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第８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２日(火)１０：００～

場 所：三田共用会議所第四特別会議室

出席委員：松本委員長、有馬委員、井上委員、井原委員、内山委員、大川委員、岡田委員、梶

川委員、小坂委員、木平委員、小林委員、白木原委員、手島委員、土居委員、德江委

員、中村委員、夏目委員、宮城委員、向井委員、山野井委員、吉武委員、渡邉委員、

安部臨時委員、清野臨時委員（２４名）

１ 開会

２ 議事

（１）独立行政法人関係者の審議への参画について

（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 今後の独法見直しスケジュール(案)

② 農林水産消費技術センター

③ 肥飼料検査所

④ 農薬検査所

⑤ 種苗管理センター

⑥ 家畜改良センター

⑦ 林木育種センター

⑧ 水産大学校

（３）意見交換

（４）第９回独立行政法人評価委員会における委員長代理の選任について

（５）その他

① 今後の予定等について

３ 閉会
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午前１０時０１分 開会

○松本委員長 皆さん、おはようございます。

朝早くから、また暑い中をご参集いただきまして、まことにありがとうございました。定刻

となりましたので、ただいまから第８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。

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項におきまして、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、23名の出席を現在いた

だいておりますので、本日の委員会は成立要件を満たしていることを、まずご報告申し上げま

す。

では、議事に入ります前に、大臣官房文書課の中尾課長からごあいさつをいただきたいと思

います。

○文書課長 農林水産省文書課長の中尾でございます。

本日はお忙しいところ、またお暑い中をお集まりいただきましてありがとうございます。ま

た、平素より農林水産行政、また当省所管の独立行政法人の業務につきまして、ご指導いただ

きましてありがとうございます。

本日は、３つの議題を用意しておりますけれども、このうち、中期目標期間終了時の見直し

につきましては、昨年に引き続きまして作業を行うものでございます。本年は、７法人につい

て見直し検討を行うことになっておりまして、昨年と同様、今月末までに農林水産省としての

見直し素案を総務省等に提出することを求められているところでございます。

先月、農業分科会、林野分科会並びに水産分科会の各分科会におかれましては、見直しに当

たって論点になりそうな点につきまして、意見交換をいただいたところでございますけれども、

本日は、現時点におけます見直し素案について、ご説明をさせていただくとともに、各分科会

で行われました意見交換の内容についてご報告をいただいた上で、委員の皆様よりご意見をち

ょうだいいたしたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

○松本委員長 ありがとうございました。

それでは、本日の配布資料の確認を事務局からお願いをいたします。

○文書課課長補佐 それでは、私の方から確認させていただきます。

資料の頭に配布資料の一覧、議事次第があるかと存じます。この後に資料１、資料２－１、

資料２－２、資料３－１から３－２、３－３、３－４というものをご用意しております。この

うち見直しに係るものについては、この３－１から４ということなのですが、この３－４とい
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うのが総務省等に提出する様式でございまして、３－２、３－３で要点となっているのは、そ

の内容を説明するための資料ということでございます。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、本日の資料は、先日、事前送付させていただいたものから変更しておりますので、す

べて差しかえということになります。また、会議の資料とは別に、第９回の評価委員会の開催

事務連絡を配布させていただいております。

よろしかったでしょうか。不足等がございましたら、事務局の方にお申しつけください。

○松本委員長 よろしいですか。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、最初の議事でございますが、独立行政法人関係者の審議への参画についてでございま

す。

農林水産省独立行政法人評価委員会令第９条におきまして 「議事の手続その他委員会の運、

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める」ということになっております。今回

は、独立行政法人評価委員会議事規則の改正と、独立行政法人関係者の審議への参画について

の申合わせにつきまして、ご相談させていただきたいと考えております。

それでは、事務局よりこの件についてご説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 それでは、私の方から独立行政法人関係者の審議への参画についてをご説

明させていただきます。資料の方は、資料２－１、２－２でございます。

独立行政法人評価委員会におきましては、審議に当たりまして、これまで専門性等の観点か

ら適切な人材の活用を図ってきているところでございますが、評価の中立公正性をより確保す

るという観点から、この資料２－１のとおり、独立行政法人評価委員会議事規則、現行の条文

に資料の内容の条文を一文追加するという内容でございますが、提案させていただくものでご

ざいます。

資料２－１です。具体的に申し上げますと、評価委員会に参加する委員及び臨時委員につい

て、委員当人が農水省所管独立行政法人の役職員である場合、あるいは独立行政法人の運営に

ついて審議する外部委員である場合、またあるいは、独立行政法人の会計監査人である場合に

おいて、このような関係を有している独立行政法人に関する審議については議決権を有しない

ものとするという内容でございます。

なお、会計監査人が法人である場合には、その役職員が委員となるケース、これを想定して

ございます。
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また、委員が農水省所管の法人の会計監査人である場合には、当該法人の財務諸表に関する

審議に限って制限をかけるということにしております。これは、会計監査人については、当該

独立行政法人の役職員や外部委員のように、法人の運営の方向性等に直接的な影響を及ぼす関

係にはないという判断ということで考えてございます。

続きまして、資料２－２の方でございます。

「独立行政法人関係者の審議への参画について（申合せ （案 」としておりますが、これは、） ）

先ほどの議事規則の改正案に付随しまして、１つ目としまして、委員が関係を有している法人

に関する審議を行う際には、当該委員はその法人に対する意見陳述については差し控えていた

だくこと。ただし、会計監査人の場合は、財務諸表に係る審議についてのみ意見陳述を制限す

るということでございます。

２つ目は、当該法人の評価作業には関与しないということでございます。なお、財務諸表に

関しては評価作業を行わないということから、会計監査人は評価作業に関しては制限を受けな

いということになります。

また、３つ目として、委員が農水省所管の独立行政法人の役職員、運営を審議する外部委員、

会計監査人の関係を有するに至った場合には、評価委員会に報告するというようなこと。

最後、４つ目としまして、法人の役職員、運営を審議する外部委員、会計監査人の関係以外

に、評価の中立・公正性に疑義が生じる可能性があると考えられる場合には、委員長にその旨

を相談するといったことを挙げております。

なお、この申合わせ内容は、分科会にも準用するということを考えているところでございま

す。

以上でございます。

○松本委員長 ただいま事務局より説明のありました、独立行政法人評価委員会議事規則の改

正（案）及び独立行政法人関係者の審議への参画についての申合せ（案）につきまして、ご意

見、ご質問をちょうだいしたいと思います。どうぞ。

――ございませんか。それでは、ご質問、ご意見が特段ございませんでしたら、評価委員会

議事規則の改正（案）及び独立行政法人関係者の審議への参画についての申合せ（案）につき

ましては、異存なしとしてよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、次の議題に進めさせていただきます。中期目標期間終了時における組織・業務全
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般の見直しについてでございます。

まず初めに、事務局から見直しスケジュールについて説明していただいた後に、文書課長か

ら見直し素案についてご説明をいただきたいと思います。その後、各分科会長から各分科会に

おける見直しに係る議論の状況をご報告していただきました上で、意見交換を行うという順序

でこの議題は進めさせていただきたいと思います。

それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。

○文書課課長補佐 それでは、私の方から、今後の見直しのスケジュールについて、まずご説

明させていただきたいと思います。

資料３－１をごらんください 「今後の独法見直し及び評価委員会等スケジュール（案 」と。 ）

いうものでございます。左側に評価委員会等のスケジュール、右側に総務省政策評価・独立行

政法人評価委員会等の動きを付しているものでございます。

まず、７月、先月なんですけれども、先ほどのとおり分科会をやっていただきました。14日

には水産分科会、19日に林木育種センター・森林総研ワーキングチーム、26日に農業分科会と、

この中で見直し素案に係る意見交換をしていただいて、本日、また見直し素案に係る意見交換

をしていただくということになっております。また、８月末に向けて、８月末に見直し素案の

総務省等への提出になっておりますので、23日農業分科会、25日水産分科会、26日林野分科会

が予定されています。また、29日に独法評価委員会が予定されておりまして、ここで意見の取

りまとめを行っていただきたいということで考えているところでございます。

一方、総務省の政・独委の動きなんですけれども、既に本年見直しを行う検討というものは

かなり進んでいるというふうに聞いております。まず、このスケジュールの中であるのは、６

月14日にワーキンググループの会合があったと。また、７月11日に分科会があり、ここで、各

ワーキンググループ間の報告をし合ったということで聞いております。その間に、法人の現地

視察をそれぞれ行っているところでございます。また、今確認しているところでは、８月の下

旬にもう一度ワーキンググループをやるという予定で聞いております。

９月以降なんですが、見直し素案の提出の後、昨年同様、総務省政・独委でのヒアリング、

有識者会議でのヒアリング等々ございます。勧告の方向性は11月中旬を予定しているところで

ございます。それらを経て、正式には行革本部の議を経て、12月末までに見直し内容が決定さ

れるという予定になっております。この間、見直しの検討状況、内容につきましては、各委員

に情報提供や意見交換等させていただきたいというふうに思っております。

スケジュールに関しては、以上そういったところでございます。
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ちょっと１点だけ、先ほど総務省の政・独委の方で議論が進んでいるという話を申し上げま

したが、どのような議論がなされているか、我々の方に聞いているポイントだけちょっと説明

させていただくと、共通的な話としては、まず法人の業務を国家公務員の身分を有しない者が

担う場合に生ずる問題点を具体的かつ明確に説明できない場合には、非公務員化が必要ではな

いかと。また、中央・出先機関の統廃合では、そのトータルコストの縮減、法人全体では要員

の縮減等の合理化が必要ではないか。また、主要な事務事業のアウトソーシングの検討が必要

ではないかというような話がございます。

個別の法人ごとに見てみると、まず消費技術センターに関しては、７つの地方センターの業

務について、業務量をどのように評価し効率化が進められてきているのかという話、肥飼料検

査所や農薬検査所といったところについては、検査等業務の効率的な運営を図るため、農業生

産資材に関する検査・検定を担う両法人との事務事業の一体的な実施が必要ではないかという

話。あと、種苗管理センターに関しては、ばれいしょ、さとうきびの原原種の生産・配布につ

いては、地方公共団体や民間への計画的移管を検討する必要があるのではないか。あと、家畜

改良センターにつきましては、家畜改良業務、圃場管理業務等につきまして抜本的見直しを行

って、単純作業的なものについては積極的にアウトソーシングすべきではないかと。あと、林

木育種センターにつきましては、林木育種センターの調査研究業務について、同様に森林・林

業を対象とする森林総合研究所の試験研究業務との一体的な実施が必要なのではないか。最後

に、水産大学校については、学科の構成、卒業生の就職先等の実態を踏まえて、国立大学法人

への移行を検討すべきではないか。こういったことが議論されているというふうに聞いており

ますので、本日の意見交換については、こういった点を踏まえて行っていただければというこ

とで考えております。

○松本委員長 ありがとうございました。

それでは、次に、各法人の見直し素案について、中尾文書課長からご説明を受けたいと思い

ます。

○文書課長 それでは、お手元の資料の３－２、それから３－３をご参照いただきながらご説

明をしたいと思います。

本年、見直し検討を行う７法人につきましては、その行っている業務の内容から大雑把に分

類いたしますと、専ら検査・検定を行う検査検定法人、それから植物新品種の保護、優良な種

苗及び種畜の供給、遺伝資源の収集・保存に関する業務を実施する法人、さらに、教育機関で

ある文教研修法人に分けられると考えております。
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まず、検査検定法人でございますけれども、農林水産消費技術センター、肥飼料検査所、農

薬検査所がございます。

まず、農林水産消費技術センターにつきましては、食品の品質や表示の適正化を図る観点か

ら、ＪＡＳ法に基づく立入検査などを行っております。具体的には、強制的な立入検査の実施

などによる不正な食品表示、ＪＡＳマークの監視・取締、登録認定機関や認定事業者に対する

指導監督などを行っております。近年、原産地の偽装表示問題などが相次いで発生し、食品表

示の適正化が強く求められる中で、同センターの業務に対する国民の関心も高くなっておりま

す。

次に、肥飼料検査所でございます。これは、食品の安全性に大きな影響を与える肥料や飼料

について、登録時の検査や立入検査などを実施し、安全性に問題のある製品の生産・流通・使

用を防止しております。また、肥料につきましては、産業廃棄物の量が拡大していること、輸

入肥料にカドミウム等が含まれている事例があったこと、ＢＳＥの発生が飼料中への異常プリ

オンの混入によるものといわれていることなど、食の安全・安心に深くかかわっており、国民

の関心も高いものがございます。

農薬検査所につきましては、農薬の品質や安全性を確保する観点から、農薬の登録の前提と

なる検査、立入検査のほか、ＯＥＣＤ加盟国間における農薬に関する試験成績の受け入れに必

要な施設の査察等を行っております。特に、農薬は純度の高い新規の化学物質で、毒性が強く、

病害虫の防除を目的として製造・使用等されるものであることから、環境への影響、国民の健

康に被害を及ぼさないよう、その効果、毒性などに関して、事前に慎重かつ正確な分析評価を

行うことが求められるものでございます。

このように、これらの法人は、国民の生命を守るため、国の責務である食の安全・安心の確

保に関する業務の実施機関として大きな役割を果たしており、これらの業務の的確な実施につ

いては国民の関心も高いことから、今後とも、国の関与のもとで独立行政法人の形態で業務を

実施していく必要があると考えております。

職員の身分でございますが、これらの法人は、食の安全と消費者の信頼を確保するため、専

ら登録などの国の行政処分の前提となる検査を行うとともに、立入検査などにより検査を受け

るものの権利義務に強い制限などを及ぼすことにより、国として行う法規制を技術的側面から

実施する機関であります。また、企業の秘密や個人情報を取り扱うものであり、守秘義務の遵

守も強く求められます。これらのことから、国との一体性や高度な中立公正性が求められると

ともに、被検者の理解と納得が十分に得られなければ円滑な業務の執行に支障を来すと考えら
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れることなどから、引き続き、特定独立行政法人の形態で事務・事業を担う必要があると考え

ております。

一方で、より一層の業務の効率化を図る観点から、試薬の調整等の業務や専門性をあまり必

要としない業務については、極力アウトソーシングする方向で検討することといたします。

それから、地方組織につきましては、資料の３－３にございますけれども、消費技術センタ

ーが１本部７地域センター、肥飼料検査所は１本部５事務所の体制となっております。いずれ

も迅速な立入検査などが必要であること、業務の効率的な実施を図るため、事業者の多い地域

に設置するとともに、業務量に応じた適切な配置を行っていることから、引き続き現体制を維

持する必要があると考えております。

次に、品種の保護、種苗や種畜の供給、遺伝資源等に関する法人でございます。これに該当

いたしますのは、種苗管理センター、家畜改良センター、林木育種センターでございます。

まず、種苗管理センターですけれども、その業務は、適正な品種登録の実施、優良種苗の流

通の確保のために必要な業務を行っているものでございます。具体的には、知的財産権である

育成者権の付与にかかわるとともに、その保護の強化が重要な国家戦略となっている品種登録

に係る栽培試験、種苗の集取・検査を行う種苗検査、厳格な生産管理や植物検疫が必要なばれ

いしょ等の健全無病な原原種の安定供給の業務を行っております。

それから、家畜改良センターにつきましては、優良な家畜の普及を図るために必要な業務を

行っており、具体的には、全国レベルで遺伝的多様性を考慮した家畜の改良、増殖を行うほか、

公権力の行使を伴う種畜検査、国民のＢＳＥに対する不安を払拭するものとして、牛肉トレー

サビリティ法に基づく牛個体識別台帳の管理などの業務を行っております。また、国産飼料に

よる安全な畜産物生産を行っていく観点から、飼料作物種苗の検査や供給等の業務も行ってお

ります。

林木育種センターにつきましては、林木の優良な種苗の確保を図る観点から、林木の新品種

の開発、林木遺伝資源の収集・保存等の業務を行っております。特に、林木の新品種開発は、

成果を得るために極めて長期を要し、かつ広大な事業用地が必要であり、また、林木遺伝資源

の場合、自然の状態での保存が必要であり、当該情報管理への徹底が不可欠となっております。

このように、これらの法人につきましては、行政施策の実施機関として、種苗管理センター、

家畜改良センターについては特に国家的な政策目的としている食料自給率の向上、食品の安定

供給や品質の改善等に資する業務を、植物新品種の保護、優良種苗の供給、家畜の改良、増殖

等を通じて行っております。
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また、林木育種センターにつきましては、国土の保全を図り災害等に備える観点から、適正

な森林整備の推進に関する業務を林木の育種を通じて実施しております。これらのことから、

今後とも国の関与のもとで、独立行政法人の形態で業務を実施していく必要があると考えてお

ります。

職員の身分についてございます。これらの法人のうち、種苗管理センター、家畜改良センタ

ーにつきましては、検査検定法人と同様、公権力の行使により受検者の権利義務に強い制限を

及ぼす検査業務や知的財産権の保護に関する業務を担っているため、中立公正性が強く求めら

れるとともに、企業秘密や個人情報を扱うことから守秘義務の遵守が強く求められます。これ

らのことから、検査を受けるものの理解と納得が十分に得られなければ、円滑な業務の執行に

支障を来すことになるのではないかと考えられます。

また、林木育種センターにつきましても、国内、国外から林木遺伝資源を収集し、その保護

を図っていくためには守秘義務が強く求められるとともに、国の代表としての位置づけが求め

られます。これらの業務を円滑に実施していくためには、引き続き、特定独立行政法人の形態

で事務・事業を担う必要があると考えられます。

一方で、より一層の業務の効率化を図る観点から、種苗管理センターにつきましては、栽培

試験や種苗検査業務の実施場所を集約化するとともに、茶原種の生産・配布業務の県、民間な

どへの委託、移管、管理作業のアウトソーシングを検討することといたします。

家畜改良センターにつきましては、業務の重点化を図るとともに、管理作業等のアウトソー

シングを計画的に図っていくことといたします。

また、林木育種センターにつきましては、業務の重点化を図ることといたします。

それから、地方組織でございます。資料３－３にございますとおり、種苗管理センターが１

本所12農場１分場１分室、家畜改良センターが１本所11牧場、林木育種センターは全国５育種

基本区に１本所４育種場の体制となっております。これらは個々の植物や樹種に適した自然条

件のもとで特性の調査や品種開発を行う必要があること、種苗生産や家畜改良を行うに当たり、

リスクヘッジをしておく必要があることなどの観点から分散して設置しており、これまでも段

階的な再編を行い、必要最小限の体制となっております。

なお、種苗管理センターにつきましては、栽培試験の実施場所を９カ所から６カ所に、種苗

検査の実施場所を４カ所から３カ所に集約化し、集中的な実施体制により知的財産権の保護等

を強化することとしております。

それから、続きましては水産大学校でございます。これにつきましては、水産に関わる総合
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的な知識と技術を有する人材を育成する観点から、水産に関する学理や技術の教授を行うこと

を業務としております。その組織形態の見直しに関しましては、水産業の実情に即し、政策か

ら最新の生産技術まで、広範な知識、問題解決能力を身につけた人材を水産行政、水産業界に

輩出し、我が国水産業の発展に寄与することが求められている中で、今後とも、引き続き水産

物を含めた食料政策を担う農林水産省の所管において、独立行政法人の形態で業務を実施する

必要があると考えております。

また、職員の身分に関しましては、仮に業務が停滞した場合、教材としている飼育水産動植

物の死滅等を招き、実習に支障をもたらす可能性があることから、公務員の身分であることが

望ましいのではないかと考えられます。

業務の見直しにつきましては、現場対応型の実学重視のカリキュラムをさらに充実させるほ

か、漁業取締教育の強化を図っていくことといたします。

それから、これらの法人につきましての組織の統合についてでございます。組織の統合に関

しましては、総務省の政・独評価委員会ワーキンググループにおきまして、特に肥飼料検査所

と農薬検査所の統合、林木育種センターと森林総合研究所の統合が論点になっていると伺って

おります。

このうち、肥飼料検査所と農薬検査所の統合につきましては、肥飼料は、農畜産物や産業廃

棄物、汚泥などの既知の物質の混合物で製造され、品質が不安定であるため、安全性の確保に

は製造現場への立入検査などを行い、迅速かつ適切なサンプリング分析をすることが必要とさ

れるのに対しまして、農薬は、純度が高く品質が安定しているが毒性の強い新規の化学物質で

あるということから、人や動植物に及ぼす影響が許容範囲内にあるかどうかについて、膨大な

試験データをもとに評価を行うため、登録時の検査が重要となるとともに、緻密さ、正確さが

求められるということでございます。このように、肥飼料と農薬では、業務の内容や求められ

る専門性も大きく異なっているため、これらの法人を統合し、職員、施設を融通した場合、マ

ネジメントの方法や職員の資質に相違があることによって、緊急時の対応などにおいて取り返

しのつかないミスが生じることになる可能性があると考えております。

また、林木育種センターと森林総合研究所につきましては、林木育種センターは、林木の品

種の開発、改良から、都道府県への原種の配布までの一連の事業を一体的に実施しており、一

方、森林総合研究所は、森林業に関する基礎的な試験研究を行っていることから、互いに業務

の目的、内容が全く異なっており、これに伴い業務運営の方法、実行体制、役職員に必要な資

質、必要なフィールド等が全く異なっております。以上の理由から、これらの法人を統合する
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ことには問題があると考えております。

以上が、農林水産省の見直し素案の概略でございます。よろしくお願いいたします。

○松本委員長 ありがとうございました。

続きまして、各法人の見直しに係る議論の状況につきまして、各分科会からご報告をいただ

きたいと思います。

まずは、私が分科会長をさせていただいております農業分科会からご報告をさせていただき

ます。７月26日に農業分科会がございまして、そこでは次のような意見がございました。

まず、職員の身分についてでございます。この件につきましては、今回見直しを行う５法人

の職員の身分については、行政処分の前提や公権力の行使を伴う業務等を行う法人であること

から、現時点では公務員の身分である方が望ましい、こういう共通の認識がございました。ま

た、その一方で、将来的にはどうか、どうすべきか、こういうことも検討する必要があると、

こういう意見が出ております。

次は、業務の見直しについてでございます。総務省政策評価・独立行政法人評価委員会ワー

キンググループから、業務の廃止、縮小の要請はございますが、積極的に役割を果たさなくて

はならない業務も現にあるわけでございますから、そのような検証を行った上で判断する必要

がある、こういう意見が強うございました。

次は、組織、業務の統合でございます。５法人について、個々の業務や各事業所の業務を細

かく分析し、重複している部分については見直しを行うことを検討する必要があるのではない

かという意見がございました。また、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会ワーキンググ

ループの議論におきまして、肥飼料検査所、農薬検査所を統合すべきという議論が行われてい

ることにつきましては、両法人の役割は、あるいはやっている業務が異なっているとともに、

コスト低減にはあまりつながらないではないかと、こういう意見が出されまして、したがって

統合すべきではないという意見が強く出されておりました。

なお、一方で間接部門などの共通化を図る観点から、統合に向けた検討を行う必要があるの

ではないかという意見も出されております。

見直し素案の作成に当たっては、以上述べましたような観点を踏まえるほかに、例えば国家

的戦略として重要な遺伝資源をきちんと確保していく必要があるなど、これを失うと国家的損

失につながると、こういう視点を明確に示すとともに、法人の業務の役割が、１つには国民の

安全の確保、２つには公権力の行使、３つ目には食料の安全保障、そして４つ目には国の代表

としての機能を果たしているといったキーワードをきちんと押さえる必要があるという意見が
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出されました。

以上が７月26日に行われました農業分科会での意見でございましたが、私が今申しましたこ

とに、何か農業分科会の委員の方で、それ違うんじゃないのという意見がございましたら、ど

うぞ。

よろしいですか。

それでは、続いて、林野分科会からお願いをいたします。

○木平委員 それでは、林野分科会の方から、林木育種センターにかかわる議論の要点をご報

告いたします。

林野分科会では、林木育種センターについてワーキンググループをつくりまして、年度評価

とそれから組織のあり方についての議論を進めております。７月19日にワーキンググループを

開きまして、とりわけ林木育種センターの見直し素案について事務当局からの説明を受け、意

見の交換をいたしました。

その要点として、まず、特に林業で林木を扱う場合に、その成果が出るのが50年あるいは60

年、あるいは最近では80年と極めて超長期ということになります。したがって、その出発点で

ある苗木というものの重要性が極めて大きく、それを後で取り返すことが大変難しいという特

殊性を持っていると。したがいまして、この優良種苗を確保するという林木育種事業というの

は、国家施策として取り組まなければならないという議論であり、したがいまして、林木育種

センターが引き続き担うべき事業であると、こういう意見がまず第１点です。

それから、それに関連いたしまして、都道府県でもそういうことが担えないかという問題に

対しまして、まず、現在の都道府県の組織、あるいは財政状態というものの中で、50年、60年

というものを要する林木の育種事業を継続的に行うのは極めて不安定であり、難しいのではな

いかということがありました。

それから、身分の問題についてなんですが、林木というジーンバンク事業は、生物多様性国

家戦略というものの一翼を担っているものであり、国家的な財産を維持するものであり、引き

続き公務員としての身分が必要であることが適切であると、こういう意見です。それからまた、

海外において林木育種資源を収集し、あるいはそれの改良ということがあるわけですけれども、

そういった輸出入というものを行う場合、公務員としての身分があることによって相手国との

信頼関係があり、そういう事業の実行が可能になるんではないかと、こういうことです。した

がいまして、現在の身分というものを継続することが必要ではないかと、こういうことです。

それから、３点目に地方組織の統合について、今事務局の方から話がありましたが、森林総
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合研究所というものの研究部門と統合が可能ではないかという問題についての議論なんですけ

れども、林木育種センターというのは研究機関では本質的にはなくて、ジーンバンクとしての

機能、あるいは優良苗木の開発ということが基本的な役割であります。それに対して、森林総

合研究所は基礎研究ということであって、これが同時に、一緒にやるということは全く効果的

でなくて、これは実行不可能ではないかと。メリットがなくて、デメリットの方が多いんじゃ

ないかと、こういうことです。すなわち、達成すべき目標、目的、あるいは手法が、森林総研

と林木育種センターでは根本的に違うんじゃないかということで、統合についての方向につい

ては否定的な意見が圧倒的でした。

最後に、地方組織についてですが、この林業あるいは森林というものは、温室とかで環境を

整えて行うというものではなくて、全くの裸地に木を植え、そして風雨にさらされて40年、50

年というものをやるわけですから、そこの地域というか、そこの自然環境、気候、こういうも

のに強く影響されるところです。そして、日本の場合には、北海道から九州まで、極めて多様

な気候、自然条件があり、それぞれについて、現在は北海道、東北、関東、関西、九州と、こ

ういうような基本的に育種の地域を設けてやっております。したがって、これを解消し一律に

やるということは、育種の方針から全くこれは不可能なことではないかと、こういうことが主

立ったご意見でした。

しかし、現在の業務の内容について、さらに整理し、効率化を図るということは、当然のこ

ととして必要であると、こういうご意見がございました。

これが分科会長としての意見なのですけれども、ここに林野分科会の委員、何人もいらっし

ゃいますので、追加なり、あるいは違った意見があればお願いいたします。

以上です。

○松本委員長 いかがでしょうか。

ありがとうございました。

○木平委員 ありがとうございました。

○松本委員長 それでは、続きまして、水産分科会からお願いをしたいと思います。

○土井委員 水産分科会から報告いたします。

私どもは、７月14日に会議を開きまして、かなり長時間検討いたしました。

水産大学校についての将来の方向性については、独法の形態であるべきというのがほぼまと

まったような形になっております。

意見を幾つか紹介させていただきますと、水産の人材育成というのは、水産物の依存度が高
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い我が国のような国では、国策として極めて必要である。したがって、独法の形態であるべき

だということです。

それから、水産に関する総合的な知識と技術、特に実学に立脚した人材、いわゆる水産人の

育成のためには、こういった水産庁の行政のニーズに的確に対応するためにも、農林水産省の

所属であるべきだという意見がありました。また、似通いますが、水産人等の育成だけでなく、

いわゆる水産現場のリーダーとして育てるべき要素もあるんじゃないか。リーダーの育成にま

で踏み込んだ方がいいという意見もありました。

あと２つぐらいですが、今後、水産加工業、食品の安全性については、極めて重要になって

きます。現場に出向いての意見交換、あるいは勉強会などを開きまして、実学をどんどん進め

るべき段階に来ていると。水産大学というのは、こういうふうに実学をやるユニークな存在で

あるということです。

確かに見ていますと、学校の入学試験などは、北海道から南まで、ほとんどすべての県から

来ておられます。これから見ても、なかなかユニークな存在ということで認識されつつあると

いうように思っております。

最後になりますが、将来、水産業を担う人材を育成する上で、カリキュラムの改良と、それ

を担う教員についても見直しが必要ではないかという意見も追加として出されました。

以上、見直しの方向の検討結果ですが、次に、職員の身分につきましては、かなり大学の方

からは公務員型ということを主張なさいましたが、分科会の方での総意としては、公務員型で

ある必要はないんじゃないかという意見が多かったようには思います。先ほど事務局からも報

告がありましたように、公務員型を維持する理由としては、生きた教材の飼育などとか生物の

実験などがあるから公務員型が必要だということがありましたが、これは特に大きな理由とは

ならないんじゃないかと。例えば、水産センターや国立大学でも行っているので、特に水産大

学がこれを特筆することはできないと。

また、農水省所管として生き残るのであれば、非公務員化も一つの手ではないかというよう

な話も出ていまして、ほぼ一つの方向は出たように思います。

以上です。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまから各法人の見直し素案につきまして、皆さんからご意見、ご質問をい

ただきたいと思います。時間は十分ございますので、どうぞご忌憚のないご意見をちょうだい

したいと思います。どなたからでも結構でございます。
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德江委員、どうぞ。

○德江委員 最後の水産大学校の件でございますけれども、教育という観点から見た場合には、

こういう専門学校でもない、それからちょっと中途半端な性格なんですが、国立大学は独立行

政法人化しておりますので、この大学とこの大学校を、比較検討してみる、つまり、今までの

とおり大学校という形で継続する独立行政法人の大学校と、制度が変更された独立行政法人の

大学という形に変えていった場合はどうかとの比較をしたらどうでしょうか。その場合でも、

やはりかなり専門化された単科大学という形になるんじゃないかと思います。従来の国立大学、

公立大学が独立行政法人化しましたものですから、その大学の形態をとった場合はどうかとい

う、その辺の検討が必要かなという気がいたしますけれども、もし分科会でその辺がご議論さ

れましたら、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○松本委員長 それでは、どうぞ。

○土井委員 今の話、大学になった場合と大学校の場合は、いわゆる所管庁の省庁が違ってく

るんじゃないでしょうかね。おっしゃったのは恐らく文部科学省の管轄を言われていると思い

ますが、この場合はあくまでも農水省管轄の大学校なんですよね。したがって、ちょっと申し

上げましたように、農水行政に的確に対応するには、今のままの大学校でいいんじゃなかろう

かという意見でなっていますけれどもね。説明になりましたかな。

○松本委員長 それでは、手島委員、どうぞ。

○手島委員 今のテーマについての私の意見です。先ほどのご説明ですと、農水省の行政の方

針に基づいた教育を進める上では、やはり農水省の直轄の組織であった方が良いというご意見

のようですけれども、私は必ずしもその必要はないと思います。

かつて水産業やあるいは農業の就業人口が非常に多くて、文部省の教育方針だけではちょっ

と不足だというような時代には、農水省が、あるいはほかの各省庁でもあったかもしれません

がそういう特別の教育機関を作り、それが成果を上げたこともあったと思うけれども、現段階

では、それらのものは殆ど役割を終えてきていると思います。昨年の検討の中で、農業者大学

校の方向づけが変わったわけですが、あれはやはり農水省が直轄の農業教育の機関を、敢えて

持つべきではない時代になったということですね。

あの場合には、その組織を全く廃止することになったわけですけれども、今回の場合は、国

立大学法人というような受け皿も示されているようですから、学校とその教育活動は存続し、

その上で、農水省の方針にも合ったような教育をしていく、例えば、今のご説明にあった実学

を中心にしたものとかですね、そのようなことは、国立大学法人になっても十分可能性があり
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ます。国立の学校、公立の学校あるいは私立の学校においても、そういう実学中心とか、いろ

いろな学校の教育方針を明確に掲げて立派にやっておられる教育機関は日本中にたくさんあり

ます。

むしろ、この際は農水省直轄の教育機関というものは今回を機に手を離して、その仕事は文

部科学省の方にお任せする。ただし、いろいろ教育の方針や内容については、これからも十分

関連を持ってやっていくと、そういう方向でいった方がいいのではないかと思います。それが、

これからの農水省に期待される役割だと思います。なお、学校の職員が国家公務員である必要

はないと思います。

以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。

○土井委員 ちょっとだけ、今のお話、極めておもしろい意見ですし、私どももその件は話し

合いました。いわゆる国立大学がほかにいっぱいあるから、そこで同じことやっているみたい

なご意見だったと思いますが、例えば、今の国立大学の水産学部と私どものイメージにある水

産学校などは、傾向としては実学を離れて実験とか基礎研究の方向に入っている傾向が出てい

るという意見がありまして、その点はっきり分けるためには、やはり水産大学という実学を、

しかも農水省の要望にこたえるようなものを養成する、いわゆる現地で役立つ人間を育てるた

めには、やはり必要でなかろうかななんて意見ありました。それを紹介申し上げます。

○松本委員長 ありがとうございました。

○土井委員 それから、職員の身分については、先ほど申し上げましたように、学校の方は公

務員にしてほしいという話になっていますけれども、分科会の方では公務員でなくてもいいん

じゃないかという意見が多いことを御報告いたします。

以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。

どうぞ、そのほか。それでは、小坂委員、どうぞ。

○小坂委員 私ども議論の中で、特にこの水産大学校につきましては、ほとんどの委員が、や

はり産業の独自性を守っていくには、国立大学というか文部省管轄の大学であると特色がすべ

てなくなっていって、一律教育になるおそれがある。かつては運輸省系の大学も幾つかあった

わけですし、そういうのが今国立大学になっていく中で、産業の独自性というか大学の独自性

というのが果たして出ておるのだろうか、そういうような意見がたくさんありました。そうい

うことから、分科会としては、このままの農林水産省水産庁の管轄の独立行政法人がいいんじ
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ゃないか。それから、今分科会の報告がありましたように、身分については、現行の生きてい

るものを扱っているからというような程度の理由であれば、これはちょっと理由にならないん

じゃないか。そういうことからしても、何も公務員型である必要はないし、もっと鮮明な理由

があるならば、もともと公務員という形でやってきた姿ですから、その辺では、確かな理由が

あるのであれば、公務員型は続けていく必要もあるだろうけれども、理由の問題であろうかと

いう形で議論が収束しております。

以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。

それでは、どうぞ。

○山野井委員 ２点あるのですが、まず１点、今のお話のつながりで水産大学校の件ですけれ

ども、基本的に先ほど手島委員のおっしゃったことに私は賛成です。今、国立大学関係含めて、

確かに基礎的な部分が強くなっている、そちらへ軸足があるというのは事実だと思いますけれ

ども、全体から見た場合、そちらの軸足と世の中に役に立つという実用的な部分との間に段差

がありまして、なかなかそこが――これは別に水産関係だけの話じゃないんです、産業界全体

の話としてあるんですが、大きな一つの私はテーマだと思っていますけれども、そういう意味

で、これは別な大学としてあるというよりも、基礎的な部分と実用的な部分が統合された形の

方が一つの新しい形としていいんじゃないかというのが手島委員のおっしゃったご意見に賛成

の部分です。

それから、身分については、これも、非公務員化することの最大のメリットは、結局人材の

交流が比較的容易になると。国立大学は全部非公務員化になっていますし、当然この水産大学

校の場合には、民間との間を、実用ということですから、交流というのは非常に必要になって

きますから、そのときに公務員か非公務員かによって相当縛りが違う点がありますので、全体

のレベルアップ、つまり基礎から応用へつなげていくという立場の部分と、それからレベルを

新しい時代に即すように変えていくというこの２つからいって、基本的に手島委員のおっしゃ

ったことに賛成であります。

それから、もう１点別の件なんですが、先ほど、各法人の中でそれぞれ全体伺いますと、組

織的にもあるいは身分的にも現状維持が一番よろしいという意見なんですが、確かにそういう

お立場というのはあると思うんですけれども、例えばカルタヘナ議定書の問題で、そこで、い

わゆる意図的じゃなくても、例えば種苗が落ちたとか、種が落ちたとかということですね。そ

こで遺伝子組み換えのものが出てきたときに、同じような言葉が消費技術センターとですね―
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―つまり立入検査するということなんですけれども、それから種苗管理センターから出てきて

いるわけです。これは中身がどう違うかよくわからないんですが。これと、例えば生物研とか、

あるいは環境省との関係はどうなるのかという点ですね。あるいは又、食品の安全分析という

ことが先ほど出てきたんですが、これをずっと見てみますと、消費技術センターも言ってます

し、肥飼料検査所も言ってますし、それから農薬検査所も言っているわけですけれども、立場

が違うと言いながら、分析という話になりますと、食総研の機能とオーバーラップして入って

くるんですね。あるいは林木育種センターについて言えば、海外云々という話が出てきたんで

すが、これは一体JIRCASとはどういう関係になるのかですね。こういうような部分が、どうも

細かい点でかなりオーバーラップしてまして、これはきちっとしないと、オーバーラップの部

分は一緒にした方がいいんじゃないかという話が出てくると思うんですよね。この辺、どんな

議論だったのか、お伺いしたいです。きちっと、ここでやる必要が絶対あるんだと、ここは違

うんだというところを強調しないと。私は素人的に見ると、一見して非常に近いんですよ。当

然、同じようなことをお考えになる方が出てくると思いますので、この辺ご説明いただきたい

と思うんです。

○松本委員長 それでは、林木育種センターさんの方、どうですか。

○木平委員 JIRCASとのかかわりについては、委員会の中では議論は出ませんでした。主に森

林総研との機能あるいは役割の相違と、それから統合した場合のメリット・デメリットという

ところに話が集中しておりまして、ちょっとJIRCASについての答えは今できません。

○松本委員長 わかりました。

農薬検査所と肥飼料検査所の統合については、どのようにお考えでしょうか。意見交換でち

ょっとお伺いしたいと思うんですが。あるいは、消費技術センターと種苗管理センター、この

点についてでも結構でございますが。

○山野井委員 全体を統合すると言っていることじゃなくて、そこの部分の仕事が極めてオー

バーラップしていますので……。

○松本委員長 それはどう思うかと。

○山野井委員 ええ、どういうふうに議論されて、どうするのかということです。

○松本委員長 どういうふうに議論されていたかということでございますね。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 私が答えるべきことじゃないと思うんですけれども、これはその検査を業務とす

るかどうかの問題であると思います。食総研は、検査を業務としてないですよ。それに対する
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研究はやっていますけれども、検査そのものは業務としないという、その辺が違うところだと

思いますけれども。

○松本委員長 業務とするか、しないか。

○小林委員 これは私が答えることではありませんが。

○松本委員長 なるほど。

○小林委員 大体、山野井委員の意見は非常にリーズナブルで、私は大賛成なんですけれども。

しかし、そういう視点を必ず持ってこういう議論をしないといけないと思います。

○松本委員長 なるほど。

○小林委員 水産大学校についてですけれども、また戻って恐縮ですけれども、これを国立大

学、文科省の管轄に置けと、これは非常に乱暴な意見ですよ。191名の定員と50億の予算をつ

けて文科省に渡したら、彼らは何をするかと思えば、国立大学法人の水産大学校は水産大学と

いうのがありますよね、同じ名前で。そこに吸収して、それはもう雲散霧消になるに決まって

いますよ。

○松本委員長 なるほど、わからなくなってしまう。

○小林委員 国立大学でも北海道大学と長崎大学に水産型の実習……。

○松本委員長 鹿児島大学にありますね。

○小林委員 鹿児島大学に実科を持っていたんです。そこは毎年定員割れしているんです。練

習船もすべて廃止して、全国で１隻でいいだろうとしているんです。ですから、これは文科省

に移管した途端にものすごい縮小が目に見えていますから、そんな安易なことでこれは手放し

ちゃいけないと思います、私は。

○松本委員長 非常に貴重な意見でございます。

どうぞ、大川委員。

○大川委員 先ほど、山野井委員のご発言にありましたけれども、きょう見直しの案が出てい

る、例えば、１から６番を見ていますと、やはり業務の中に登録とか検査というのが共通にご

ざいますね。特に、１から３番目までは検査というのが共通して業務の中に入っているわけで

すけれども、それぞれ一体どういう法律をもとに検査するのか。それから検査する対象、検査

する項目とか方法とか、そういう項目を見てみますと、どうしてもお互いにオーバーラップし

ているんじゃないかと思われるような点が、やはりかなりあるように思いますね。検査の対象

についても、国産のものとかあるいは輸出入にかかわるものとかを見てみましても、３つの機

関で、これはちょっとオーバーラップしているんじゃないかなと思われるところが、やはりあ
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るんじゃないかと思えます。

したがって、例えば 、登録して、製造して、販売して、使用して、流通すると、そういう、

段階の中で、どこかで仕切りをつけるなり、あるいは対象なりについて、ある程度きちっと区

別をしないと、この３つの法人の役割というのは、明確に出てこないのではないかという気が

しますので、そういったことをクリアにしていただくことは必要かなと思います。

○松本委員長 なるほど。ありがとうございました。

どうぞ、そのほか。有馬委員、どうぞ。

○有馬委員 これは大変細かいことのようなんですが、必ずしも細かくないかなというような

感じもちょっといたしておりますのでお話しいたますが、消費技術センターの基本的な考え方

の方のしょっぱなに、センターは「食の安全と消費者の信頼を確保するため」と 「食の安全。

性 、このことに決して異論を唱えているわけではございませんが、消費センターにつきまし」

ては林産物もございますし、いわゆる住に関することも入っておりますので、あえてこれがぽ

っとこう出てきますと、何か切り捨てたような感じがするわけでございますので、ひとつこの

あたりはですね、恐らくそういうことではないかと思いますので。

それで、もう１個の中期目標のところには 「本法人は、消費者が 、ここも「安全な食料を、 」

安心して購入」と。その後に 「目的として、食品等の品質及び表示」という、この「等」に、

多分林産物が入っているんだと思うんですね。だけど、どうもこれはやはり表現としてはあま

り適切ではないんではないかなという感じがいたしますので、いろいろな議論が食とは必ずし

も同じ議論でない場合がございますので、これは確認に相当するかと思いますので、ひとつそ

のあたりはよろしくお願いいたしたいと思います。

○松本委員長 今の確認事項は、事務局側は何か。どうぞ。

○表示・規格課長 消費技術センターを担当しております表示・規格課長でございます。

今の有馬委員からのご指摘でございますけれども、そのとおりでございます。消費技術セン

ターはＪＡＳ法の関係、ＪＡＳ規格の関係の業務を行っておりますけれども、その中には林産

物のＪＡＳもございます。この林産物のＪＡＳにおきましては、いろいろと規格を定めている

わけでございますけれども、そういったものが建築基準法の方でも引用されているという部分

もございまして、そういったことから食のみでなく、林産物の関係も十分ございます。その点

につきましては、十分留意してまいりたいというふうに考えております。

○松本委員長 ありがとうございました。

どうぞ、そのほかご意見。
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○農産安全管理課長 先ほど、カルタヘナ法の関係でご質問ございましたのでご説明いたしま

すと、基本的に、資料にはカルタヘナ関係ということで書いてあったり書いてなかったりして

いるということがあるんですが、基本的には、肥飼料検査所では、肥飼料作物として輸入され

てくるようなもの、生産されるようなものについては検査をしております。それから、農薬の

場合は、これはまだ実績はございませんが、生物農薬的なものが開発をされて入ってくること

になれば、これは農薬検査所でと。それから、種苗の関係は種苗管理センターといったことで、

それぞれの機関がカルタヘナ、遺伝子組換えのことについては、それぞれもので担当を決めて

おるということでございます。

それから、環境省との関係というご質問ございましたけれども、遺伝子組換え生物の、生物

多様性なり生態系への影響ということの管理につきましては、農林水産大臣と環境大臣の共管

ということで、環境省と農水省で相談をして、学識経験者のご意見もお聞きしながら、その取

り扱い内容を決めていくという形で進めておるということでございます。

○松本委員長 山野井委員、よろしゅうございますか。

それでは、梶川委員、どうぞ。

○梶川委員 ちょっと一般的なお話でよろしいですか。

○松本委員長 ええ、結構ですよ。どうぞ。

○梶川委員 こちらで今、組織、特に身分の見直しで、国家公務員の身分でなければというご

議論の中で、私、もうちょっとご説明をいただきたいと思うのは、ここに書かれている幾つか

のことは、むしろ独立行政法人の通則法などを見ながら、独立行政法人だからこういう形で業

務が行われるんだというご説明をされているに近いところもあると思うんですね。民間ではで

きないけれども、独法で、例えば、緊急時も含んで業務の確実な遂行というようなのは、だか

らこそ、独立行政法人でやっているんだという部分のご議論、中立・公正であったり、守秘義

務であったりというそこと、国家公務員でなければいけないんだという議論のきめ細かい論拠

を、業務を細分化してご整理をいただいた方がよろしいんではないかというか、むしろ何が国

家公務員じゃなければいけない、行政法上とか、行政学的見地からもう少しきちっとした分析

を、できれば一般的なレクチャーをしていただければ、こちらも判断する、ないしは意見を申

し上げるのに参考になるような気がするのでございます。行政上の専門性の知識がないもので

非常に恐縮でございますけれども。

○松本委員長 わかりました。

○梶川委員 これは何か、独立行政法人制度はこのためにやっているというような感じを私は
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するところが幾つかの論点であって。

○松本委員長 ありますからね。

○梶川委員 あと、信頼性がないという意味は、むしろ独立行政法人の制度に信頼性がないと

いうのでしょうか、独立行政法人というものでは実は信頼されないんだと言っているような、

受験者であったり消費者であったりですね。それから、国際的にも信用がないというのは、む

しろ独立行政法人じゃ信用されないんだと言われているような気もします。これは、この国の

政策として独立行政法人をつくり、そこに担わすということを決めた以上、むしろ、その信頼

性を高めなければいけない話なのではないかと思うので、そこの部分です。

○松本委員長 わかりました。

○梶川委員 あと、国際的云々というのは、これは条約とかそういう明定されたもので、国家

機関でなければカウンターパートナーにならないんだというものがあれば、それは非常に明確

な論拠でございますので、その辺を含めて、事務局に、どこの区別で判断したらいいかという

ことを教えてください。

○松本委員長 わかりました。

では、国家公務員とは何かとか、あるいは独立行政法人とはどんなものかと、そういったと

ころをもう一度、レクチャーというのはあれでしょうからご説明をお願いしたいと、こういう

ことで。

○文書課補佐 まず特定と非特定独法の制度比較ということで、特に大きく変わる点というの

は、１点は労働基本権、これが３権認められるということで、争議権も付与されるという点。

これと、そのほかに特に大きいのは、国家公務員法の適用を受けなくなる、労働基準法等の適

用を受けるというような観点、この点が大きな違いなんだろうと。その中で、特に今回の公務

員であるべきかどうかという論拠の中で重要になってくるのは、この中では、やはり国家公務

員法に基づいた兼業規制であるとか、そういった部分についてが非常に大きく作用してくると

ころなのかなと。今、おっしゃられたとおり、明確にこれだから公務員でなくてはならないと

いう整理は、確かにこの中で十分ではないのかもしれないんですが、やはり客観性を付与する、

これは当然検査を受ける方の信用力とかもありますので、この辺の客観性が担保されている方

が、受ける側にとってみたらスムーズに入れるし、また、検査そのものなんかもスムーズに円

滑に進んでいくというようなこともあろうかということもあります。

また、この資料の中でも、検査に当たって、事実関係のみではなく故意や過失など、行政と

しての判断も行うというようなことも独法として課せられている。運用上なんですけれども、
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独法自身が公権力を行使しなくては、なかなか円滑に業務が進まないというような実態もある

というふうに聞いております。

また、遺伝資源の収集等に当たっても、実施主体である法人そのものの客観性が十分に担保

されているかどうか。それが相手方にきちんと理解されていないと、スムーズな業務運営が困

難となるという中で、あくまで現状を見れば、公務員の身分ということで運用していった方が

スムーズに業務が回るんではないかということで、その辺を強調して整理させていただいてい

るということでございます。

○松本委員長 よろしいですか。

○梶川委員 ちょっと重複しますけれども、公権力の行使の文脈、今おっしゃられたご説明、

この辺は、だから独法でやっているというお話でございますよね。独立行政法人は、そもそも

多くの行政の一部を担っているわけですから、行政自身が公権力の行使の何らかの作用をする

とすれば、その一部を担うということであって、私がご質問させていただいた、だから国家公

務員でなければいけないという話とは、今の話は直接はそこはつながらないということと、客

観的に見て信用力がないという話は、私、冒頭申し上げたように、それは独法に対する信頼力

がないのであって、独立行政法人という組織の信頼性を多少受検者は感じられないのかどうか

ということと、争議権がない人がやってくるので、ある人がやってくると受検者は信頼性がな

いというお話とはあまり連続しないような気がします。

それから、冒頭、事務局からご説明があったように、これは基本的には、どちらかといえば、

著しい弊害がない限りは身分については少し考えた方がいいという大きな流れの中で説明をし

ていかなければいけないと思います。国家公務員である必要を説明していこうという流れだと

思います。多少主観的に信頼性が高いとか低いとかというのは、著しい弊害になるのかどうか

というのが、もう少し、この業務に関してはどう見ても警察官と同じなんだとか、よくわから

ないんですけれども。そこをきちっとご整理いただかないと、一連何となく今のままがいいみ

たいに聞こえてしまうと、本当に必要な国家公務員でなければできない業務の議論に入らない

んじゃないかと思います。そうすると、全部が結局だめというか、国家公務員じゃなくていい

んじゃないのという議論と、本当に弊害が出てしまうと一番いけないなというのがあって、も

う少し、本当に業務の公権力の本質的な判断を伴う権力行使なんだというようなのは、多分何

か行政の理論の中にあって、それは警察の行為であっても、この行為は絶対に無理とかという

のは、多分学問的にも整理がつくんじゃないかと思うんですけれども、その辺ちょっと、同じ

検査とか検定とかという枠組みでくくらずに、ぜひ教えていただければということでございま
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す。

○松本委員長 では、再度お願いできますか。

○文書課長 独立行政法人というのは、いろいろな性格のものがございまして、本日の７法人

以外に、昨年見直しを行いましたのは、試験研究を行うものが中心でございました。試験研究

を行う法人につきましては、基本的には、例えば公権力の行使に当たる業務をやるということ

はないんです。つまり、研究をするということが本分でございますので、例えば法律に基づい

て強制的に物を検査するとか、そういったことはございません。

それから、２年前に独立行政法人になりました、例えば旧特殊法人、認可法人に相当するも

のにつきましては、例えば水資源機構、昔、水資源公団と言っておりました、あるいは緑資源

機構というように、いわゆる公共工事を行う法人、これも基本的には公権力の行使というより

は事業を行う事業体でございます。それから、そのほかに、例えば債務保証の関係の仕事を行

います法人でありますとか、年金を支給する法人。いろんな法人の中で、いわゆる検査とか、

あるいはその登録でありますとか、そういう法律に基づく公権力の行使、つまり強制的に相手

が嫌だと言ってもその意思を相手に対して通すことができるというようなものは、今回ご説明

いたしました法人の中で、それぞれ根拠法が違います。例えば、ＪＡＳ法でありますとか、肥

料取締法でありますとか、根拠法は違いますけれども、上の３つは検査・検定を本分とする法

人ということでありまして、これらについては、いわゆる事業を行う法人でありますとか、債

務保証関係でありますとか、いわば民間でも同種のものをやると。あるいは、基本的には私人

間の契約と同じような、つまり相手を強制するということではない、自由意思に基づくもの、

そういったものとは性格が異なるということであるというのが性格の違いでございます。

それから、種苗管理センター、家畜改良センター、林木育種センター、これはいずれも種苗

関係の仕事をやっておりますけれども、もともと国の仕事の一部を切り離して持ってきている

という事柄の中で、例えば種苗につきましては、種苗法という法律に基づきまして品種の登録、

これは知的財産権でございますので、それを行うというのは農林水産省の仕事としてあるわけ

ですね。その際、再現性があるかどうかというようなことについては、実は実務的に栽培試験

をやらなければわからないと。その栽培試験を行う部門を、いわば現場部門として独法化いた

しましたので、農林水産大臣が種苗の品種の仕事をするときに、独法で栽培試験をしなければ

登録できるかどうかということは決まってこないわけですね。これについていえば、品種登録

という一連の仕事の中の一部の現場部門を切り離した形になります。

これについては、非公務員化した場合の大きな問題といたしましては、非公務員化するとい
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うのは、実は独法を効率的に動かすというために非公務員化しますと、私企業との隔離という

部分は、国家公務員法の適用がなくなりますので、なくなってくるわけでございます。例えば

試験研究機関について言うと、非公務員化の一番のメリットといいますのは、もともと国の研

究機関というのはほかの仕事との兼業はできませんが、今回独法化いたしまして、それを非公

務員化することになれば、いわゆる民間企業と一緒の研究、それを、例えば民間の資金を使い

ながら行うとか、そういったことができるというメリットが非公務員化についてはあるという

ふうに言われておるわけでございますが、種苗の登録であるような、つまり企業間のいわば争

いになる部分について、そういう国家公務員法の規制を外してよいのかということについては、

中立性、公正性の確保という観点から、これはなじまないのではないかというようなことを書

いておるつもりでございます。

家畜改良センターにつきましては、やはり同じように種畜の検査でありますとか、あるいは

牛のトレーサビリティということで、十桁の番号で、肉屋さんの店頭で見た肉がトレーサビリ

ティができるわけでございますけれども、この仕事というのをやっておるとか、それぞれその

特色がございます。それぞれの中で、いわゆる公務員という形で中立性、公正性をその職員に

持たせる必要があるもの、そうでないものというのは、やはり性格の違いがあるだろうと。

ちなみに、例えば緑資源公団でありますとか水資源公団の職員というのは、非公務員なんで

すね。あるいは、ＪＥＴＲＯ、あれも独法でございます。ああいったものも非公務員でござい

ます。ですから、事柄の性格上、公務員でなくてもいいというものもありますし、それからや

はり公権力の行使、あるいは公正、中立性が求められるもの、こういったものについては、公

務員である必要があるのではないかというようなことで、仕分けをしてきているということで

ございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 昨年も同じような説明でいった気がするんですけれども、いわゆる公権力の行使

というのは、公務員じゃなければできないということはないわけです。その権限を移譲すれば

いいわけで、そうすれば民間人であっても公権力は行使できます。特に先ほどから言われてい

る昨年の研究法人ですけれども、研究法人であっても鑑定の業務というのがあります。あれは、

やはりある程度公的な仕事ですけれども。それでも非公務員としてやっていけるわけです。や

はり、非公務員というのは民間とは全く違います、国から給料が出ているわけですから。だか

ら、そんなに物すごい重要な説明がない限りは、この非公務員化というのは防げないと思うん
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です。

だから、少なくともこの７つのうちのどれか１つか２つは、絶対公務員じゃなければだめだ

とか。全部が全部また公務員じゃなければだめだなんて言ったって、一緒にされて、一遍には

ねられるんじゃないですか。だから、やはり自分たちもよく考えて、この７つのうちの１つか

２つは公務員でいかないと絶対にだめだとか、そういうような何か強い主張がない限り、だめ

だと思います。

○松本委員長 主張がない限り……、なるほど。

どうぞ、梶川委員。

○梶川委員 私も今の小林先生と全く同意見でございまして、今のご説明でも、検査の部分の

特に強いニュアンスのところと、まあ民間からの隔離等から、少しニュアンス的には、守秘義

務等の決めを個別にされれば、何らかの形で手当てできるんじゃないかというニュアンスにな

ってしまわれるところと、今のご説明の中でも、私は全く主観的には、少し濃淡がおありだっ

たような気がするんです、一連の７つなり６つをご説明いただいて。やはり、その辺の濃淡に

ついての区分けをもう一度よくご確認いただいて、それで本当に守らなければいけないところ

が守られないで、今の流れで逆に非公務員化してしまう方が、行政として怖いのではないかと

いう意識もありまして、そこが何となく、よくわからないということでございます。

○松本委員長 いかがでしょうか。

○文書課長 まず、幾つかちょっと申し上げたいんですが、１つは公務員か非公務員かという

ところによって給料の出所が必ずしも異なっているわけではございませんので、独法の場合、

自分のところで稼ぐもののほかに、国からの交付金が出てということで事業を行いますので、

そこはもう本質的な違いではございません。

それから、小林委員からお話がありましたように、公権力の行使がすべて公務員でなければ

できないのかというと、そういうことではないんですね。これは、公権力の行使の中に検査で

ありますとか、登録であるとか、いろいろな業務があるわけでございますけれども、その中で、

今の行政を実際に行っていく上での現実の社会認識といいますか、それがどうであるかという

ことの実態を見たときに、例えば消費技術センターが、食品の工場などに検査に入るときに、

公務員であるかないかということによっては相手の対応が違うと。つまり独立行政法人といっ

ても、先ほど言いましたようにいろいろな性格のものがございますので、当然に権力行使がで

きるわけではございませんので、実際の話をいたしまして、公務員であるということを説明す

るまでは検査を拒むというふうな現実の実態もあったと。



- 26 -

そういったことの中で、検査を行う際に、相手の信頼を得るためには公務員制を維持しなけ

ればならないという法人がありますということがまずあります。

これについては、個別の守秘義務を個別法の中で規定するという方法もあるのですが、国家

公務員法によって包括的に、例えば守秘義務でありますとか兼業禁止であるとか、そういった

ものをかけるものと大きく違う点は、非公務員型の場合には、基本的には兼業規制というのを

かけないというのが通常でございます。つまり、ほかの仕事をしても法律上はいいのだと。つ

まり、就業規則などでどういうふうにコントロールするかというのは、これは雇用者の方の決

め方になるわけですけれども、この部分というのは当然にはかかってこないというが通常でご

ざいまして、そういう意味でいろいろな、例えば企業の企業秘密などにアクセスすることので

きるようなたぐいの検査などについていえば、これは非公務員とすることにはなじみがたいと

いうことがあるのだろうと思います。

それから、昨年の主張の中では、昨年、検査でありますとかそういうところを中心業務とす

る法人があまりなかったものですから、昨年我々の方で主張いたしましたのは、別の点の説明

が中心だったと思います。つまり、労働三権が非公務員という場合には認められるということ

で、すなわち、公務員には認められておりません争議権というものが認められると。したがっ

て、業務が中断する可能性がありますよという説明をしたわけですけれども、これにつきまし

ては、この委員会におきましても、実際そんなにストライキなんかしょっちゅうやるもんじゃ

ないよというふうなご指摘もいただきましたし、総務省等との議論の中で、そのことだけで公

務員であることを維持するという理由になるのは、それは適切ではないという結論になったわ

けでございますけれども、基本的には、今年の場合には、またそれぞれの法人の業務に即して、

その公務員である必要があるかどうかということを検討してきておりますので、個別の法人に

ついてご疑問の点などありましたら、またご議論いただきたいと思います。

○松本委員長 よろしいですか。まだ、おありだと思いますが。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 公務員であれば信頼が得られるというのは、間違いのような気がするんです。私、

これは投資家から聞いたんですけれども、５年で業務を見直すようなところにどうしてそんな

投資できるんだと言われたんですよ。しかも、今度は５年もつと思ったら、３年で中間見直し

を行っているでしょう。しかも、それが生半可じゃないですよ、身分まで変える、組織形態ま

で変えると。こんなところに、安定した投資なんかできないと。むしろ、公務員の方が信頼さ

れていない現状がありますよ。だから、簡単に公務員だから信頼されるとか、信頼というのは
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やはり実績で得るものであって、身分で得るものじゃないと思うんです。やはり、これからの

姿勢が問われるのは、そういうところだと思います。

○松本委員長 なるほど。

どうぞ、そのほか、まだご発言いただいていない……。

はい、どうぞ。

○向井委員 参考のために教えていただきたいんですけれども、冒頭に家畜改良センターある

いは種苗管理センターの業務についてはアウトソーシングと。見直しの基本的な考え方の中に

も、ほとんどのところがアウトソーシングという表現が入れられているわけですけれども、た

だいまのご議論も含めて、いわゆるある法人の中に、業務所掌によって公務員型あるいは非公

務員型というようなもの、あるいは一部をアウトソーシング型という身分のキメラ状態という

ものが組織上可能なのかどうか。そういうことは現実として可能性があるのかと。また、もっ

と全体的な公務員、非公務員の話の場合には、その受け皿としていろいろな形のものがないと、

こちらで単に身分がこうですよ、ああですよと言っていても、実態としては今おっしゃったよ

うに……。

○松本委員長 業務が動かないですよね。

○向井委員 お金の出所も一緒だし。

では、今、例えばどちらかというと、話としては公務員から外れるのはネガティブですよと

いうようなイメージでされている場合だと、ポジティブですよと言われていることはあるんだ

けれども、争議権があるとか、本質の問題とはちょっとずれているような気がするんですよね。

ですから、今言ったような業務としてアウトソーシングが可能であるんだという、まず第１

点が事実としてあるわけですね。そうすると、それぞれの業務の所掌によって、では公務員型、

非公務員型というようなものが、公権力を行使するところは、当然この業務は公務員ですよと

いうようなものが可能なのかどうか。

○松本委員長 そういうキメラ状態があるのかどうか。

○向井委員 あるのかどうかということです。

○松本委員長 ということですね。

○向井委員 はい。参考のために教えていただきたい。

○松本委員長 では、これについて。

○文書課長 １つの法人の中で、職員のタイプが、公務員である身分の者と公務員でない身分

の者、これが並存するという形は独法の制度の中ではございません。どちらかに割り切ると。
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したがって、ある法人が公務員型であれば全員公務員、非公務員であれば全員非公務員という

ことになるわけです。

ただ、今法人が、それぞれの職員が直接担っている仕事の中で、必ずしもその法人の職員が

行う必要がないというものについて外部委託をするということは、これは事柄の性格によって

は可能な部分がございますので、そういう形で、外部委託をした場合に、法人の本体はもちろ

ん公務員たる職員がやるとしても、委託先は公務員でないところに委託をすることによって、

いわゆるその仕事の部分については公務員でない人が担うということが可能になるわけです。

農業分科会の中でも少し議論が出たところではありますけれども、おっしゃるようなキメラ

状態というものが制度としてありえないということであれば、むしろ、業務の一部をアウトソ

－シングしていくことによって、事実上、公務員たる職員が担う部分というものを減少させて

いくということは可能ではないのかと。１つの法人の中に、実は幾つかの仕事を持っている法

人というのもありますので、そういうのは業務単位である程度アウトソーシングをしていくこ

とによって、より効率的な業務の遂行ができるのではないかということで、今回の見直し案の

中に、そういったことを盛り込んでいる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。

そのほか、ご発言いただいてない方、どうぞ。

○夏目委員 一般的な意見なのでございますけれども、特に食に関して安全性を担保してくれ

るのはどこかなというふうに思うわけでございますね。先ほど、公務員も信用できないという

お話ございましたけれども、民間も信用できないと。そうしますと、じゃあどこでそういった

ものを国民は、安心とか信頼、そういったものを評価してもらえばいいのかということが出て

くるというふうに思うわけでございます。独法が、農水省の政策を実施するという位置づけで

あるならば、やはりそこでもって、国にかわってそういった安全性を担保してくれるという仕

事をぜひやっていただきたいというふうに思うわけでございます。それが公務員でなければな

らないという理由はないだろうというふうに思います。

それぞれの法人の業務を拝見させていただきますと、やはり、公務員であった方が円滑に業

務が遂行できるという部分とそうではない部分を、すべてが包括して業務としてされています

ので、非常に国民から見たときにわかりにくいというふうに思うわけです。

それともう一つは、中尾課長のお話にもございましたように、独法一つ一つが役割、業務が

すべて、規模も含めて違うというところを、一くくりで考えてしまっていいのかという議論が

もっとなされるべきではないかなというふうに思うわけです。
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ですから、そういった意味で、独法ができてわずか数年でございますから、これを国民の受

ける側として、独法に対する信頼性ができているかといえば、はっきり言って、独法の存在さ

えもわからないし、ましてやそこの信頼性というところにまでは、とてもとても国民の側が追

いついていないという現状があるかというように思います。

○松本委員長 そのとおりですね。

○夏目委員 ですから、当面は、まだ本当に業務遂行する上で、特に公権力を使うというよう

な部分では、公務員の身分で当面はいって、やはり段階的に非公務員にしていくというような

方向でもよろしいのではないかなというふうに思うわけでございます。

○松本委員長 なるほど。非常にわかりやすい。ありがとうございました。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 たびたび恐縮ですが、先ほど言われた公務員であるかどうかというのは、国家賠

償法です、その適用がかなり大きいと思います。

○松本委員長 国家賠償法。

○小林委員 その辺ところをもう少しこういう検査で、例えば責任をどう取るかという問題で

す。

○松本委員長 責任を取る、はい、そうですね。

○小林委員 国としての責任を取り方、それがかかわってくると思うんで、その辺をちょっと

検討していただきたい。

○松本委員長 なるほど、なるほど。重要な点ですね。

どうぞ、まだ時間ございますから、ご発言を求めます。

渡邉委員。

○渡邉委員 私は、１つのポイントとなっている地方事務所の配置について意見を申し述べた

いと思います。今日説明頂いた資料を見ても、それぞれの機関における地方組織の配置の仕方

や理由がまだ明確に説明できていないと思います。地方組織などの配置が必要となる本質的な

理由が確かにそれぞれ存在すると思うので、もう少しそれをアピールできる説明が必要と感じ

ます。また、説明の方法や表現を改めた方がいいと思います。

例えば、消費技術センターや肥飼料検査所などでは、各地方組織が「業務量に応じた規模と

なっている」ことが理由としてあげられています。これはおそらく結果的にこういうふうにな

っている部分があると思います。各地方の管轄ごとに業務量が同じだったら、統合しても適正

規模になります。幾つどう組み合わせてもそういうことになります。こういう疑問に対応でき
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ない説明になっていると思うので、こうした問題に対応できる合理的な説明がまだきちんと整

理できていないと感じます。

それから、各地域において、個別具体的に様々なアクションを起こさないといけないし、そ

れを迅速に行うことも大変大事ですが、現在の交通や情報通信の事情を考慮した上で、例えば

幾つかの地方組織を統合したり分担方式を変更したときに、具体的にどういう問題が出てくる

かというような想定をある程度議論された上での、配置の提案・説明になっているのかという

ようなところが少し気になります。それぞれの機関について求められる地域的な業務の独自性

や迅速性を十分理解できておりませんが、多分それぞれ本当に地域的に重要で独特の業務を行

っていて、簡単に統合できない事情があることは容易に想像できます。そういう事情をもう少

しはっきりとアピールできるような整理の仕方をして、農業関係の業務の実態をよくご存じで

ない方が見たときに、単純な疑義をもたれないような説明や資料の書き振りがあるのではない

かと思います。

以上です。

○松本委員長 法人のどなたか、先ほどのご意見、地方の事務所のどうも独立性というのがよ

くわからないということですが、どうぞ。

○表示・規格課長 消費技術センターを担当しております、表示・規格課長でございます。

資料の３－３の１ページのところに、消費技術センターの地方組織について書かせていただ

いておるんですが、センターが行う業務自体のお話といたしまして、食品偽装をチェックする

という観点から、偽装の疑いがあるといわれた企業に対して立入検査を行ったりするわけでご

ざいます。また、ＪＡＳの登録認定機関への監査といったものも行うわけでございまして、ど

うしても現場に入っていって対応するというものが不可欠でございます。そういった観点から、

業務の効率性、迅速性を確保するということから、こういった地域センターを配置していると

ころでございまして、確かに、おっしゃるように、２つくっつけても３つくっつけても同じよ

うにバランスが取れるのではないかというご議論はあろうかと思いますが、そういたしますと、

現場に行くまでに非常に時間を要してしまうということから、現実的に非常に難しいという面

がございまして、こういった形になっているということをご理解いただければと思います。

○渡邉委員 その事情はよくわかりますが、業務量が適当な配置になっているということを、

配置の一番の理由にされているような感じがするということです。

それから、今のご説明からは、例えば岡山と神戸にセンターがあることの理由は明確になっ

ていないように思います。どちらかだけでも効率性・迅速性が損なわれないというような反論
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が可能と思います。

○松本委員長 その点、どうぞ。

○表示・規格課長 確かに、１点目につきましては、先ほど私が口頭でご説明しました、現場

業務が重要だということが、ちょっとここに書いてございませんですので、その資料の中にき

ちっと書き込むようにしたいというふうに思います。

それから、２点目につきましては、岡山センター、非常に広い中・四国全体を持っておると

ころもございまして、仮に神戸と一緒にしたというような形で、神戸からアクセスをするとい

う形になりますと、特に愛媛とか高知とか、かなり距離がございまして、こういったことから、

片道４時間以上かかるとか、そういった状況になります。なかなか迅速な対応ができないとい

うこともございますので、こういった形になっているということをご理解いただければと思い

ます。

○渡邉委員 個別に説明の改善を講じていく必要がありますけれども、そういうような事情が

よくわかるようなご説明をいただくように、あるいは、そういう資料のつくり方をしていただ

いたら良いと思います。

以上です。結構です。

○松本委員長 非常に根本的な必然性というか、そういう観点から、またちょっと見直してい

ただきたいと思います。

どうぞ、そのほか。

梶川委員、どうぞ。

○梶川委員 他機関との統合というところでお書きいただいているコメントでございますけれ

ども、例えば、肥飼料検査所、これは私、統合がいいとか悪いとかではない。ただ、この「高

度に特化した専門機関であるため、他の法人との合併は困難」と、それから「指揮命令系統の

混乱」が起こる、こういう論拠はかなり難しいのではないか。今、研究機関の中でも随分統合

という話題が出ておられて、多分、私、素人なので全くわかりませんが、研究分野はかなり高

度に専門化されたもので、幾つかもう統合されてたり、経産省の研究機関などは、もうすべて

統合されてしまっているような感じがあって、この高度に専門化しているものを１法人格の中

で行い得ないという論拠は、かなり難しいものがあるのではないか。と同時に、この指揮命令

系統に混乱が起こるというのは、まさにマネジメントができないという話をただ説明している

だけであって、多分ここにも民間の企業の先生方おられると思うんですが、民間企業で、高度

に専門化したセグメントを持たれている企業体は多くおられて、そういう企業体で指揮命令系
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統に混乱が起こっているというようなことはあり得ないと思いますので、この両者ともに、こ

こに書かれる理由としては少し難しさがあって、むしろ、本当の意味で、先ほど来、同じトー

ンなんですが、分析して、これを両方一緒にすると本当にデメリットが起こるんだということ

を、何か説得力のあるお話が必要なんではないかと思うんですが。

○松本委員長 非常にわかりやすいですね。

関連の、どうですか、事務局の。

○農産安全管理課長 農産安全管理課長でございますが、双方とも私どもの所管でございます。

具体的にどういう問題があるのかというのは、今検討しているところでございますし、農業

分科会におきましても、そもそも統合した場合のメリットとして管理部門の役員の若干人数が

減らせるだけではないかというようなお話もございまして、そういうものを試算した上で、も

う少し具体的にご説明をするようにというご指摘をいただいておりますので、現在、統合する

ことによってどういうメリットがあるのか、どういうデメリットがあるのかについて、戦略的

に検討しているところでございますので、また、８月末に分科会なり評価委員会ありますので、

その場でご説明をさせていただきたいと思います。

○松本委員長 ありがとうございました。

まだまだ、ご意見はあるかと思いますが、時間の関係上、意見交換はこの辺で打ち切らせて

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。

なお、本日皆様方からいただきましたご意見を踏まえまして、見直し素案の細かい修正、評

価委員会としての意見の整理につきましては、私の方で事務局側と相談して調整させていただ

くことをお任せいただきたいと思います。これらにつきましては、今後８月下旬に予定をされ

ております各分科会に諮った上で、８月29日開催の第９回独立行政法人評価委員会においてお

示しすることといたします。

なお、例えば、先ほど来からご報告がございましたように、水産大学校の職員の身分等につ

きましては、これを非公務員化しても大きな問題は生じないと、そういう意見もございまして、

ご報告のあったとおりでございます。こうしたところも、今後この報告の中にあるいは反映さ

せていただきたいと思います。

それでは、第３番目の議題でございます。

第９回独立行政法人評価委員会における委員長代理の選任についてという問題でございます。

今月29日には第９回の評価委員会の開催を予定しておるところでございますが、当日は、委

員長である私が、まことに勝手なことでございますが、所用のために出席することができませ
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ん。本来ですと、委員長代理に指名させていただいております木平委員に職務の代理をお願い

するところでございますが、木平委員におかれましても、ご都合によりご出席かなわない状況

でございます。

このようなことから、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、29日の評価委員会につきましては、本日欠席ではございますが、小野委員に委員長代理を

お願いしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

それでは、それでご了承お願いしたいと思います。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしましたが、全体を通じ

まして、何かご意見がありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。ございませんか。

それでは、ないようでございますが、最後に事務局より連絡事項がございますので、よろし

くお願いをいたします。

○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。議事録は、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、先ほどの今後の見直しスケジュールの説明の中で申し上げましたとおり、次回の評価

委員会は８月29日に開催することとしております。会議の資料とは別にお配りした第９回の開

催事務局務連絡の２枚目に、出欠の確認票をつけさせていただいております。現時点で出欠が

判明している委員におかれましては、出欠票に必要事項をご記入の上、卓上にそのまま置いて

いただきますようお願い申し上げます。現時点で出欠が不明な委員におかれましては、後日、

ファックスまたはメールにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。

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。

以上でございます。

○松本委員長 それでは、以上をもちまして、本日の評価委員会を閉会とさせていただきます。

長時間にわたりまして、皆様方には大変貴重なご意見をちょうだいいたしました。厚く御礼

を申し上げます。ありがとうございました。

午前１１時５１分 閉会


