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第９回農林水産省独立行政法人評価委員会議事次第

日 時：平成１７年８月２９日(月)１３：３０～

場 所：三田共用会議所第四特別会議室

出席委員：小野委員長代理、有馬委員、井上委員、井原委員、内山委員、大川委員、梶川委員、

小坂委員、小林委員、白木原委員、手島委員、土井委員、德江委員、中村委員、日和

佐委員、萬野委員、宮城委員、向井委員、惠委員、山本委員、吉武委員、渡邉委員、

清野臨時委員、忠臨時委員（２４名）

１ 開会

２ 議事

（１）各分科会の審議の経過及び結果について（報告）

（２）中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて

① 農林水産消費技術センター

② 肥飼料検査所

③ 農薬検査所

④ 種苗管理センター

⑤ 家畜改良センター

⑥ 林木育種センター

⑦ 水産大学校

（３）その他

３ 閉会
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午後１時２８分 開会

○小野委員長代理 定刻となりましたので、ただいまから第９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、松本委員長が所用のため欠席でございますので、農林水産省独立行政法人評価委員会

令第４条第３項の規定に従いまして、前回の第８回農林水産省独立行政法人評価委員会で委員

長代理の指名を受けました私、小野が委員長代理として本日の会議の議長を務めさせていただ

きます。代理の役割を大過なく務めたいと思っておりますので、どうぞよろしくご協力のほど

お願いいたします。

委員の皆様におかれましては、暑い中、またお忙しい中、ご参集いただきましてありがとう

ございます。

開催に当たりまして農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第１項において、会議の定

足数は過半数とされておりますが、委員、臨時委員31名のうち、22名が出席しておりますので、

本日の委員会は成立要件を満たしていることをご報告いたします。

それでは、本日の配布資料の確認を事務局からお願いいたします。

○文書課課長補佐 文書課の園田と申します。よろしくお願いいたします。

資料の頭に配布資料一覧、議事次第があるかと存じますが、その後に資料１、資料２、資料

３の１から３の８、資料４及び資料５を用意しております。右肩にそれぞれ資料番号を付して

おりますので、配布資料一覧と見比べながらご確認いただければと思います。

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

のみを卓上に配布させていただいております。具体的には配布資料の一覧、議事次第、資料１、

資料２、資料３の５、資料３の８及び資料４を配布させていただいております。

なお、このうち資料４につきましては、後ほど説明が改めてあるかと思いますが、これは委

員限りということにさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

また、資料の最後には、中期目標期間終了時の見直しについての農林水産大臣からの諮問文

を添付しております。

よろしかったでしょうか。

なお、事前送付の時点では一部の業務が国土交通省と農林水産省の共管になっております北

海道開発土木研究所につきまして、昨年の見直しにおいて独立行政法人土木研究所との統合や

研究の重点化を行うことが示されましたことから、見直し内容に係る進捗状況をご報告したい

と考えておりました。しかしながら、いまだ具体的な内容について、主務省であります国土交
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通省内において慎重に議論を重ねている状況にございまして、残念ながらここでご報告ができ

ない状況となっております。

そのため、本日の議事とはせずに、今後、農業技術分科会における統合独法及び中期計画の

検討を行う中で、共管部分の具体的内容についてご意見を賜りたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

○小野委員長代理 ありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと思います。

まず、最初の議事ですが、各分科会の審議の経過及び結果についてです。

本年２月の評価委員会以降、各分科会において法人の評価基準の見直しや平成16事業年度の

業務実績評価等についてご審議いただいてきたと思います。各分科会における審議の経過及び

結果につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会議事規則第８条第３項の規定に基づ

きまして、委員会に報告いただくことになっておりますが、各分科会の審議の状況については、

資料２をごらんいただいて、各分科会からのご報告とさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

特にご異論がなければ、そのようにして、次の議事に進みます。

中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについてです。

きょうこれがメインテーマだと思いますが、まず事務局よりご説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 事務局の方から簡単にご説明させていただきます。

独立行政法人の見直し当初案につきましては、８月末までに作成し、総務省に提出すること

となっておりますが、独立行政法人通則法第35条第２項におきまして、中期目標期間終了時の

法人の事務・事業等の見直しの検討に当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない

とされております。資料の最後に、先ほどのとおり、農林水産大臣から評価委員会あての諮問

文の写しをお配りしておりますので、ご確認をお願いいたします。

○小野委員長代理 それでは、まず各分科会より、分科会における見直しに係る議論について

報告をお願いしたいと思います。

まず、農業分科会からお願いいたします。

○農業分科会長代理（德江委員） それでは、私から申し上げたいと思います。

８月23日に行われた農業分科会におきまして、次のような意見がありましたので、参考まで

にご紹介させていただきます。

まず、第１番目、職員の身分でございます。今回見直しを行う５法人の職員の身分について
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は、前回の農業分科会から言われてきたとおり、専門的知見を要する業務を実施していること

や行政処分の前提や公権力の行使を伴う業務等を行うこと、国際的な信頼性を必要とすること

などから、現時点では公務員の身分である方が望ましいという意見もありました。

２番目、地方事務所の配置についてでございます。農林水産消費技術センターをはじめ他の

４法人についても地方事務所の配置は適切である。また、これまでの見直しの状況や中期的に

集約を行うという見直しも盛り込まれているなど、良い資料となっているという意見がありま

した。

３番目、農薬検査所、肥飼料検査所の組織の統合についてでございます。仮に統合した場合

の問題点について、より具体的な説明が必要ではないか等の意見がありました。

○小野委員長代理 ありがとうございました。

次に、林野分科会からお願いいたします。

○林野分科会長代理（有馬委員） 林野分科会の木平分科会長が今日は所用のために欠席でご

ざいます。代理を務めております有馬が説明を申し上げます。

林野分科会では、８月26日に開催されました第21回林野分科会において、林木育種センター

の見直し当初案についての説明を受けたわけでございます。結論といたしまして、林野分科会

といたしましては、提出された当初案については特に意見なしという取りまとめを行いました。

すなわち、単独独法、それから特定公務員型の維持ということでございます。林野分科会にお

いて委員から提出された主な意見といたしましては、その根拠になりますのは、林木ジーンバ

ンク事業等国のやるべき業務について強調主張すべきであるということが第１点目でございま

す。

第２点目が我が国の気候、これは世界的に見ても大変多様に富んでいるおり、その自然条件

に合ったフィールドにおいて林木育種事業を林木育種センターが行うことが必要であるという

ことを特に主張すべきという内容のものがございました。

○小野委員長代理 ありがとうございました。

水産分科会について私から報告させていただきます。

水産分科会は８月25日に開催されまして、今の問題については、特に水産大学校の見直し素

案がテーマでありましたけれども、その分科会におきまして、職員の身分については非公務員

化へ移行するものとした上で、引き続き農林水産省所管の独立行政法人として事業を実施して

いくとする見直し素案について、各委員から特段に意見はなく、了承されました。ほかの問題

も２、３議論されましたが、主要な内容はこういう内容であります。
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それでは、次に文書課長より、見直し当初案整理表の説明をお願いいたします。

○文書課長 見直し当初案の考え方につきましては、前回の委員会でお示しいたしましたもの

と基本的には変わっておりません。しかしながら、職員の身分につきましては、前回の評価委

員会におきまして、各法人の公権力行使の内容や求められる中立・公平性などの観点からの検

討が必要ではないかというご意見をいただきましたことから、この件についてご説明をいたし

ます。

農林水産省といたしましては、今回見直し対象となった独立行政法人は、国と一体となって、

または国にかわって業務を執行するものであることから、本来、国の責任で行うべき業務であ

ると考えております。

一方、独立行政法人制度が国民に十分に浸透していない現段階において、公務員の身分を有

している現在におきましても、立入検査等に当たって関係者の協力を得られにくいという事態

が実際に発生しております。これらの中で職員の身分を非公務員化した場合に、関係者の理解、

納得が得られず、円滑な業務の執行に支障が出る可能性があり、その場合、食の安全・安心や

食料の安定供給の確保ができなくなるおそれがあると考えられます。

各法人ごとにどうかということにつきまして、見直し当初案整理表の中に、それぞれ具体的

内容を記述しております。それぞれについて申し上げます。

まず、農林水産消費技術センターにつきましては、資料３－２の８ページに記載しておりま

すけれども、消費者の関心が高く社会問題となり得る偽装表示を摘発するための立入検査等の

強制力を伴う業務や大規模な食品事故が発生した場合などの緊急時において、農林水産大臣か

らの要請への対応などの業務を行うこととされており、証拠隠滅などのおそれがあることや国

民の健康・安全にかかわるものであることから、迅速かつ中断なく実施する必要があるほか、

立入検査等の実施に際しては、被検者に大きな影響を与えるといった特徴があります。

次に、肥飼料検査所につきましては、資料３－３でございます。ＢＳＥの原因と言われる異

常プリオンなどの有害物質を含む製品を発見するため、資料の８ページにありますとおり、製

造現場への強制的な立入検査、製品の収去、収去品の分析などを行っております。これらの業

務はＢＳＥのまん延防止をはじめ有害物質の混入した飼料の生産、流通を防止するなど、国の

責務である国民の健康及び食の安全・安心の確保に必要不可欠であるといった特徴があります。

さらに、飼料添加物についてはＯＥＣＤ加盟国間における試験施設の査察に関しまして、他

国でも国家公務員の身分を持つ機関が実施しており、我が国においても同様の身分で行うこと

により、国際的な信頼性を確保する必要性があります。
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農薬検査所につきましては、資料３－４の４ページでございます。農薬の安全性等を確保す

ることを目的とした農薬登録という行政処分の前提となるものであるとともに、農薬に起因し

た国民の健康等に直接かかわる被害が発生した場合には、農薬の製造者等に立入検査を行うこ

ととなっております。

農薬は毒性が強く、環境への影響や国民の健康に危害を及ぼす可能性があることから、これ

らの業務は国の責務である国民の健康及び食の安全・安心の確保に必要不可欠であるという特

徴があります。

さらに、ＯＥＣＤ加盟国間における試験施設の査察については、他国でも国家公務員の身分

を持つ機関が実施しており、我が国においても同様の身分で行うことにより、国際的に信頼性

を確保する必要があります。

次に、種苗管理センターについてでございます。資料の３－５の16ページであります。

栽培試験は、いわば植物の特許とも言うべき知的財産権である育成者権を、国が新品種の育

成者に付与するため、登録要件を満たすか否かの判断を行う審査として、国際条約及び種苗法

に基づき出願品種の特性を調査するものであり、知的財産権については平成14年に制定された

知的財産基本法のもと、その保護の強化が重要な国家戦略となっております。中でも知的財産

権の侵害対策は重要課題とされ、育成者権についても例えばイチゴの「とちおとめ」などの種

苗が不法に海外に持ち出され、収穫物として我が国に逆輸入されるといった事態が発生し、新

品種の権利の侵害によって産地に重大な影響を及ぼすおそれが生じています。このため、これ

まで以上に強力な保護強化策を講ずることが求められており、種苗管理センターはこの分野に

おける我が国唯一の専門機関として重要な一翼を担っているところであります。

また、種苗法に基づく指定種苗の集取・検査やカルタヘナ法に基づく立入検査は、種苗の品

種名や農薬使用の表示義務や遺伝子組換え生物の使用規制を担保するため、国による違反種苗

の販売禁止命令等の行政処分の前提として被検者は拒否できない強制的な検査を行うものであ

ることから、いずれも国の責務である食料の安定供給や食の安全・安心の確保に必要不可欠で

あるといった特徴があります。

家畜改良センターが行っている業務につきましては、資料３－６の10ページにあります。

種畜検査は、牛、豚、馬の雄による伝染病疾患及び遺伝性疾患の伝播を防止するため、検査

に合格した種畜以外は営利目的で利用することを制限するものであり、その処分は行政不服審

査法による不服申し立てを行うことができないものです。

また、牛個体識別台帳の管理等は、記録の正確性を確保するため、これまでに登録された約
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1,000万頭にも及ぶ記録や個人情報について、職権による記録、修正、届け出の催促等を国と

一体となって行うものです。

さらに、11ページに移りまして、種苗法に基づく指定種苗の収集・検査やカルタヘナ法に基

づく立入検査等は、種苗の品種名や農薬使用の表示義務、遺伝子組み換え生物の使用規制を担

保するため、国による違反種苗の販売禁止命令等の行政処分を前提として被検者が拒否できな

い強制的な検査であることから、いずれも食の安全・安心に対する消費者の不安を解消するた

め、国が責任を持って実施する必要があるといった特徴があります。

林木育種センターについては、資料３－７の７ページでございます。

林木の新品質の開発及び林木ジーンバンク事業といった業務を行っております。新品種の開

発については、林木育種センターが我が国唯一の実施機関となっていることから、原種の配布

に当たっては特定の地域や機関などに偏重することなく、公平性、中立性を確保し、都道府県

や種苗生産業者、森林所有者の信頼を得つつ、育種品種による森林整備を推進し、国の全体の

安全で快適な生活の確保という公共の利益を確保する必要があるといった特徴があります。

林木ジーンバンク事業については、林木の遺伝資源の収集・保存は、樹木を自然の状態で保

存し、長期間にわたる特性の調査や絶滅のおそれのある樹木について、生態の一部や種子等の

採取を行う必要性があることから、樹木や土地の所有者の協力を得て実施する必要があり、そ

のためには公平、中立な立場の者がその業務を行うことで信頼を得る必要があるといった特徴

があります。

水産大学校については、資料３－８でございます。前回の案では、労働争議が発生して業務

が停滞したときには、学生に対する練習船による実習教科や生きた動植物の教育・研究の教材

としての安定的な確保が困難となり、学生教育に大きな支障をもたらすおそれがあること等か

ら公務員型が必要であると考えていたところでありますが、水産分科会、評価委員会での指摘

を受け、６ページにあるとおり、公務員以外の者が担うことにより支障が生じないよう、職員

の雇用と労働条件等の確保に配慮した上で、関係省庁、機関の協力を得て非公務員化すること

といたしました。

以上のようなことから、水産大学校を除く６法人については、業務の特徴を踏まえると、現

時点においては職員の身分は公務員である必要があると考えられます。また、水産大学校につ

いては、ご説明いたしましたとおり、非公務員化することといたしました。

○小野委員長代理 ありがとうございました。

それでは、次に前回の評価委員会において、肥飼料検査所と農薬検査所の統合について、統
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合すべきではない理由をより具体的に示すべきだという意見がありましたが、その件につきま

して、農産安全管理課長より説明をお願いいたします。

○農産安全管理課長 資料４と書いてあります１枚の紙でございます。

肥飼料検査所と農薬検査所の統合について（試算）でございます。先ほどもございましたけ

れども、限られた時間での作業ということもございますし、また試算に当たって本当はさまざ

まなパターンが想定されるという中で、一定の前提条件を付して作成したものということでご

ざいますので、配布は委員限りとさせていただきたいということでございます。

肥飼料検査所と農薬検査所でございますが、肥飼料検査所は製造現場に立ち入ってサンプリ

ングをして、肥料なり飼料に混入されている有害物質を明らかにしていく業務が主体でござい

ます。一方、農薬検査所は、毒性が強い化学物質である農薬について、膨大な試験データを検

証し、毒性や残留性などを踏まえた使用基準を作成するといった作業が主体ということでござ

いまして、当然対象となる物質の性質や業務の進め方が全く異なっているということでござい

ます。このため、前回も申し上げましたように、統合したとしましても職員や施設の融通とい

ったメリットはなかなかないのではないかと考えているわけでございます。

そういう中で、統合ということで管理部門のみでも効率化を図った場合を想定して検証して

はというお話もございましたので、検証してみたものでございます。

資料の左肩の上のところは、現行のそれぞれの体制でということでございます。現行では肥

飼料検査所の本部、農薬検査所とも理事長が１名、理事が１名、非常勤の監事が２名というこ

とでございます。これに肥飼料検査所の本部の方では管理部門が17名、検査部門が47名、農薬

検査所では管理部門が９名、検査部門が63名という体制で現在業務を行っているということで

ございます。

所在地は、それぞれさいたま市と小平市ということで、両法人の経常費用を合わせますと約

26億円ということでございます。

現在の仕事の進め方でございますが、理事長につきましては、肥飼料、農薬に高度に特化し

た検査機関の長ということで、肥飼料なり農薬に対して検査技術のみならず、幅広く高度な知

見を持った方が担当しておりまして、技術的な業務というものを主体としてやっていただいて

おります。一方、理事は行政経験がある方でございますので、人事、予算、渉外など業務全般

の運営管理、また当然私ども本省との調整、連絡といった業務を担当しておるということでご

ざいまして、お互いに理事長と理事が相互の業務について検討、調整することによって、組織

全体として業務を適切に遂行しているということでございます。
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このため、なかなか場所も離れておりますし、専門性も違うということでございますが、統

合後の組織ということで考えますと、肥飼料に関する高度な知見を有する者、農薬に関する高

度な知見を有する者と組織の総合調整を担当する者という合計３名の役員体制で動かすのが適

切ではないかと考えている次第でございます。

しかしながら、統合後の体制と書いたところで、肥飼料検査所本部の理事のところが薄い字

で書いてありまして、赤い線で消してあるわけですが、役員数について見ますと、他の法人の

、状況なり横並びを見るということになりますけれども、ほぼ200人程度の規模ということでは

現実的には役員２名という体制にせざるを得ないのではないかと考えておるわけでございます。

このため、肥飼料部門に理事長、農薬部門に理事を充てて、理事長は技術的な業務に加えまし

て、肥飼料部門と農薬部門を合わせた人事、予算などの総合調整も担当していただくという体

制を想定せざるを得ないということでございます。

試算としては、今申し上げましたように、理事長１、理事１ということで、それぞれご専門

の方にお願いをするということで試算をいたしました。

役員を２名とした場合でございますが、まず経費の削減についてでございます。右側の上の

箱の中になりますが、理事長、理事、監事を人件費の削減ということで2,700万円ほど、それ

から管理部門の人件費、これは農薬検査所の方は９名でございますけれども、他の事業所で大

体40名から50名ぐらいのところを横並びで見ますと、６名ぐらいの管理部門の者がいるという

ことで、９人を３名減少させているということでございます。雑費としては通信費などがやや

増加するわけでございますが、トータルといたしますと約4,000万円程度の経費の削減になる

のではないかということでございます。

一方で問題点でございますけれども、現在、それぞれ理事長が１人、理事が１人という体制

に比べてどういう問題が起こるか考えたわけでございます。

１つは、統合に伴いまして新たに予算配分、人事配置といった肥飼料関係の部門とそれから

農薬関係の部門の調整業務が発生するのではないかということでございます。理事長、理事に

は相当な努力を求めるということになるわけでございますけれども、予算や人事の配置、部門

間の調整といった部門に、現行の体制に比べれば十分に対応できないというおそれがあるので

はないかというのが１点でございます。

２点目でございますが、理事長と理事が別々の場所で業務を行うということでございまして、

それぞれの部門での常日ごろの業務の状況なり、職場環境といったものに対する認識あるいは

情報というものが、なかなか共有することは難しいのではいか。通常の電話での連絡で十分な
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かなかできないのではないかということでございます。

それから、３番目でございますが、緊急事態が発生したときの対応でございます。こういう

場合には理事長と理事が即決をし、短時間に双方が情報を共有できるように、同じ場所で分担、

連携して対処するということになるわけでございます。過去の例を見ましても、無登録農薬事

件の際には、役員２人のうち一方が立入検査の技術的な指示とか結果の分析、評価、原因物質

の特定といった技術的なものを担当し、もう一方が都道府県や本省との連絡調整、必要な予算

の確保を担当するというぐあいに役割を分担して何とか対応してきたというのが実情でござい

ます。

統合後に同様の事態が生じた場合には、４人の体制から２人でやるということになりますの

で、緊急事態が収束するまで間、もう一方の業務に支障を来すおそれがあるのではないか。こ

ういう３点ほどの問題点があるのではないかということでございます。

以上のように、統合した法人の役員、理事長、理事、それぞれ相当な努力をしていただくと

いうことでございますけれども、現在の４人の体制ということに比べれば、業務の運営なり対

応に十分でない面が出てくるということは否定できないのではないかと考えている次第でござ

います。私どもといたしましては、食品の安全性とか農作物の安定的な供給ということで、直

接的に人の健康なり生命に影響を及ぼすということもございますので、そういう意味では業務

の運営なり対応といった面でリスクを増大させることは適切ではないのではないかということ

で、当然、業務の重点化、効率化、今までもやってきたわけでございますが、引き続き積極的

に進めるということで、経費の削減に努めながら対応なり業務の運営といった面でのリスクを

現在と同じレベルに抑えておきたいということでございます。

○小野委員長代理 ありがとうございました。

それでは、次に前回の評価委員会において、各法人の地方事務所等の配置について、より具

体的な配置理由を示すべきだというご意見がありましたが、文書課長より説明をお願いいたし

ます。

○文書課長 地方組織の配置につきましては、資料５に記載をしております。７法人のうち水

産大学校と農薬検査所が１カ所でございますので、地方組織を有する５つの法人につきまして、

それぞれ配置の考え方を示しております。順次ご説明をいたします。

まず、農林水産消費技術センターでございます。これは全国各地に存在する食品製造事業者

等に対する立入検査など現地での対応が不可欠であることから、現地へのアクセスの利便性等

の観点から、ブロック機関として地域センターを設置することにより業務の迅速性を維持して
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いるところであります。例えば岡山センターを神戸センターに統合した場合には、神戸からの

移動時間が５時間以上を要し、緊急時における迅速な対応が困難となる地域が生じることにな

ります。また、これまで業務内容の変化や各センター間のバランス等を踏まえ、随時必要な見

直しを行ってきたところであります。仮に地域センターを統合した場合、迅速性及び効率性が

大きく損なわれる地域が生じることになり、その結果、不正な食品表示等の取り締まりにも支

障が生ずることから、現在の１本部７地域センター体制が適当であると考えております。

次に、肥飼料検査所であります。肥飼料の製造業者は、その原材料の多くを輸入に依存して

いることから、主要な輸入港が所在する県内及び隣接県内に製造事業所の約８割が立地してお

り、これらの製造業者へ迅速に立入検査を実施するとともに、窓口において登録等の手続に関

する相談を実施するため、肥飼料検査所の地方事務所をこれらの輸入港が存在する経済圏の中

心都市に配置しているところであります。

安全性が確認されていない遺伝子組み換えトウモロコシの飼料原料への混入など水際での検

査が増加していること、特に食品の安全性の確保のため、緊急時における立入検査の迅速な実

施が重要になっていること、また産業廃棄物処理業者等による汚泥等を原料とした肥料のカド

ミウム等有毒成分による肥料取締法違反が増加している中で、これらの業者に対する日ごろの

指導が重要になっていることから、これら地方事務所の配置の必要性がますます高まっている

ところであります。

次に、種苗管理センターについてであります。同センターは、栽培試験は世界各地に原産地

を持つ多種多様な出願品種を、最適な環境条件で特性を調査し、正確なデータを得る必要があ

ること、指定種苗の集取・検査は、迅速かつ機動的に全国に散在する種苗業者へ出向き、種苗

の集取をする必要があることから、全国に農場を分散配置して業務を行う必要があります。

また、原原種生産・配布は、ばれいしょ等はウイルス感染すると防除不可能で大被害を与え

るおそれがあるため、周囲から隔離された圃場で、大もとになる原原種を生産する必要がある

こと、複数の農場で栽培してリスク分散することで、台風や冷害による不作時や万一の病虫害

の発生時も含め、必要量に見合った優良種苗を確実に生産し、配布する必要があることから、

北海道向けについては北海道及び本州の５農場を中心に、各県向けにつきましては、本州、九

州などの各農場においてそれぞれ生産することにより、種苗管理センター全体として道県の需

要量に見合った原原種を安定的に供給する必要があります。

その結果、例えば春植え用ばれいしょ原原種については、道県からの申請数量を1,310トン

に対して99.7％の配布率を達成するなど、独立行政法人としての責務を確実に果たしていると
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ころです。

なお、次期中期目標期間において栽培試験の実施場所を９カ所から６カ所へ、種苗検査の実

施場所を４カ所から３カ所に集約化することとしており、業務を円滑に実施する上で最低限必

要となる配置にまで合理化することとしております。

家畜改良センターについては、畜種別の主産地、またその近辺に配置することにより、効率

的かつ効果的に育種素材の選定・確保から改良された種畜や精液の配布までを行う必要がある

こと。ＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザのような家畜伝染病等の侵入リスクを低減するため、

複数牧場への種畜の分散配置、家畜検疫牧場の分離配置が不可欠であることなどを考慮して牧

場を配置しております。例えば肉用牛については、黒毛和種の遺伝資源のルーツである中国地

方に位置する鳥取県に鳥取牧場、褐毛和種の主産地である熊本県に熊本牧場を設置しておりま

す。また、我が国肉用牛の主産地であり、かつ肉用牛飼養の前提となる土地基盤にも恵まれた

北海道、東北、九州の３地域に、十勝、奥羽、宮崎の各牧場を配置しております。

また、飼料作物種苗の増殖については、それぞれの品種が持つ特性を維持するため、寒冷地、

温地、暖地に存在する各牧場が分担し、全国で栽培する飼料作物種苗の増殖を行う必要がある

ことなどを考慮して牧場を配置しております。

なお、これまで最大で33カ所あった牧場を段階的に再編してきたものであり、現行の１本所

11牧場は業務を円滑に実施するのに必要最低限の配置となっています。

林木育種センターについては、林木の生育が気温や降水量といった気候帯に大きく左右され

ることから、本来の生育環境下で新品種を開発するという地域密着型の事業実施が必要であり

ます。我が国は南北に長く亜寒帯から亜熱帯まで分布しているため、我が国の気候帯及び降水

量を考慮いたしまして、平成３年からは１本所８育種場という体制で業務を推進してまいりま

した。しかしながら、独立行政法人化、行政改革という流れの中で、地方組織の合理化を図り、

現在の１本所４育種場といった設置状況となっております。

○小野委員長代理 ただいま一通りご説明がありましたけれども、これから議題２、中期目標

期間終了時における組織・業務全般の見直しについての中身の議論に入っていきます。

７法人あるわけですが、順番に１つずつやっていきたいと思います。

まず、農林水産消費技術センターについて、組織形態の見直し、業務全般の見直しというこ

との説明がありました。また、地方事務所の配置についてもご説明がありましたが、ご意見が

ございましたらお願いしたいと思います。

農林水産消費技術センターについては、ただいまのご説明について特にご意見はないという
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ことでよろしいですか。

（異議なし）

次に、肥飼料検査所、これは統合の説明もありましたけれども、肥飼料検査所について、組

織・業務全般の見直しにつきまして特にございませんか。

（異議なし）

農薬検査所、ここも統合と地方事務所、両方ありますが、よろしいですね。

（異議なし）

種苗管理センター、ここは組織・業務の見直しと地方事務所とそれから公務員化、非公務員

化ということですが、ご意見ございませんか。

（異議なし）

家畜改良センター、ここまでが地方事務所の配置の問題も含めた議論です。

（異議なし）

林木育種センター。

（異議なし）

水産大学校、これにつきましては、簡単に言いますと非公務員化するということです。どう

ぞ。

○手島委員 水産大学校については、非公務員化に案を変えられたということは結構だと思い

ます。ただし、これを引き続き農林水産省所轄の教育機関として残すということについては、

必ずしもその必要はないのではないか。国立大学法人というようなやり方でいっても、それな

りの措置を講ずれば十分目的は達成されるというふうに思います。内容については前回も意見

を申し上げておりますし、議事録にもきっと残っていると思いますから重複は避けますが、例

えば他省庁の防衛大学校とか警察学校というような特別な教育機関を農水省として持つ必要は

もう既になくなっているのではないかと考えます。

それから、ちょっと細かい話で恐縮ですが、先ほどの説明の非公務員化のところに、６ペー

ジの最後のところですけれども 「職員の雇用と労働条件の確保に配慮した上で」という記述、

は、ここには要らないのではないかと思います。必要のあるものは、もちろんきちんと必要だ

という措置を講ずるのは当然でありますけれども、この「雇用と労働条件の確保に配慮する」

という記述は、とりようによっては、現在の既得権のようなものを維持することにこだわって

いるのではないかとか、あるいは効率化とか、そういうことが行われないように書いているの

ではいかというような誤解を生んでもいけないと思いますので、この文言は不要ではないかと
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思います。

○小野委員長代理 わかりました。今のご意見について、ご意見があればお願いします。

○土井委員 水産分科会では手島委員と同じような意見が出まして、かなり論議があったとこ

ろです。今、手島委員がおっしゃったとおり、昔の国立大学系に水産学部がありまして、そこ

に統合した方が効率が良いのではないかという意見があったのは事実です。ただ、考えてみま

すに、前回申し上げましたけれども、今の文部科学省関係の旧水産系の大学を見ますと、水産

大学という名前を名乗った学校はもう文部科学省にはないです。また水産学部という学部もだ

んだん減ってきまして、生物資源学部とか資源管理部でしたか、そういった学科に移りつつあ

る。つまり文部科学省の体制というのが、基礎研究あるいは基礎学問の勉強をする、そのよう

にシフトしつつある。その中で今の農林水産省関係の水産大学校が文部科学省に移った場合ど

うなるかというと、いわわる水産大学校の建学精神であります現場に役立つ水産人の育成とい

いますか、養成というのはなかなか難しいのではないかという意見になっております。

念のために申し上げますと、この委員会でも農業者大学校はなくなるのだから、水産大学校

も要らないのではないかという話がありましたけれども、これも考えてみますとちょっと乱暴

な意見でありまして、全く違う性格のものであるということをつけ加えたいと思います。つま

り、水産大学校というのは現在４年制、しかも大学院まで持っている堂々たる学校でありまし

て、実にその輩出している人員というのは、ひいきするわけではありませんが、水産分野に随

分入って活躍しているということを見れば、やはり現在どおり置いた方がいいのではないかと

いう意見があったことをちょっと申し上げたいと思います。

○手島委員 誤解があるようです。私は水産大学校がなくなって良いと言っているわけではな

いです。この間ご説明いただいたように、この学校は非常に立派な学校で、内容もしっかりし

て、なおかつユニークな教育内容を持っておられて、他の学校と比べて特色のある教育内容を

持っておられるというご説明もいただいて、私もそうだろうというふうに思っております。私

は水産大学校がなくなって良いと言っているわけではなくて、水産大学校は今の施設で、今の

先生方で、今の教育内容でしっかりと教育活動をお続けになるのが良いのではいかと思ってお

ります。そのことについては何の異論はありません。ただ、所管を農水省にしておく必要はな

いのではないかということです。

そして、農水省の所管でなくなれば教育方針なども変わってしまうのではないかというご心

配がこの間もいろいろ話されたんですけれども、私はそういうことはないのではないかと思い

ます。そういう産業人を育成するための学校として、日本の教育体制全体の中で見て、こうい
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う実学に近い教育というものがほどほど必要であるということは、十分文部科学省とも話がで

きると思いますし、そういうような意味合いでは、大学ではありませんが、水産高校も当然同

じような役割を持った学校が全国にいっぱいあるわけです。そういうところの教育方針という

ことについても、当然農林水産省あるいは水産庁の方々と文部科学省と話し合いをされて、何

も恥じることはないと思いますので、私はこれらの教育については、教育機関の管轄という仕

事は、文部科学省に任せても良いのではないかという意見です。

○土井委員 わかりました。おっしゃることはわかりますが、先ほども申し上げたとおり、文

部科学省に移管された場合でもネゴシエートできるのではなかろうかという話があったのです

が、それについては私どもの委員の中にも大学教授とか大学助教授の方がいっぱいおられまし

て、本当のところどうなんだと聞きましたら、やはり飲み込まれそうなのです。もし話し合い

の余地があるならば、例えば東京水産大学がなくなることはあり得ないだろうし、水産学部と

いう名称がなくなることもあり得ないであろうし、また水産高校についても、今、名前が海洋

学校とかいろいろな名前に変わると志願者が増えるという状況もありますし、あくまでも地に

足のついた学問をやらせるには、現状が良いということに落ちついたことは、せっかくの手島

委員のご意見ですけれども、水産分科会での検討の経緯をお伝えしなければいけないと思って

おります。

○小野委員長代理 ほかにも６法人ありますけれども、ご意見ございませんか。

○井原委員 今の水産大学校についての意見ですけれども、私は林野分科会に所属しておりま

して分野は違うのですが、土井委員の意見に私は賛成です。林業でも同じようなことが起こっ

てきたのですが、やはり林学という部門はどんどんなくなっていて、現場に直結する教育とい

うのは非常におろそかになってきていると思うのです。ですから、やはり農水省の所管である

場合と文部科学省に移管された場合では大分違いが出てくるのではないかと思います。特に今、

第一次産業はどんどん衰退しているわけであり、そのような状況の中で一番大事なのは、現場

をなるべく知るということと現場に直結しているということを第一として考えるべきだと思っ

ております。

○小野委員長代理 わかりました。水産大学校に議論が集中していますが、ほかのところでご

意見ございませんか。

○德江委員 ２点ほどございますけれども、まず、肥飼料検査所と農薬検査所の統合のところ

でご説明ありましたが、問題点という形で指摘されました。私も農業分科会に属しております

が、ここで提起されている問題点というのはほとんどマネジメント、マネジメント力、経営力
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で解決できる問題で、問題点として指摘することは、やや適切でないのではないかということ

でございます。例えばこの中で緊急時というのはまさにリスクマネジメントで、その辺の体制

をしっかりしていただければ、まず問題はないのではないか、これは経営力に係る観点でござ

いますので、余り強調されない方がよろしいかなということが１点でございます。

それから、職員の身分の問題でございますけれども、独立行政法人の制度がスタートして５

年たちますが、やはり独立行政法人の性格からいって、これはほとんどが運営費交付金つまり

税金で賄われているということです。そうした場合、やはり税金で業務を運営しているという

この大原則、この事実に立った場合に、これを運営する役員の方、職員の方は、どういう姿勢

で臨まなければならないのかなということを考えなければいけないのではないか。今ここで検

討されている独立行政法人は、農林水産省の機関から独立行政法人に移ったものです。特殊法

人から移ったということではなくて、農林水産省の一部の業務を実施していた機関が独立行政

法人として移ったということですから、やはりどうしても従来の公務員の考え方、公務員が執

行するという業務にとらわれすぎるのではないか。独立行政法人としてはどうあるべきかとい

うところから出発しなければいけないのではないかと思います。税金を使うことでは変わりあ

りません。しかし、独立行政法人がここでスタートをして、それから国民に理解をしていただ

いて、税金がどう使われているか納得していただくことになるわけですから、この辺について

の整理が明確であれば必ずしも公務員であることを大前提にした議論にはならないのではない

かと思います。

これは例えば一般の国民に私の方から説明する場合、どういう説明をしたらいいか、そうい

うことを考えると、やはりわかりやすい言葉で説明しなければいけないかなということです。

まだ私自身も非公務員でいいとか公務員でなければならないとか、その辺ちょっと迷っていま

すから、委員の方のご意見も伺いたいということでございます。独立行政法人を育てるという

ことになった場合には、独立行政法人の性格からいうと、やはり税金を使いますから、それは

公務員であろうと、非公務員であろうと同じだろうという気がいたします。この辺がまだ疑問

が解けないものですから、問題提起をさせていただきました。

○小林委員 私、ちょっと誤解があるかもしれませんけれども、見直しについて意見を言うと

いうことは、分科会の方に委任された事項ではないでしょうか。

○小野委員長代理 ちょっと質問の意味がよくわからないのですが。

○小林委員 見直し案について意見を言う。大臣が出した見直し案について意見を言うという

事項は、分科会の方に委任された事項ではないですか。
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○小野委員長代理 分科会でそれぞれ意見言っていただいたと思うのですが。

○小林委員 例えば委任して、それで農業分科会では特段の意見なしという結論を先ほど報告

されました。それに対して我々がとやかく言うというのは、ちょっと筋違いのような気がする

のです。水産分科会では意見が分かれた状態で了承したということですか。

○小野委員長代理 水産分科会のことについて質問されましたから、水産分科会について答え

ます。

水産分科会については特に意見が割れたわけではありません。いろいろニュアンスの違う意

見というのは当然ありますけれども、結論については別に異論はありません。

○小林委員 その議論を今ここで蒸し返しているわけですか。

○小野委員長代理 どの議論ですか。

○小林委員 水産大学校を文部科学省に移管すべきであるという。

○小野委員長代理 手島委員、それから井原委員が言われましたが、両委員は水産分科会の委

員ではありません。評価委員会で議論する意味というのは、ほかの分科会の委員の方の意見を

聞くという意味もあるのではないですか。

○小林委員 ですから、一応委任したわけですよね。委任ということはある程度権限を移した

わけです。

○文書課課長補佐 35条２項の中期目標期間終了時の意見聴取ということについての委任の関

係でちょっと整理させていただくと、通常の毎年度の評価については、これは分科会の方に委

任されているところですが、35条２項に基づく中期目標期間終了時の方針に関しては、分科会

の方に委任されているという形ではございませんので、評価委員会で意見を聴取するという形

になっているところでございます。

○小林委員 そうすると分科会の方で検討したというのはどういうことですか。

○文書課課長補佐 専門的な事項も含めて検討していただく方がいいという考えもございまし

て、まずは分科会の方で議論していただいて、その分科会での議論も踏まえて、最終的に評価

委員会から意見聴取を行いたい、このように考えたところでございます。

○小林委員 私は、水産大学校については前回も申し上げましたけれども、文部科学省に移管

するなんていうのはとんでもない話だということを言いました。それは意見として、議事録に

も残っていると思いますが、変わりません。

○小野委員長代理 わかりました。水産大学校については分科会で十分議論したのですが、水

産大学校の話はもういいと思いますが、ほかのところで意見ございませんか。
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○手島委員 ただいまの德江委員からの問題提起ですけれども、私もそこのところはいろいろ

迷うところがありまして、農業分科会やプロジェクトチームでも何度も議論をしたところです

けれども、きょうの中尾課長のお話にもありましたように 「現段階では」ということになっ、

ております。つまり、これが未来永劫にこの仕事が公務員の資格がなければいけないかどうか

ということについては、かなり疑問の余地があると思います。つまり、独立行政法人のお仕事

としてこういうような業務があるわけですが、現段階ではまだそのことが周知徹底されてない

とか、実際にその仕事をなさる方々の権限とかそういうようなものが法的に環境整備できてな

いとか、いろいろと十分でない点が今の段階ではあると思います。それから、世の中の常識と

いうようなものも、今の段階ではまだ従来の形の方がいいなという感じを持つ人が多いといい

ますか、そういうこともあるということだと思います。

しかし、そのことは裏返せば、早くそういう環境整備を進めて、数年の先にはこれを独立行

政法人の立派な業務として使命感と誇りをしっかり持って業務遂行ができるような環境整備を

進めるということを、今から準備してやっていく必要があるのではないかと思います。

○德江委員 今の関連でございますけれども、結局、身分の問題とかそれから地方事務所の配

置とか統廃合、これはやはり今までの５年間を見ますと業務実績評価、つまり中期目標の中に

具体的な形で入っていません。私どもが評価する場合には、例の業務実績評価の対象に、全然

入ってないというわけではないですけれども、やはり指標等々で計画などに掲記されてないと

いう状況でした。したがいまして、これから身分の問題とか事業所の統廃合、配置の問題等は、

やはり次期中期目標の中に組み込んでいかないと評価が難しいのではないかという疑問を抱き

ました。今後は、身分の問題、事務所の配置の問題、統廃合の問題は、あくまでも業務の質と

量、コスト等と関係させてデータもちゃんと整備し、中期目標の中に組み込んで実績を評価し

ていかなければならないかと思います。業務実績評価と離れたところで別の問題として取り上

げられていたような気がいたします。その辺を反省ということで、ぜひ次期の中期目標にはこ

れを組み込んでいただきたい。そんな感じでございます。

○小野委員長代理 わかりました。

○梶川委員 おふたりの委員と多少関連しますが、私も前回の評価委員会でお話しさせていた

だいた関連で、独立行政法人の身分に関連して、きょうのご説明もかなりの部分は独立行政法

人であることのご説明に近いというのは前回申し上げて、その後、もう少し具体的な本来の法

的根拠等に基づく具体性を国民的にご説明していかれないとということで前回申し上げたと思

うのですが、今回のご説明も果たして本当にそれがクリアになされたのか。私の理解力の不足
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ももちろんあるのですが、ちょっと危惧をいたします。

説明の中に、もちろん現状でということは当然前提にはなるのですが、独立行政法人に対す

る信頼性が、まだ職員に対しての業務遂行に対する信頼性が高くない。こういったことは今お

ふたりの委員から出たところも関連があるのですが、むしろこれは独立行政法人という制度を

国が選んでとっている以上、本当に高くないのであればどうすべきかをはっきり言うべきであ

り、それは今委員がおっしゃられた環境整備というものであって、その環境整備の具体性をど

ういう広報活動で行うべきなのか、かつ、どういう法的な根拠が薄いのか、それが具体的にど

ういう業務活動に対して法的にサポートされてないのかということを明示すべきだと思います。

その上で今これが整うまではこういう身分でいるべきだときちっと説明をするべきではないか。

そうでないといつまでたっても信頼性が薄い。自らが自らをつくっている制度に、信頼性が薄

いからこのまま国家公務員でなければいけないという自己の存在を否定するような根拠を、こ

ういう身分制度についての議論の中で入れてくるということは、私は国民的には理解しにくい

のではないか。それがどうしても信頼性が担保できないというのであれば、制度自身を改善し

なければいけないと農水省としては言うのかということにもつながるのではないかと思います

ので、どんな法的整備をしたらいいのかということを具体的に列挙して、ここできちんと意見

として言うべきではないか、ないしは環境整備でもう少し法的整備だけではなくても、どんな

環境を整備し、周知徹底して、どういう広報活動をして、職員の方が先ほどおっしゃられた独

立行政法人として誇りを持って業務を行い、かつ、自らの業務を何らかの国家公務員という資

格がないとし得ないんだというようなお話でなく、できるかどうかということを討論すべきで

はないかと思います。

２つ目は、統合の問題でございますけれども、ここへ出てきたのは肥飼料検査所と農薬検査

所、先ほど德江委員がおっしゃられたように、ここの３つの問題点というのは、果たしてある

種の経費削減で生じる問題かどうかということは、実際一々は申しませんが、これは意思決定

権限の移譲の問題であったり、そういった問題を解決することで幾らでも解決し得る問題に近

いですし、予算の部門間調整みたいなものというのは、これだけ独立した業務を営まれている

部門の予算であれば、そんなに調整する必要は逆にないということがご説明されている要素が

あると思いますので、どれほどのコストがかかるか。トータルで下に矢印があって、一番大事

な国にとって「食品の安全性と安定的な供給にリスクを増大させる」と突然ここで矢印が引か

れているのですが、上の３つから突然食の安全と農産物の安定供給に影響するという線を引く

のは、少し説明が不足しているのではないかと思います。
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これを皆さんがお読みになられて、突然この矢印に自信を持ってご説明できる方がおられる

のであれば、ぜひこの矢印の因果関係をお聞きしたいような気がいたします。当然、何かの業

務がなくなればリスクが増大するということは、どんなことでも当たり前です。よほど何もし

ていなかった業務がなくならない限りは、何かのリスクは増大するのかもしれないというのは、

一般論ではどんな事業でもあると思うのです。その増大するリスクと減少するコストを対比し

て判断をするということが、こういう組織改革のポイントであって、リスクの話だけであれば、

さぼっている人が全くいなくなるという話ではないですから、皆さん一生懸命働いているので

すから、どんな業務効率の削減をしたとしても絶対リスクは増大するのですから、そのリスク

が4,000万円にかえがたいリスクなのかということをきちっと説明することが、このペーパー

の説明の要点ではないかと思います。

○小野委員長代理 説明を補足していただけますか。

○農産安全管理課長 今のご指摘の点でございます。確かにそういうことだと思います。説明

が具体的に難しいというところはあるのですが、問題点がマネジメントの件だけだというのは、

この試算自体が技術的な面を落とさないで２人でできるようにという試算でございます。先ほ

ど申し上げましたように、いろいろなパターンが実はありまして、そこの問題点を少なくしよ

うと思えばというところがございます。１つの試算ということで、そこは私ども詰めがなかな

か時間がなくてできなかったということもあって、１形態だけしかお見せできないというとこ

ろがやや問題があるところでございますけれども、試算自体が一番最初に申し上げましたとお

り、管理のところのみを統合すればということだったので、こういう形のものになっておると

いうことでございます。

それから、どの程度の経費が節減できるかというのも、なかなか比べるものが私どもとして

は難しいのですが、これから業務量を詰めていくと出てくることになりますけれども、ちなみ

に実績ということで申し上げると、先ほど両独立行政法人26億円ということで経常経費をご説

明いたしましたけれども、独立行政法人になりましてから４年間、平成13年から平成17年の４

年間でトータル２億円、予算として28億円のものを26億円にしたということで、年平均をする

と毎年5,000万円ずつぐらいの経費を削減してきているところでございますので、現行の体制

でいっても、個々の職員の努力なり新技術の導入ということで5,000万円ぐらいの経費は削減

をしてきた実績と比べますと、できるだけ検査に支障があるようなことは避けたい、双方の統

合についてはなかなか難しいというご説明をさせていただいたということでございます。

○小野委員長代理 特にこの統合の問題については、ほかにお持ちの方いらっしゃいますか。
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○小林委員 今の最後の言葉で、統合は難しいことを言いたいためにこれをつくったというよ

うですけれども、だったら経費の削減なんかどうして試算するのですか。例えば理事長、理事

の情報の共有が不十分となるおそれがあるのであれば、理事と監事、その人件費を節約しない

で人数を減らさなければいいわけですよ。そうすると逆に雑費のところだけが残る。そうした

ときに、問題点ばかり多くてこれはとても無理だと、そういう結論になると思います。どちら

を優先してこれやっているのかよくわからないです。これは無理だということを言いたいため

に試算したのですか。

○農産安全管理課長 そもそも私どもとしては、前回の評価委員会でも、ものの性質なり作業

の進め方なりが全然違っているということで、なかなか統合は難しいというご説明をしたとこ

ろで、管理部門だけでも統合することによって効率化できればどのようなことになるのかとい

うご指摘がございましたので、それにおこたえするということで、一定の前提を置いて試算を

したということでございます。

○小林委員 これを見たら恐らく総務省の方は4,000万円も節減できるならやれと当然言うで

しょう。問題点として掲げた事項は、これはそんなに大きな問題ではない。どうしてリスクを

増大させることになるのかと当然言ってきますよ。そこについての説明を先ほど梶川委員は聞

いたわけですけれども、そこを答えなければ、すぐに一蹴されると思います。

○小野委員長代理 特に何かあれば。

○農産安全管理課長 いろいろとアドバイズをいただいておりまして、その辺はきちんと詰め

るようにというご指摘でございますので、ご意見を踏まえまして、できるだけきちっとした説

明ができるようにしていきたいと考えております。

○小野委員長代理 全般的に。

○日和佐委員 私は農薬検査所のＰＴに参加しております関係で、少し補足的にといいますか、

考え方をお話しさせていただきたいと思っております。

統合することによってどの程度のメリットがあるのか、あるいはメリットがないのか、そこ

の比較を具体的なところで試算をしてみてはどうかということで、この試算が出てきたわけで

して、4,000万円の経費削減を統合する価値があるメリットと見るのか、たった4,000万円の経

費削減で統合するのか、どちらの判断をとるかということは、それはそれぞれ判断があるであ

ろうというように思っております。

それともう一つ、私はこの統合案に関して非常に疑問に思うのは、どうも検査所という名前

が同じであるから統合してもいいのではないかという判断に基づいて統合が提案されているの



- 22 -

ではないかと思えて仕方がない。なぜかと申しますと、肥料、飼料とそれから農薬、その扱っ

ている成分というものが全く違う、共通はしていないのです。肥料、飼料の方はかなり有機的

な成分が多くなっておりますけれども、もちろん農薬でも生物農薬等はありますけれども、そ

れはごく本当に特別というような範疇でありまして、基本的には化学物質。扱っている成分が

全く違う。共通点はほとんどないというところで、統合せよという提案でありまして、業務上

何らかの統合することによって業務が効率的になると、そういう見通しが立てば、これは統合

のメリットがもっと多いわけですけれども、そういう見通しがどこにも立たないという現実で

あります。したがって、メリットを考えるとすれば管理上のことでしかないというので、この

試算が出てきたというようにご理解いただければと思います。

それと今回の議論ですけれども、一つ一つの独立行政法人を単位にして考えていますから、

さまざまな矛盾が生じてきていると私は受けとめています。例えば公務員化、非公務員化とい

う問題に関しても、例えば農薬検査所の業務の中で、明らかにこれは公務員である方がベター

であるという業務もありますけれども、そうではなくてもいい業務もあるわけです。それは独

立行政法人ごとの業務の中で、すべてが一括して公務員でなければいけないとか、非公務員で

もいいというようにはなかなかいかない。業務の性格によってそれぞれの独立行政法人の中で

違いがあると思うのです。そこに考慮をしないで一括でとにかく独立行政法人ごとに検討せざ

るを得ない。そうしているということによる矛盾が１つあると思います。

それともう一つ、業務を考えますと、それぞれの独立行政法人ごとで、業務としてはどこか

に統一した方がいいのではないかと思われるものが私はあると思うのです。この６つの独立行

政法人の中で、結構似通っている業務をそれぞれの独立行政法人がやっているということが私

はあるような気がいたします。本来はそのあたりをきちんと検討するということの方が先なの

ではないか、基本的な問題なのではないかと思うわけですけれども、そうではなくて独立行政

法人ごとで一括して判断せざるを得ないという状況による矛盾が生じてきている。この矛盾を

どう将来的に解決していくかということは、問題として私は提起しておきたいと思います。

○小野委員長代理 重要なご指摘があったと思いますが、まず１点は、肥飼料検査所と農薬検

査所、これは業務の内容については余り共通点はないのではないか、あるとすれば管理業務だ

ろう。したがって、この試算も管理業務にウエイトを置いて出されたのではないかというのが

１点目です。

今のご指摘は、この２つの検査所についてのお話ですが、そのほかに６つと言われました。

いわばこの組織ごとに中身を検討しているから非常に問題が出てくるけれども、それぞれの組



- 23 -

織の中身を見ると、農林水産消費技術センターから林木育種センター、それぞれの業務の性格

を見ると、いわば公務員化にふさわしい業務もあるし、あるいはその中を見ると非公務員化で

やれる業務もある。それが農林水産消費技術センターあるいは肥飼料検査所というように、そ

れぞれの業務あるいは組織ごとに検討されているから、なかなかきちんとした議論の集約がで

きないのではないか。今の議論とほぼ似たようなことですけれども、この６つの組織それぞれ

についてよく見ると、内容的に似通った業務もあるけれども、言われたように、それぞれの組

織ごとに内容を検討しているから、なかなかそういう議論ができない。それは将来の課題とし

て、そういうことを考えた方がいいのではないかという後者の２点、これは統合等の問題とは

別に、この６つの組織についての全般的なご意見だったと思います。

かなり時間も経過していますが、そのほかにご意見ございましたらお願いいたします。

○土井委員 非公務員化については、ただ１つ申し上げたいのは、我々はこれを考える場合、

なぜ独立行政法人にしたのかという基本概念から見れば、行政のスリム化とか効率性の問題が

あって、公務員を削減するという話もあるわけですから、基本的には公務員化という意見は出

てこないはずです。全員非公務員化にすべきだということが前提にあって、それでもぜひ公務

員化してくれという理由があれば、ここで検討しようということが普通ではないでしょうか。

絶対公務員化でなければいかないという理由を協議した方が、より今後のこの委員会は生産的

なものになるのではなかろうかと思いますし、一つ一つ下から積み上げていけば、へ理屈とこ

う薬はどこでもくっつくものでありまして、いつまでたっても論議が進まないと思いますと、

１つだけ述べさせていただきます。

○小野委員長代理 非公務員化が大前提であって、公務員化する場合について積極的な理由が

なければならないだろうと、こういう意見だと思います。

○小林委員 この評価委員会がなぜこういうことを議論するかというと、法律で定められてい

て、中期目標の期間終了時に評価結果等を踏まえて農林水産大臣が業務の見直しをする。その

案について我々は意見を言う。つまり我々が行った評価に基づいて農林水産大臣は業務の見直

しをするわけです。そのときに我々が評価するのは、特定独立行政法人として公務員型でやっ

てきたものが、それがどうであったかという評価をするわけですから、このまま公務員型でや

るべきか、あるいはここで非特定の独立行政法人にするべきか、その議論をするわけであって、

最初から非特定があるという議論は、成り立たないと思います。

○萬野委員 公務員化、非公務員化の議論の中で、僕自信もなかなか方向性が見えないポイン

トがあります。それは先ほどからの肥飼料検査所と農薬検査所の統合も、すべてのコストを下
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げようという議論で展開しているのですが、一国民の立場から見ますと、国の税金を使って業

務をしているということからしますと、やはり公務員でやってほしいという意識が多分あると

思うのです。もし非公務員化を推進するならば、民営化とパッケージでないとなかなか議論は

できない。そこが何か議論の順序が同じようにいかないというところが、なかなかトンネルか

ら抜け出ないという議論の積み重ねになるのではないかということがありますので、やはり各

検査所なりが何らか手数料などの自己収入によって自立するということであれば非公務員化は

可能だと思うのですが、税金を使っているという業務であれば、本当に非公務員化が正しいの

かどうかはなかなか難しいと思いますし、自分自身が国民の立場から見ますと、何か非公務員

化の人に税金を使われるのは不安があるという意識もあると思いますし、その辺がバランスが

難しいということがありますので、今後民営化が可能かどうかは別ですけれども、そういった

ところも検討しながら進めていかないと、現実的には難しいかなと思います。

○小林委員 独立行政法人というのは、必ずしも民営化の中間にある組織ではないということ

は明らかです。独立行政法人の設置目的から言って、これは国がやらなければいけない事業を

やっているという判断ですから。一番問題なのは、特定独立行政法人にしろ、非特定独立行政

法人にしろ、その職員の身分です。公務員型公務員なのか、非公務員型公務員なのか。国から

給料をもらっている非公務員型の人たちは総定員法の数には載らない。それでいて国から給料

をもらっているわけです。国家公務員法が適用される特定独立行政法人の職員とそれから国家

公務員法が適用されない非特定独立行政法人の職員、こんないいかげんなものはないですよ。

つまり、どの法律が適用されるかによって身分が変わってきているだけのことであって、やは

りもっとこの辺をすっきりさせるべきです。ですから、今の議論は独立行政法人をつくった最

初の議論なのです。そこへさかのぼって今さら議論するわけにはいかないので、だからこの５

年間ではっきりさせなければいけなかったのは、独立行政法人の職員というのはどういう身分

なのだろう。それをもっと国民にわかりやすく説明すべきだったと思うのです。

○小野委員長代理 非公務員化というのは民営化に直結するというご意見もありましたけれど

も、独立行政法人といういわば独特の身分みたいなのができまして、そこで、その身分の問題

がかなり大きな問題になっているということだと思います。

そのほかご意見ございますか。

そろそろ意見が出尽くしたと思いますが、よろしいでしょうか。

（な し）

○小野委員長代理 なければ、一応ご意見は出尽くしたということにしたいと思いますが、中
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期目標期間終了時の事務・事業全般につきましては、当委員会として異存なしとしてよろしい

でしょうか。

（ 意見もあったということで 「異義なし ）「 」 」

○小野委員長代理 委員会としては了解するけれども、今回さまざまな意見が出されましたけ

れども、意見につきましては附帯意見として整理していくということでよろしいでしょうか。

前回もそのようだったと思います。

（異義なし）

○小野委員長代理 なお、附帯意見の内容については、きょうの皆様の意見を十分にくみまし

て、私の方で事務局と相談して調整させていただくということでよろしいでしょうか。

（了 解）

○小野委員長代理 それでは、以上をもちまして本日予定しておりました議事は終了しました

が、そのほかに何か特にございますか。

○井上委員 資料の配布の仕方についてお願いがあります。私は農業分科会に属しております

が、農業分科会の方は10センチほどの書類の束がありまして、事前にそれを送っていただいて

農業分科会に臨んでいるという現状です。その手間ひまや郵送料などを考えますと非常に非効

率的ですし、むだ遣いだと思います。そこで、例えば書類をＰＤＦファイルなどで落としＣＤ

－ＲＯＭなどに焼いてもらったものを送付していただいて、そしてこの会議の場ではもちろん

印刷物を用意していただくというふうにしていただければ、会議の前により十分に自分の見た

いところをチェックして会議に臨むことができますので、検討していただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

○文書課長 検討します。

○小野委員長代理 ほかにございますか。

ほかにご意見・ご質問がないようですので、最後に事務局から連絡事項がございますので、

よろしくお願いします。

○文書課課長補佐 本日の議事につきましては、議事規則に従い議事録にて公開とさせていた

だきます。議事録ができ上がり次第、各委員の皆様に内容を確認していただいた上で、農林水

産省のホームページや文書閲覧窓口において公開することといたします。資料の公開につきま

しても同様となります。

また、見直しに係る今後のスケジュールでございますが、今月末に総務省に見直し当初案整

理表を提出することになっております。その後、総務省政・独委、有識者会議等のヒアリング
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が行われまして、11月中旬に総務省政・独委より勧告の方向性が示される予定となっておりま

す。その後、勧告の方向性を踏まえまして、見直し内容の案を作成しまして、12月に行革本部

の議を経て見直し内容を決定するという流れになっております。

事務局といたしましては、12月の見直し内容が決定するまでの間、委員の皆様には見直しの

検討状況等、随時情報提供等を行うとともに、最終的な見直し案の策定に当たっては、再度皆

様のご意見を聴取したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

なお、本日の資料につきましては、卓上にそのまま置いておいていただければ、事務局の方

で後ほど送付するよう手配させていただきます。

○小野委員長代理 それでは、以上をもちまして本日の評価委員会を閉会させていただきます。

皆様方には長時間にわたり熱心なご議論をいただき、まことにありがとうございました。

午後２時５６分 閉会


