理を、より目的に沿いまし

た経理処理で行うというのが機動的なものになるわけでありますが、その反面、その分配

論については――予算統制でありますから予算をつくるときにはきっちりした議論をしま

すけれども執行は適当にやって、と言うとまた怒られますが、そういうきらいがあったも

のを、より柔軟な弾力的な、業務に応じた予算配分をするということになれば、当然のこ

とながら実際に使う段階での公平性というものが問われるだろうと。そこは多分、裏腹に

なると。

それから採用の問題にいたしましても、例えば試験・研究機関の職員の採用につきまし

て申し上げれば、大卒あるいは院卒の若い方々を大量に採用いたしまして各試験・研究機

関に配分をし、ある意味で生涯採用的な形で定年までそこにいて研究をしていただくとい

う方式に対して、より機動的な試験・研究体制を組むためには、定期の採用でありますと

か期間的な採用、あるいは民間登用というのをもっと活用すべきではないかというご議論

の中で、こういう自由なと言いましょうか、国に比べますと弾力的な採用方針がこの機関

でとられたということだと。

したがいまして、そこは１つの制度の裏表で、私どもは常に注意しなければいけないと

思っております。一定の事象の批判を受けて制度改革をした場合には、当然ながら従来の

制度がもっていた長所というものがその分だけ小さくなるわけであります。そこのバラン

スを今後ともとっていく必要があると思っておりますが、ただ、今、言えることは、スタ

ートしたばかりでございまして各法人が改革努力をできるだけ進めようとしておりますの

で、皆様方からはその改革の方向性を客観的な目で見ていただき、この方向性を伸ばして

いただくという方向で、ぜひご議論をいただければというように思うわけでございます。
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○技術政策課長 それでは個別のことで若干申し上げたいと思います。

まず、４月から目に見えて変わったのは、経費的な面で事務的な意見あるいは報告が多

いのではないかということですが、これは実感としてあるのではないかと思います。例え

ば海外旅費などは、これまでは予算の中に「海外旅費」という費目がなければ、幾らよそ

に金があっても使えなかったわけです。それが、今回こういうことで一本化されましたの

で、特に従来、海外旅費という費目がなかったような部署でも予算の範囲の中で柔軟に対

応できるというのが、研究者あるいは管理する側にとっても非常に印象的なことだったの

ではないかと思います。

それから、チーム制については、従来もできたのではないかということですが、これを

やるとしたら、まず次年度の組織の改変からやらなければいけませんから、総務省に要求

したりしてやるということで時間が相当かかったのではないかと思うのです。仮にできた

といたしましても、ユニットごとの定員管理がございます。ユニット定員が２人と決まっ

ていればそこに３人も４人も人をつけるわけにはいかないわけで、今回、独法化されたこ

とによりまして、どこに相談するということもなく独法自身の判断でチーム制にして、人

の割り振りも定員管理がありませんから自由にできるようになったということです。

もう１つ、採用の点で公平性の確保が必要だというお話は、まさにそのとおりだと思い

ます。従来の選考採用がどうという意見もありましたけれども、先ほどお話をいたしまし

た研究部長を公募するというのは、まさに言葉のとおり公募でございまして、ありとあら

ゆる思いつくようなところにダイレクトメールを送るとともに、インターネット上で公募

いたします。ですから特定のコネクションをもっている人だけが来るということではなく

て、なりたい人はだれでも応募できるということでございます。そういう公募――オープ

ンな募集を経て、その中から、規定に基づいて独法の中で審査していくということで、公

平性は確保していけるのではないか、このように考えております。以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

そのほか、ございませんでしょうか。

○山野井委員 私は技術分科会ですが、見学させていただいた感想を含めて申し上げた

いと思うのです。

私は企業の立場ですから、大学があって委託や共同研究してもらって企業があるという

全体の流れの中で、各研究部門が一体どういう位置づけになるのかなということに関心が

あったわけです。感想としては、研究所によって濃淡が非常にはっきりしている。民間で
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は出来ないような部分を中心とされる研究所と、民間とのかかわりを進めた方が全体が進

むのではないかなと思われる研究所と分かれる。したがって、中に書いてある中身もそれ

に従ってかなり特徴が出ているかなというように思いました。

その中で１つだけちょっと気になった点は、農業生物資源研究所の中にあるジーンバン

クの問題なのです。これからの問題は、いかに多様な生物資源をもつかというのは単に国

内だけの問題ではなくて国際競争という立場で重要であります。その場合、どれだけジー

ン資源を持つかといったとき必ず出てくる問題が生物多様性条約の問題だと思うのです。

これは先ほど小林先生からもお話があったように国家間の問題ですから独立行政法人研究

所ができる話ではないので、あそこに中心を置くことについては全く賛成ですけれども、

経済産業省がいろいろ動き始めているという話もちょっと聞いておりますけれども、ぜひ

省庁を超えてサポートを全力を挙げてやる必要があるというように思います。以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。そのほか、ご意見をどうぞ。

ございませんでしょうか。――

それでは、ご意見もほぼ出尽くしたことだと思いますので、議事を進行させていただき

たいと思います。

次は「独立行政法人の評価基準の考え方について」という議題でございます。事務局か

らご説明をお願いいたします。

○高橋文書課長 それでは、お手元の「資料３」の「独立行政法人の評価基準の考え方

について（案）」に即しましてご説明をさせていただきたいと思います。

この独立行政法人の評価委員会は、通則法に基づきまして毎事業年度におきます業務実

績に関する評価、それから５年の中期目標の期間におきます業務実績の評価を行う、とい

うことがその任とされているわけであります。

その評価を行う際の評価基準につきましては、お手元の「参考１」の２つ目のパラグラ

フの、11年の４月に出ております「中央省庁対策の推進に関する方針」で、「独立行政法

人評価委員会による独立行政法人の業務の実績評価は、同委員会が設定する客観的な評価

（例えば、中期目標の達成度合いに応じた数段階評価）基準によるものとする」というこ

ととされております。

したがいまして、今年度から始まります独立行政法人の業務につきまして毎年度評価を

いただくわけでございますけれども、その評価をする際の物差しと言いましょうか基準を、

皆様方にお定めいただくということになっているところでございます。
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今申し上げたことが「資料３」の(1)の概要に書いてあるわけでございまして、皆様方に

独立行政法人の評価基準を作成していただくわけでございますけれども、先ほど委員長か

らもお話ございました、農林水産省の場合、本年度から17の独立行政法人が実際にスター

トしております。そのそれぞれごとの評価につきましては、この評価委員会の中に４つの

分科会を設けていただきしまして、それぞれございます独立行政法人の数グループの法人

の評価を行っていただくということに、既に前回評価委員会でお決めいただいておるわけ

でございます。

したがって、この評価基準の作成につきましては――法人ごとに様々な性格あるいは事

業目的がございます。当然ながら中期目標の中身、中期計画の目標も違ってまいりますの

で、この評価基準そのものもその法人に即したものになる必要があるというように考えて

おります。

この評価基準の作成につきましては、(2)評価基準作成主体としては、実際の評価と同じ

ようにこの評価委員会の各分科会担当の法人ごとに評価基準を作成していただいたらどう

かということでございます。

以上が、今回の作成につきましての主体の問題であります。

以上のようなことでご了解いただければ、内容も法人ごとに千差万別で多岐にわたりま

すので、本日、個々の法人ごとの具体的な評価の方法ですとか評価の中身、具体的な評価

基準そのものをご議論いただくよりも、今回の制度を通じましてこの独法の評価というも

のはどのようにもっていくべきだろうかという、この評価基準を作成するたたき台、ある

いは共通的な考え方をとりあえずご提議いただきたい、ということでこのペーパーをお示

ししております。

(3)評価基準の作成時期は、各法人の事業評価が各年度あるいは中期目標期間の評価とい

うことになりますので、当然ながら、事業時点に関します事業報告がなされて実際に評価

をする段階までには評価基準の作成がなされている必要があるだろうということでござい

ます。

したがいまして実際に今年度・13年度の事業につきましては、各法人が事業報告書・財

務諸表の作成等とあわせまして事業の実績に関する報告書を提出することになっておりま

すので、13年度末・来年３月末までに作成をしなければいけないことになりますので、そ

れよりできるだけ早くということが望ましいわけでございますけれども、評価基準そのも

のは遅くとも、報告書の作成を開始する13年度末までに作成をいただいたらどうかという
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ことだろうと思います。

後ほど今後のスケジュールを申し述べさせていただき、今後、各分科会をそれぞれご開

催いただきしまして、13年度末までにはこの評価基準をご作成できるようにお願いをした

いと思うわけでございます。

評価基準につきましては、評価の内容が各事業年度ごとの業務実績と、５年なら５年と

いう中期目標の期間におきます業務実績と、２つの評価になるわけでありますけれども当

面、各事業年度ごとの事業評価をご作成いただきたいと思っているわけでございます。

法律にも書いておりますけれども、中期目標の期間終了時におきます業務実績の評価―

―５年なら５年間の段階の評価につきましては、中期目標に即しまして中期計画が作成さ

れており、各事業年度・毎年度の業務実績の評価につきましても中期計画に即して評価す

るということになっております。

「参考１」の一番下の「第三十二条」で、各事業年度に係る業務の実績に関する評価の

第２項に、事業年度ごとの評価につきましては事業年度におきます中期計画の実施状況の

調査及び分析をし、これらの調査・分析の結果を考慮して行う、ということになっていま

すので、基本的には中期計画の実施状況に即して各事業年度ごとの評価を行うことになり

ます。

このような毎年度毎年度の積み重ねが結果といたしまして中期目標を達成する中期計画

だと。それに応じて事業がどのように積み重ねられたかということが、最終的には中期目

標の評価になるということだろうと思いますので、現時点ではとりあえず毎年度・各事業

年度ごとの業務実績の評価基準をお定めいただければ、これを積み重ねることによりまし

てとりあえずは中期目標の期間における業務実績の評価に代替できるのではないかと。

それではどうしても足りないということになれば、この中期目標の評価を行う段階・そ

の場でもう１度見直しをしていただいて、必要な基準等をお考えいただけばいいのではな

いかと思いますので、当面、現段階でおつくりいただきたいのは、各事業年度ごと・毎年

度毎年度の業務の実績評価に関する評価基準をとりあえずおつくりいただいたらどうか、

というように考えているところでございます。

毎年度の法人の実績評価に関しましては、業務実績の報告――業務の達成状況、中期目

標の計画に即した部分を中心にご議論いただき、このほかに、各年度ごとにそれぞれの財

務諸表の提出が農林水産大臣に対しまして行われることになっており、農林水産大臣がそ

の承認を行う際に、別途、本評価委員会のご意見を聞くということになっておりますが、
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財務的なものにつきましては財務諸表のご議論、ご意見を伺う際にご論議いただければと

思います。

最初の段階で両方を埋め込んでしまいますと、少し混乱をするといいましょうかごっち

ゃになってしまう部分もあろうかと思いますので、とりあえずは業務部分の評価は業務部

分という形で評価基準をおつくりいただいたらどうか、というように考えておるところで

ございます。

以上のような目標のもとに評価基準をおつくりいただければと思うわけでございます。

２ページでは、まず、評価基準の概念といいましょうか内容について簡単に整理させて

いただいております。

(1)概要にございますが、評価基準の作成は、各独立行政法人ごとに中期目標を受けた中

期計画の項目の達成度合いを判断するための具体的な指標――スケール・物差しというも

のを設定していただき、この指標を用いまして中期計画の達成度合いに応じて評価結果を

設定をすると。

評価は「○・×」か、あるいは「ＡＢＣ」か、５段階か何段階か、いろいろあるかと思

いますけれども具体的な指標と、その指標の達成度合いに応じた結果評価というものを設

定していただき、この指標と評価結果をもちまして評価基準の中心にさせていただきたい

と思っております。

このような評価結果というものは、②にございますように当然、次年度以降の業務に反

映をさせていくべきものということで、単なる物差し――ＡＢＣという判定だけではなく

て、評価の結果とあわせまして業務運営の改善すべき点、改善の方向、その他の勧告を、

この評価の中に盛り込んでいただければというように思うわけでございます。

実際の業務につきましてこの基準を当てはめて判定をした上で、さらに、その評価書の

中に今後の改善方向というものも載せていただければというように思うわけであります。

(2)では、具体的に評価を行う際の評価単位・測定単位というものの設定でございます。

「参考２」の下の欄の「年度計画」「事業報告書」は細部になりますので省略してござい

ますけれども、法定事項の中期目標、中期計画ともに大項目でかなり大ぐくりなものにな

りますが、これを具体的に実地に当てはめたのが「参考３」の農業者大学校の例で、中期

目標の項目、中期計画の項目、それを受けて法人がつくった年度計画の項目があります。

例えば中期目標あるいは中期計画で「業務運営の効率化に関する事項」というのが大項

目として掲げられておりまして、その下に１、２、３というような形で中項目の事項――
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例えば中期計画の項目では「学理及び技術の教授に関する業務」ということで中期目標に

「教育時間当たりコストの３％削減」構想の内容が記載されているわけであります。

そのような具体的計画なり目標を基礎といたしまして、この判定をどの単位で行ってい

くのか。法定事項の大項目では余りにも大ぐくり過ぎるので、具体的な内容が定められて

おります中項目――中期計画の第１項目の中の１、２、３という中項目をとりあえず評価

単位として、多くの場合にはこれをもうちょっとブレークダウンした項目を評価の測定単

位、評価単位としていったらどうか、ということをここで書かせていただいているところ

でございます。

そのような評価項目につきまして指標はいろいろな立て方があるわけでありますけれど

も、その指標を定めた上で、具体的な評価結果をどのように算定するのかということでご

ざいます。

この評価基準に関しましては、方針の中で、中期目標の達成度合いに応じた数段階評価

という形が言われておりまして「○・×」あるいは「ＡＢＣ」「１２３４５」というよう

な幾つかの段階があるわけでありますけれども、私ども農林水産省全体につきましては、

この独法の評価以外に別途、政策評価ということを今年度から既に始めております。この

政策評価自体の本来的な目的は、結果としての達成の状況というよりも要因分析の方であ

りまして、具体的に講じた政策手段がどのように有効性があったかどうかについてとりあ

えずＡＢＣの３段区分けの評価という形で評価をさせていただいております。

このような事例もございますので、この独法の評価につきましても、原則としまして、

設定した指標について「ほとんど全部達成した」あるいは「一部達成した」あるいは「未

達成であった」というようなＡＢＣという形の３段階評価――定量的な目標であれば「90

％以上」をＡとするとか、「50％以上90％未満」はＢにする、それ以下のものはＣにする、

原則としてそのような評価結果を採用するということにしたらいかがであろうか、という

ことを私ども、今回ご提案させていただいております。

そのような中項目以下の各項目別・評価単位別のＡＢＣづけというようなものを総合い

たしまして、これをもとに今度は大項目についての評定を行っていき、さらには法人全体

としての総合評価を行っていく、というようにしたらどうかということで、(4)総合評価の

方法を掲げさせていただいております。

今申し上げましたような測定単位、評価単位、中項目別の評価結果が、ある項目につい

てはＡ、ある項目についてはＢ、あるいはある項目はＣと、様々なな項目についての評価
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結果があるわけでありますけれども、それらが大項目の中でいかに分布しているか――大

項目の中に複数の中項目があり、それが評価単位になるわけでありますけれども、その中

で例えばＡ評価を受けた項目の割合が90％以上であったものについては大項目としてもＡ

評価にしたらどうか。Ａの割合が50％以上90％未満であれば大項目の評価としてはＢ、あ

るいは50％未満であったらＣという評価というように、Ａ評価を受けた中項目の割合に応

じて大項目の評価判定をしたらどうかと。

もちろん、項目によりまして軽重・ウエートがございますので、それにつきましては中

項目の重要性を勘案することにより一定のウエートづけ――他の項目が出来が悪くてもこ

の項目ができたのは非常に重要だ、ほかがだめでもこれができていれば基本的には合格、

というようなこともあろうかと思いますので、必要に応じましてそのようなウエートづけ

を行った上で大項目について３段階評価をして、このような大項目の評価結果をさらに総

合いたしまして当該事業年度の総合評価、ＡＢＣ評定を下す、というような形にしたらど

うかというのがこの総合評価の考え方でございます。

なお、１つの中項目の評価自体はかなり客観的にできますけれども、大項目あるいは総

合評価を行う場合には、それ以外の様々な勘案すべき事情というのも出てまいると思いま

すので、そういったものにつきましては特殊事情として、先ほどのウエートづけあるいは

当該年度の特殊事情等々を特記事項として記載をいただいたらどうかというように思うわ

けでございます。

以上のような基本的な評価の流れ、考え方で、今後、評価基準そのものをご検討いただ

いたらどうかというように思います。

その際に、留意をお願いしたい幾つかの事項を、３「その他留意事項」ということで掲

げさせていただいております。

まず、(1)は表題がちょっと悪いのですが、中期目標の５ヵ年の計画について定量的な目

標が定められている一方で、単年度ごとの定量的目標が定められてない場合の定量目標の

達成度合いの評価をどうするか。例えば――これは事務事業・作業でもいいわけでありま

すが中期計画、中期目標の設定では例えば５年間で500のものを達成するというようなこと

を想定していった場合には、当該年度においての累積状況が大事であるという場合を除い

て、単年度の事業実績で評価をする場合には基本的にはこの500を事業期間の５年で割りま

すと単年度１年では100になるわけで、その100に応じて単年度どれだけのものがなされた

か、というようなことを原則として考えたらどうか、ということを書かせていただいてお
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ります。

もちろん、単年度単年度の数値目標が定められている場合にはその目標に応じて。成長

曲線のような場合にはこういう平均化は無理でありますのでそれぞれに応じた目標数値と

いうものが出てくるかもしれません。また、累積の方が大事だという場合にはこういう評

価は難しいかもしれませんが、事務事業のような場合には、例えば５年間で500というよう

な場合には単年度で100を１つの目標にするというような形でやったらどうか、というよう

なことを提案させていただいております。

次は、定量的な目標ではなくて定性的な中身が評価基準の目標事項とされているものに

ついての評価をどうするかということでございます。これが数値化できないということに

なりますと――例えば研究成果の公表、普及の促進を積極的に行うというような１つの目

標なり計画があるといたしました場合には、そのような目的に対して必要な具体的な行動

目標――例えばホームページにどれだけ掲載しているか、あるいは広報紙等に成果を掲載

しているか、というような具体的行動目標を別途作成いたしまして、これも当然ながら複

数以上つくっていただくことになるわけでありますけれどもその達成度合いによりまして

３段階評価を行ったらどうかと。

１つの定性的な目標に対しまして具体的な指標というのが３つないし４つ、あるいは10

でも構わないわけでありますけれどもそれが「○・×」で「○」が90％以上であればその

定性的目標は達成をされたのだというような形でＡ評価をする、というような形で評価基

準をお定めいただいたらどうかということでございます。

このようなものは具体的な評価のいろいろな場面で採用されておりますので、ご参考に

というこことで提出させていただたわけでございます。

(3)のところでございますけれども、農水省は17の独立行政法人がございまして、それぞ

れごとに様々な内容の仕事・業務を行っておりますので、単純に共通化はできないわけで

あります。そうは申し上げましても、例えば予算収支計画あるいは資金計画あるいは財務

に関する事項等々で共通の指標化ができるもの、いわゆる法人運営のコスト的な共通な部

分は当然ございますので、そのような共通の指標化ができそうなものにつきましては、17

を４つの分科会に分けてご議論いただきますので私ども事務方も相談をして、指標はでき

るだけ共通にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

また、17全部が個別にはならないわけでございまして、文教・研修機関でありますとか、
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作業機関でありますとか、試験・研究機関、検査・検定機関など、同類型のものの業務に

つきましては、中期政策の項目のレベルでも同類型で指標が共通化できるようなものもあ

ろうかと存じますので、法人の業務の評価についての客観性、公平性の確保という観点か

ら評価基準の方も共通にできるものはできるだけ共通化をしていきたいというように思い

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

それから(4)といたしましては、毎事業年度、また、５年の中期目標の評価をいただくわ

けでありますが、１年２年ではなかなか評価をしきれないというような課題・項目もござ

います。試験・研究、改良等の場合には単年度では目に見えた成果というものはなかなか

あらわれがたい、このような項目も当然ながらございます。このようなものにつきまして

は、業務の実績というよりも、先ほどの具体的な行動基準と申しましょうか具体的な実施

項目ということで、各事業年度におきます実施目標――行動・活動を１つの目標単位とし

て評価基準を作成していただいたらどうかということでございます。

例えば畜産の場合に、新たな黒毛和牛の種雄牛の作出というような項目があった場合に、

新規の雄牛の創出には当然ながら５～６年の期間がかかる。そういった場合には例えば１

年目には目標の優良品種の収集のうち何品種収集できたか、３年目では能力検定で、様々

な検定方法の中で何頭選抜されたか、そのような具体的な行動基準というものを代替的な

目標として１つ定めまして、それをこの評価に代替する。このような形である意味では工

程表チェック的な考え方も取り入れていただいたらどうかということでございます。

以上、17法人の評価基準の作成に対しまして、基本的にはこのような形で今後お取り運

びいただいたらどうかということで、たたき台ということでご紹介させていただきました。

○松本委員長 ありがとうございました。

ただいま事務局から説明がございましたように、評価基準につきましては評価を行うこ

とになる分科会において独立行政法人ごとに定めていくことになると思いますが、その際

の論点ということで、ただいま議論のたたき台の提案をしていただいたわけでございます。

それでは審議に入りたいと思います。ご意見を求めます。どうぞ。

○会田委員 何点か質問と意見を申し上げたいと思います。

まず第１に、評価をする対象について、財務的な側面を除いてというような先ほどのご

説明だったかと思うのですが、今回の独立行政法人の業務の実績を評価するに当たっては、

業務と財務を切り離してはできないというように思っております。

先ほどのご説明の最後の方で、指標の共通化などでは財務について指標の共通化に努め
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るものとする、というようなご説明をいただきましたけれども、各年度の業務の実績評価

においても、例えば予算のむだ使いがなかったかどうか、あるいは実際にどれだけのコス

トをかけてどれだけのベネフィットがあったのかという点を見極める上でも、財務につい

ての側面は業務と一体的に行わなくてはいけないというように思います。

これと関連して第２点目は、評価するときにまだ財務諸表ができてないという感じです

けれども、最終的な評価についてまとめる際には少なくとも財務諸表ができて監査意見が

ついてないと、的確な評価が下せないのではないかというように感じます。

３番目に、評価基準について、ここでは定量的な指標を用いた測定というものを重視し

ていると。その点については、そういう形でないとなかなか客観的にできないかなという

感じもいたしますが、実際に業務運営の改善すべき点について改善の方向その他の勧告を

記述するということになりますと、指標だけではなかなかできないのではないかと思いま

すので、評価基準を単にどのようなインジケーターに使うかということだけで済ませては

ならないというように思っています。

４点目には、評価結果についてＡＢＣということで、中項目がＡＢＣに分かれて、達成

度合い90％以上がＡということですが、Ｂの達成度合い50％以上90％未満というのはかな

り幅が広いかな、Ｃは論外だと思っています。それと、政策の企画立案をする立場の組織

と、実際の実施部隊とは評価基準は異なるのかなと。これだと恐らくほとんどがＡになる

というように私は直感で予測をしました。

さらに、大項目になりますと、Ａの割合が90％以上だと総合評価は全部Ａに決まるかな

という感じをもちました。特に総合評価はＡの割合だけで決めていますけれども、むしろ

その下の段階のＢとかＣというものが非常に重要で、そういったものを改善していかなく

ではいけないということなのに、Ａの割合だけで決めてしまっていいのかなという感じを

もちました。

５番には、定性的項目の評価は、定性的な項目はいろいろな尺度を使うことによって定

量化は確かに可能ですけれども、定性的なものはやはり定性的に判断しなくてはいけない

のではないかと。例えば研究成果の公表・普及の促進を積極的に行うということでホーム

ページに掲載しているかどうか、あるいは広報紙等に成果を掲載しているかどうかという

のは、中身を問わないでただ量的な側面だけで結論を下していいのかなと。

最後は、担当の方もおっしゃいましたけれども、これはあくまでもたたき台で、各分科

会においてよく検討するという形で進めないと、これをそのまま外に出すと批判がかなり
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出てくるのではないかというように感じました。以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

会田委員からは、ただいま、主に５つの問題点についてご指摘を受けたわけでございま

すが、これについて事務局からご回答願います。

○高橋文書課長 まず、財務的側面と業務実績との関係は、先ほどの私のご説明の仕方

がまずかったかなと思うわけでございます。これの評価というものは両者あわさって完結

するというように思っております。

ただ、財務諸表がこの業務の評価の際に間に合わないのではないかということですが、

先に「資料４」に入ってしまって恐縮でございますけれどもお手元の「資料４」に、13年

度で評価基準を作成していただいて、実際の13年度評価は――規定上、業務実績の報告書

を評価いただく評価委員会への提出期限、それから財務諸表の主務大臣への提出期限は、

同じく３ヵ月以内ということになっており、財務諸表の大臣承認の際には当然この委員会

でご議論いただくということになります。したがいまして、両者は当然セットでご議論い

ただくというようになろうと思っております。

先ほど私が申し上げましたのは、この業務実績の評価基準と財務諸表のご議論は法律上

も別々になっておりますので財務諸表のご議論と業務の部分は別なので、しないというこ

とではなくて、とりあえずそのような形で整理されておりますということを言いたかった

だけでございます。

当然ながら、ご議論いただくときには多分、同一の分科会で同じときにご議論いただく

ことになろうかと思いますので、そこで財務的なご議論も承るということになろうという

ように思っております。

次は、評価基準の指標測定の関係で業務改善の指摘に何が必要かということでございま

す。私ども、今回、形式的なＡＢＣ評価というものを中心としましてたたき台の案を出さ

せていただいのは、外見的な客観性というものをどのような形で求めるかと。定性的なも

のについても、具体的な指標を代替的に用いる等々でご議論いただくわけでございますし

私どもとしてもそれをお願いしたいと思うわけでありますけれども、定性的なものになり

ますと、外部から見てわかりやすさというところではちょっと難しいのではないかという

点もありますが、ある意味でのわかりやすさということを追求したということで、結果的

には少し粗っぽいことになるかもしれませんけれども、このような整理をさせていただい

たわけでございます。
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ただ、今日のは、私どもから出しましたたたき台でございますし、先ほど申し上げてお

りますように試験・研究法人と作業法人ではその評価基準等は明らかに異なると思ってお

りまして、それぞれの法人ごとの特徴に応じた評価の仕方が求められるところであります

ので、そこは分科会での具体の基準作成の際にご議論をいただければと思っております。

それから中項目、大項目、総合評価につきましては、結果としてみんなＡになってしま

った、ウエートづけをした結果Ａになったとしても、ＢＣの部分はどこが問題点なのかと

いうようなものは当然のことながら捨象すべきものでありません。逆に言えば、なぜ、そ

こだけが達成できなかったのかが次の業務に当たりましての重大な反省点になろうかと思

いますので、そこの部分を捨象するつもりはございません。書き方がちょっとまずかった

かもしれません。

あと、定性的な話は先ほど申し上げたとおりでございます。

○松本委員長 会田委員、よろしゅうございますか。

○会田委員 はい。

○松本委員長 そのほか……。

○梶川委員 会田委員のお話と多少共通するところもあるかもしれませんけれども、共

通部分と、新たにつけ加えていただきたい部分もございます。

１つは、この評価基準の作成主体ということで、業績評価という面では業務内容はいろ

いろ特殊性もございますのでそれぞれの分科会で評価をさせていただくということは十分

わかるのでございますけれども、私、財務の方に関心を深くもつ立場として、こういった

財務関係の評価などは、ここの(3)に書かれたように指標の共通化等を含めて各法人、ある

程度共通化していくということも必要であると思います。

この場合、評価の内容によっては分科会を横断的に、共通の討議ができるワーキングな

り何なりをおつくりいただけると非常にありがたいかなというような気がいたします。

今後の基本的活動はほとんど分科会を中心にということになりますと、その辺の共通化

の問題というのが多少弱くなっていくのではないかということで、特に財務的なことはど

ういう法人でもある程度共通に評価できることがあるのではないかということでございま

す。

２つ目は、先ほどの財務評価と業績評価という関連で重複してしまうのでございますが、

私はこの両者は非常に密接なつながりのある部分だと思いまして、特に今回、俗に言われ

る企業会計的評価というものの中には、一般民間企業で言うところのベネフィットとコス
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トがいかに対応するか、この辺の発想を少しでも入れていければという要請があるものと

思います。もちろん、ベネフィットは売上とか経済的なものだけではなくて社会的貢献と

いうものもあるのでございますけれども、コスト・ベネフィット対応という点が、組織を

効率的に運営するために非常に重要ではないかと思います。そういう意味では、１つの成

果としての業績とこの財務評価というのは、必ずしもコストだけではないと思うのですが

やはりコストに代表されるところの財務的な経済資源の費消というものをどのように絡め

ていくかということは、ある意味で独立行政法人がつくられた基本にもつながるのではな

いかと思います。

そういった点は、ちょっと個別のテーマになってしまうのですが項目評価を総合評価に

もつなげる上でも考えるべきものと思います。項目ごとに評価をされた後、総合評価とし

てまとめられるという中で、具体的に言うと、項目ごとのそれぞれの意味づけとか重点づ

けというのは、例えば９割の経済資源をある項目に使って、残り１割を違う項目に使って

いる――それぞれの独立行政法人にとって投入する経済資源の比重は自らの重要なテーマ

と考えるものの１つの表現にはなっていると思うのです。ですから、費用の90％を使って

いるものはＡだけれども、５％使っているものがＣだった場合は、総合評価としては当然

ほとんどＡではないかというケースもあるし、逆のケースであればそれは全く違うことに

なると思われます。

そのようなことを考える上でも、財務上のある種の集計――部門別とかプロジェクトご

との集計のような財務的なデータは、量的な面から総合評価をサポートをするのではない

か。そのようなことを考えまして、その辺をぜひご検討いただければと。

長くなりましたが最後に、一言で財務諸表と結果的に出てくるもの以外に、私ども、評

価をするに当たって財務的なデータをどの程度見せていただけるのであろうか。独法自身

が初めての制度でございまして、今まさによちよち歩きを始めたところで、通常の業務で

も大変でいらっしゃるでしょうけれども、会計の制度も組織の制度も１年２年かけてつく

っていった上でようやく結果が出るものと考えます。

例えば部門別だとかテーマ別だとかといった財務の集計というのは急に出せと言われて

できることではないと思うのですが、例えば財務諸表を出されたときに、こういう付帯的

な財務データが見たいと言った場合に、「はい、そうですか」と言って来年の６月になっ

て出せるところもあれば、出ないところもたくさんあると思うのです。出ないからといっ

て評価できないと言うわけにはいかないと思いますので、今期はどこまでなら可能であっ
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て、来期以降はどういうものをより建設的にご用意されるか。それが量的評価にどのよう

にサポートしていくかというような関連は、今のうちから時間をかけてご用意する必要が

あるのではないか。

そういう意味では、話がもとの共通項の話に戻って恐縮ですが、共通のテーマでの検討

というのを、ぜひ早いうちに始めさせていただきたいというような気がいたしております。

○松本委員長 ありがとうございました。

ただいまの梶川委員からのご意見でございますが、事務局の方で何か……。

○高橋文書課長 先ほど申し上げましたけれども、各法人ごとに決めていかなければな

らないことと、それから、ある程度共通化できるものはぜひとも共通化をお願いしたいと

思っております。

今、梶川委員からのお話もございましたように、財務関係のようなところについてどの

程度できるか、評価をされるのは各分科会でございますので基本的には分科会においてお

つくりいただくことになりますが、それの前段なり、あるいは検証なり、どういう形が妥

当か、作業等の進め方については委員長ともご相談をしながらちょっと検討させていただ

きたいと思います。

○松本委員長 小林委員、どうぞ。

○小林（正）委員 冒頭にありましたように、国民の関心というのは独立行政法人化し

てその独立行政法人を農林水産行政がどう活用してどういう成果が得られるか、というこ

とではないかと思うのです。ですから我々の最終的な評価はそこにあると思って評価をし

ようと考えております。

例えば私たちが担当している研究機関は、農林水産研究基本計画が平成11年につくられ

まして、それに基づいて研究を行っているというのが第１の評価の基準であろうと思いま

す。これは少なくとも基盤的な研究です。それと同時に、国の施策が研究機関にどれだけ

反映されるかということが問われると思うのです。例えば狂牛病の問題が出たときに、こ

ういう研究をしようという緊急の委託研究が国から出されて、それに対してどうこたえた

かということが、独法の成果としてあらわれてくるのではないかと。

基盤的研究に関しては、ここにつくられている評価の記述はあくまでも行政的な文章で

あって、本当の研究機関の研究というのは結果論であって、累積効果などというのはむし

ろ失敗の累積が成功を生むのであって、必ずしも徐々に成功していくものではない。失敗

を繰り返して５年10年かけて初めて成功する大きな研究もある。そのときに単年度ごとに
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評価されたら明らかにＣになります。でも、それが将来、大きな可能性を生む、その可能

性を見極めるかどうかということがこの評価の重要な点ではないかと思うのです。ですか

ら、将来大きな可能性を秘めた研究を切らない、というのがむしろ我々の仕事ではないか

というように思っています。

ですから、このようなＡＢＣという単純な評価では、研究機関はとても評価できないと

思っていますので、全面的に分科会の方にお任せいただきたいと思っています。

それから財務に関しても、すぐに成果が得られるものとそうでないものがあるわけで

すから、これだけ投資してこれだけの結果が出てきたというような単純な数値的なもので

はいきなり判断できないというところがありますので、その辺のところももう少し考えて

いただきたいと思っています。

○松本委員長 ありがとうございました。

ただいまの小林委員の、特に評価Ｃについてはもっと慎重に行うべきだというご意見に

対しまして……。

○高橋文書課長 技術会議から後でまたご説明させていただきたいと思いますけれども、

評価の際に、特に一番最後のところの試験・研究の短期間で評価できない項目というのは

かなり多いだろうと思うのです。特に基礎研究の部分では中期目標あるいは中期計画の評

価期間として５年そのものが妥当なのかどうかというのはあろうかと思うのですけれども、

１つの姿としてあらわれてまいりますので、そこが１つの区切りではないかというように

思っております。

と申しますのも５年では、逆に言いますと組織の議論とかいうものも最終的には取りつ

ぶされてしまうというのがこの独立行政法人の１つの特徴になっておりますので、その段

階での一定の区切りというのは要るだろうなと思うのです。

ただ、毎年度のものにつきましては、できるものはどんどん指標化をしてやっていく。

それは作業法人の場合と試験法人の場合とか、各法人によりまして随分違うのも承知して

おるわけでございますけれども、指標化できるものはできるだけしていったらどうかとい

う観点です。

ただ、何度も申し上げますけれども、ここに出してあるのはあくまでもたたき台であり

ます。今まで農水省がやっておりますのは政策評価的な指標だけでございますので、先ほ

ど小林委員のご指摘のございましたような項目について、どのようなやり方が妥当かは、

よく相談をしていきたいと思っております。
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○松本委員長 そのほか、どうぞ。

○山野井委員 質問を１つ申し上げたいと思います。２ページ目の２の(1)の②に「業務

運営の改善すべき点について改善の方向その他の勧告を記述するものとする」と書いてご

ざいますが、この内容といいますか範囲は、例えば目標とか計画を一部修正した方がいい

のではないか、というような範囲を含むものかどうかということです。

それに関連して、例えば外国等である研究部門に関係する大きな進展があって、急遽テ

ーマをある程度変えなければいけない場合に、この評価委員会とか分科会というのはどう

いうかかわりをもつのか、それについて教えていただきたい。これがご質問でございます。

それから意見は、先ほど出ておりましたように業務の進捗と財務の進捗というのは分け

て考えることはできないと思うのです。例えば業績は95％進んだけれども、お金は110％使

ったというケースを一体どういう評価をするのかという問題です。どっちが重いかという

問題があると思うのです。

それから、お金は予算どおりだったけれども、すばらしく進捗したという場合は逆に少

コストというか少資源で研究したことになりますので、その進捗状況とのバランスで言え

ばあるいはＡになるかもしれないというケースがあるのです。

したがいまして、こういうケースの場合、業務の進捗と財務の進捗の２つをそれぞれ別

々というのは私はあり得ないのではないかという、先ほどご意見がありましたとおりだと

思っています。

○松本委員長 では、質問に対する答えからどうぞ。

○高橋文書課長 まず、中期目標なり中期計画は、独立行政法人の通則法の中で中期目

標の規定があるわけでありますけれども、中期目標というのは当然のことながら変更とい

うことも想定されております。ただ、中期目標自体の変更を及ぼすだけの画期的な事態の

変化があるかどうかで、そこは、今のような目標の中ではかなり弾力的な目で読めるよう

になっているのではないかと。

逆に言うと、今の計画では、中期計画にしろ、年度の事業計画にしろ、緊急突発的なも

のもかなり読み込めるようにはなっている。事業計画を単年度の事業計画の中に書き込め

ば、よほど大きな進路変更でない限りは大丈夫ではないかなと。もちろん、変更は可能で

ございます。

○技術政策課長 先ほどの小林委員のご質問も含めてお答え申し上げたいと思います。

まず、小林委員のお話でＣの積み重ねが将来のＡにつながるという点でございますが、
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独法評価委員会での評価というのは５年タームの中期目標、中期計画に照らして独法の業

務がどう進展しているのかという観点で評価するというのは明らかだと思っております。

そういう意味では、例えば５年後にこういう品種を開発しましょうという目標があって取

り組んで、１年２年３年目はその品種などは出てきませんけれども、その過程で例えばよ

さそうな交配をやったりよさそうな系統が見えてきたとか、先々の５年後の品種につなが

るような動きというのは当然出てくるわけですから、そういうのも踏まえて評価なさって

いただければありがたいと思っています。

それから山野井委員の業務改善の話ですが、研究の方は中期目標、中期計画に照らすわ

けですけれども、私どもといたしましては実は中期目標の後ろ盾となるような研究技術開

発の戦略というものをつくっておりますので、ゆくゆくはその戦略に影響を及ぼすことに

なると思います。ですから、評価の際に技術革新が極めて早い部分があって、今、そうい

うものに取り組んでも意味がないというような事態が発生しますれば、それは中期目標計

画より以前に私どもの戦略の見直しにもつながることもあるのではないかと思っています。

いずれにしてもそういう具体的な状況に照らしてこの辺の業務改善のご意見を受けとめさ

せていただくことになるというように思っております。

いずれにしても農業技術分科会でまたご議論させていただいて、いい方向にもっていけ

ればというような気持ちでおりますので、よろしくお願いいたします。

○小林（正）委員 大体の考えはよくわかりましたけれども、先ほど95％達成に対して

110％の投資が行われたけれども、最終的に品種が出なかったというようなことだってあり

ます。逆に言うと、こういう研究というのは最後の成果が出て初めて評価されるものであ

って、その間の評価というのは非常に難しいものがあると思います。ですから単純に数値

だけであらわせない部分があるわけで、そういったＣ評価の研究が見事実を結んだという

ような運営があれば、僕はこれは信念を持った運営として高く評価すべきものだろうと思

います。

それと同時に、先ほど、どれだけ投資してどれだけ結果・成果が得られたかということ

は、あくまでも比較の問題なのです。例えば今、ロケット１台打ち上げて、失敗すれば20

0億円がパーになるのです。その回収のためにまた数十億かける。それに比べて例えば１つ

の研究に何百万、何千万投資してそれなりの成果が得られたかどうか。つまり、あくまで

も比較の問題なのです。そうすると、１つの限られたソースの中でどれだけの成果が出た

かが、全体的な評価にも結びつくと思うのです。
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その辺のところで、１つの研究の投資が110％であるかどうかというのはなかなか評価し

にくいと思うのです。ほかでは60％の投資で同じ成果を上げているじゃないかというよう

なことになると、ほかでも成果が上がるようなものというのはもう研究ではないのですね。

他人がやってないことをやるというのが研究ですから、その研究というのはある程度結果

論的なところがあると思うのです。その辺のところは巨視的に見るということが必要なの

ではないかと思います。

それから、中期目標とか中期計画の変更に結びつくまでいかなくてもいいと思うのです。

というのは、政策的なものであれば委託事業として展開すればいいわけです。緊急のもの

に対しては何も目標そのものを変更しないで委託事業をどんどん法人に向ければいい。そ

れに対して法人の方は人件費をしこたま取る、というようなたくましい姿勢が必要だろう

というように思います。

ですから、これは運用次第でいかようにも活性化できるというように思っています。

○松本委員長 ありがとうございました。

○土井委員 今、こちらに宿題が回ってきたような感じで戸惑っているのですが、評価

委員会はやろうと思えば仕事は幾らでもあるような気がするし、手を抜こうと思えば幾ら

でも手を抜けるような感じもしまして極めて難しい。

具体的にはイメージがわきにくいのですが１つだけお伺いしたいのは、評価の過程は、

こういう会議があって、担当のところから報告があって、そのいろいろの質疑の後で評価

するという形になりましょうか。それが１つです。

それから、分科会で独自の方針といいますか独自の尺度でやることも必要ではなかろう

かというご意見がありましたけれども、それはできるだけ共通したものでやりたいと思い

ますし、またそのすり合わせも必要ではないかと思います。

それから３つ目として、中期目標とかいろいろ目標がありますけれども、これは担当の

すべてを網羅した目標が出てくるのか、それとも、これはちょっと隠しておこうなという

目標があるのか。そういうところのチェックはどうするのか、そういう面がちょっと気に

なるので教えてください。

○松本委員長 ３点のご質問がありましたけれども、それについてご回答を。

○高橋文書課長 まず、年度末までに各法人ごとの具体的な基準を策定していただくと

いうことだと思うのですが、当然ながら共通項目もあれば、試験・研究と作業法人では全

然違いまして特徴があるものでございますので、とりあえずは分科会でこの基準というも



- 37 -

のを作成していただいたらどうかということでございます。

ただ、先ほどもご意見がございましたように共通部門の評価については委員長ともご相

談をしながら、何らかの形で汎用性があるようなものにさせていただきたいというように

思っております。

そのような評価基準をもとに、今度、具体の評価は各法人が、それぞれ業務の実績なり

財務状況というものを各法人ごとの分科会で「このような業務を行いました」あるいは

「このような状況でございます」という形で報告をさせていただいて質疑応答、ヒヤリン

グを行った上で、多分その場でということにはなりませんので、一定のお集まりをいただ

いて評価を決めていただくということになろうと思います。

最後の中期目標、中期計画は、あくまでも法人としての基本的な方向を位置づけるもの

で、大臣が目標を定めて当該法人そのものが当該計画を定めるわけでございますので、そ

こには何か隠れたものとかは一切ございません。

○松本委員長 よろしゅうございますか。

そのほかございますでしょうか。

○有馬委員 評価のところは、段階評価なり、いろいろと議論がありますが、私が一番

気になりますのは、段階評価をしたものに対する受け皿の問題であります。というのは、

この評価をしたときに、それを受け皿として受け取られるところは農林水産大臣だろうと

思いますけれども、その評価をする場合にどうしてほしいというようなことまで評価をす

るとなると、例えばＡなど、どうしてほしいというのが比較的わかりやすい場合と、それ

が全くわからない場合とがあろうかと思います。一番問題は、Ｃが出たときの、どうして

ほしいというような受け皿というものは大変重要だろうと思っております。

それで私の質問は、「なお」以下の文章はどういうことを言っておられるのかが少々わ

かりません。私の言いたいことは、評価をなされたときに取り得る受け皿、あるいは受け

皿をこうしてほしいというようなことも評価するのか、ということでございます。

○松本委員長 それでは、評価に対する受け皿をどのようにお考えかということで、事

務局からご説明をお願いします。

○高橋文書課長 この第三者評価というものは、当然のことながら次年度以降の当該法

人の業務運営に反映させるべきが基本だと思っております。その場合に受け皿をどうする

かということでございますが、Ａであれば、うまくいっているのだからそのままでいいの

ではないかという考え方もあろうかと思うのですけれども、特にＣのような項目があった
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場合については今後いろいろな受け皿があるかと思うのです。法人との相談というか法人

が考えていたことかもしれませんけれども、説明責任をもう少しきっちりするということ

が大事なのではないかと。例えばＣであったものについて、その次年度以降の業務をどう

いう形で行うのか。引き続き行うにしても改善をして行うのか、あるいはＣであったこと

についてＣのままでもやはり続ける必要があるのかどうか。そういったことを当該法人と

しては次の事業計画の作成の段階で説明責任として出していくというような方法もあるの

ではないかというように思います。

ただ、Ｃ項目もいろいろな場面が想定をされますので、すべてがすべてそういう方法が

いいのかというのは、私としては断定できないのですけれども少なくとも今のような説明

責任というものは必要だろうというように思っております。

○有馬委員 法人ご自身に対する姿というのはわかるのですが、私の質問はむしろこの

後段でありまして、「なお」以下のところの文章で、法人がやられたことの受け皿の方で

ございます。

○高橋文書課長 質問をちょっと誤解しているむきもあると――「なお」書きというの

は１ページの(3)の中段の「なお」書きでございますか。

○有馬委員 ２ページ目の(3)の下から３行目の「なお」です。

○文書課長 ああ、失礼いたしました。これは先ほど説明が足らなかったかもしれませ

んが、行政評価法の方の政策評価というので、私ども農林水産省自体の政策についての政

策評価で、12年度分から既にスタートして実施をしている農林水産省が個別に行っており

ます様々な政策についての評価でございます。その政策評価についての目的とかは、単に

ＡＢＣの評価をするだけでなくて、なぜＡであったのか、Ｂであったのか、Ｃであったの

かという要因分析を中心に次の政策に反映させていこうということで、例えば試験・研究

なら試験・研究で講じた手段の達成度合いをＡＢＣという形で３段階評価を行っていると

いうことをここでご紹介しているだけでございます。

(3)は、今回の独立行政法人の評価の話とは別に、農林水産省の政策評価としては、政策

に当てはめてこのような３段階のランクづけの評価を実施しているということを、３段階

評価の事例として書かせていただいたということでございます。

○松本委員長 よろしゅうございますか。

○有馬委員 結構です。

○松本委員長 そのほか、ございませんでしょうか。――
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独立行政法人の評価基準につきましては、事務局から説明がございました「独立行政法

人の評価の考え方について」に加えて、本日、委員の先生方からたくさんのご提議がござ

いましたご意見に基づきまして各分科会においてご審議いただきしまして、分科会の議決

をもって委員会の決議とさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。

○加藤委員 そうしますと、単純な質問ですが「資料３」の案は、あくまで分科会への

参考資料という形で、これに従ってやれということではないということですね。

○高橋文書課長 そのように……。これはたたき台です。

○松本委員長 たたき台ということです。

○加藤委員 わかりました。

○松本委員長 長時間にわたりましてどうもありがとうございました。

それでは、次の議題でございます今後の進め方について、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 お手元に用意させていただいております１枚紙の「資料４」の「今後

のスケジュール（案）」ですが、今後、個別の法人ごとの評価基準につきましては、遅く

とも来年の３月までには着手をしていただきたいというように思うわけでございます。

この評価基準を用いまして、６月30日までに提出されます13年度の17の各独立行政法人

ごとの業務実績あるいは財務諸表を、７月以降の評価委員会及び各分科会で評価、ご検討

といいましょうかご議論をいただくということだろうと思っております。

以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

何がご質問ございませんでしょうか。

よろしゅうございましょうか。――

それでは、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とさせて

いただきます。

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や文書閲覧

窓口において行うこととなります。

資料の取り扱いにつきましても同様となりますので、よろしくお願いをいたします。

予定しておりました時間もそろそろ過ぎるようでございますので、本日の第２回の委員

会はこれにて閉会とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

――了――


