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第７回独立行政法人評価委員会

日時：平成１７年２月１４日（月）

会場：三田共用会議所第４特別会議室

時間：１１：００～１２：００

議 事 次 第

１．開 会

２．委員紹介

３．あいさつ

４．議事

（１）委員長選任

（２）委員長代理指名

５．報告

（１）見直し前倒し検討10法人の中期目標期間終了時の見直しについて

（２）その他

６．閉 会
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午前１１時００分 開会

○文書課長 定刻となりましたので、ただいまから第７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。

委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご就任、ご出席いただきまして、まことにありが

とうございます。

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、本委員会の定足数は過半

数とされておりますが、委員、臨時委員の方々合わせまして33名のうち、現在、25名の方が出

席しておられますので、本日の委員会は成立要件を満たしております。

本日は委員の改選後、初めての評価委員会となりますので、委員長が選任されるまでの間、

私、文書課長が議事進行させていただきます。

最初に、委員のご紹介をさせていただきます。

今回の委員改選におきましては４名の委員が入れ替わり、新たにご就任をいただいておりま

すので、ご紹介させていただきます。

なお、その他の委員につきましては引き続きご留任いただいておりますので、資料１の評価

委員会委員名簿をもちましてご紹介を省略させていただきます。

今回、新たにご就任いただきました方でございますけれども、まず、宮本委員でございます。

よろしくお願いいたします。

向井委員でございます。よろしくお願いいたします。

渡邉委員でございます。渡邉委員におかれましては、今までは臨時委員を務めていただいて

いたところでございます。

それから、本日は所用にてご欠席でございますけれども、これまで林野分科会の専門委員を

務めていただいておりました岡田委員にも、ご就任をいただいております。

なお、本日は岡田委員のほか梶川委員、木平委員、安部臨時委員の４名がご欠席との報告が

ございますので、ご紹介申し上げます。

それでは、議事に入ります前に、私の方から一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、皆様お忙しいところをご出席いただきまして、ありがとうございます。

今回、再度お引き受けいただくことになりました委員におかれましては引き続きよろしくお

願いいたしますとともに、新たにご就任いただきました委員におかれましては、新たな観点か

らの活発なご議論を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

中央省庁等改革の一環として独立行政法人制度がスタートいたしましたのは、平成13年４月
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でございまして、それから４年を経過しようとしております。平成17年度は、当初設立をいた

しました法人についての中期目標期間の最終年度となりますので、５年間の成果が問われると

いう重要な意味を持つ節目の年となります。また、平成15年10月に特殊法人等から移行いたし

ました法人につきましては、設立から１年余りが経過をいたしまして、先行している法人と併

せまして15事業年度における評価やご指摘をいただいております。これらを踏まえまして、業

務運営の改善に努めているところでございます。

本委員会におかれましては、これらの独立行政法人の業務につきましてご指導賜りますよう

お願いいたしまして、簡単でございますけれども、ご挨拶とさせていただきます。

続きまして、議事に移ります。

本日の議事の１番目は、委員長の選任でございます。

委員の改選後、初めての会合となりますので、委員長の選任をお願いしたいと思います。

委員長の選任につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第１項の規定に

基づきまして、委員の互選によるものとされております。

この取り運びにつきまして、何かございませんでしょうか。

○中村委員 前回に引き続き、松本先生にお願いしてはと思います。提案します。

○文書課長 中村委員から、松本先生にお願いしてはどうかというご意見がございましたけれ

ども、ほかにご意見ございますでしょうか。

（異議なし）

○文書課長 それでは、引き続き松本委員に委員長をお願いしたいと思いますけれども、よろ

しゅうございますか。

（異議なし・拍手）

○文書課長 皆様のご賛同を得ましたので、松本委員に委員長をお願いしたいと思います。

松本委員、恐縮ですけれども、お願いいたします。

（松本委員 委員長席へ）

○文書課長 それでは、松本委員長にご挨拶をいただくとともに、以下の議事をお願いしたい

と思います。

よろしくお願いします。

○松本委員長 前回までのまことに不束な進行役に続きまして、再度また委員長という大任を

お引き受けすることになりました松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ただいまから私の方で議事を進行させていただきたいと思います。
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まず、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第３項の規定によりまして、委員長の職

務の代理をする委員を委員長があらかじめ指名することとなっております。つきましては、本

日、所用により欠席されております木平委員に引き続き委員長代理をお願いしたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、事務局から配付資料の確認と、引き続き報告事項についての説明をお願いいたし

ます。

○文書課長 配付資料でございますけれども、お手元の配付資料一覧にございますとおり、資

料１から３までお配りしておりますので、ご確認いただきたいと思います。不備がございまし

たら事務局の方にお知らせください。よろしいですか。

それでは、報告事項についてご説明いたします。前倒し検討10法人の見直しについてでござ

います。

中期目標期間終了時の見直しにつきましては、昨年12月24日に開かれた行政改革推進本部の

議を経て、農林水産省として見直し内容を決定いたしました。決定に至るまでの検討の経過に

つきましては、まず、昨年８月末に皆様方からいただいたご意見を踏まえて見直し素案を総務

省等に提示をいたしまして、９月末に、前倒しで検討を行う10法人が決まりました。

この10法人につきまして、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会、有識者会議等からヒ

アリングが行われまして、組織の統廃合を行う、あるいは非公務員化する等のご指摘がありま

した。これらの指摘を踏まえまして、最終的には資料２にございますとおりの見直しを行うこ

とといたしました。

これらの見直しの内容と検討経緯につきましては、各法人を所管しております担当課の方か

らご説明させていただきます。

○女性・就農課長 女性・就農課長の吉本でございます。

農業者大学校についてご説明申し上げます。

農業者大学校につきましては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、また有識者会

議の方から、農業の担い手の育成は重要であるけれども恒常的に定員割れをしている、あるい

は学生１人当たりのコストが割高になっているといった実態を踏まえ、地方への移管や他機関

との統合等、抜本的な見直しを行うべきではないかといった意見が示されたところでございま

す。

これらを踏まえまして検討を行いました結果、農業者大学校がこれまで担ってまいりました

人材育成の機能につきましては、独立行政法人の農業・生物系特定産業技術研究機構の方に移
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管をいたしまして、併せて、これからのリーダーに求められる資質の形成に必要となる最先端

の農業技術ですとか経営管理手法、これらの教授を行えるよう、見直しを行うこととしたもの

でございます。

以上のような組織再編を行うことによりまして、これまで農業者大学校が行ってきた研修教

育の特徴については引き続き生かしながら、農業・生物系特定産業技術研究機構におきまして

研究・開発されているような最先端の農業技術、また、経営管理手法に対する今日的なニーズ

に応えることが可能になるのではないかと考えているところでございます。

○研究開発企画官（小泉） 引き続きまして、農業関係研究法人のご説明をさせていただきま

す。

技術会議事務局の研究開発企画官をしております小泉と申します。よろしくお願いいたしま

す。

お手元の資料の４ページからでございます。

まず、統合についてでございますが、農業関係研究法人の統合につきましては、管理経費を

節減する観点から、できる限り法人を統合し、減らすべきという有識者会議などからの強い指

摘を踏まえまして、相乗効果等の具体的メリットが見出せる統合の検討を、総務省政策評価・

独立行政法人評価委員会から強く要請されたところでございます。

これらの要請を踏まえまして、農業・生物系特定産業技術研究機構、農業工学研究所、食品

総合研究所の３法人を統合することにより、農業生産、生産基盤から流通、消費の技術と、こ

れらに連携した農村振興に資する一貫した現場技術開発を総合的に推進できるというメリット

があると考えまして、これらの３法人を統合することとしたものでございます。

また、５ページ以降になりますが、統合と同時に、６法人につきましては効率化、重点化と

いったことが求められております。機構におきましては小規模な研究単位における事務事業の

見直し、あるいは地域農業研究センターの業務の重点化、さらに作物別研究所の業務の重点化

といったことが言われておりますし、農業工学研究所、食品総合研究所につきましては、やは

り試験及び研究業務の重点化、特に、独自性を生かしつつ重点化を図りなさいというようなこ

とが言われております。

また、管理部門につきましても、研究支援部門要員の合理化、それから管理業務のアウトソ

ーシングをより一層進めなさいと。これは他の法人もすべて同じでございますが、こういう指

摘を受けて見直しをすることにいたしました。

さらに、資料７ページでございます。
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民間研究につきましては融資の廃止、出資の見直し、基礎研究につきましては運営の改善、

さらに機械につきましても業務の見直しといったことが結論として出ております。

９ページからは、農業生物資源研究所でございますが、ここでも業務の見直し等のことがう

たわれておりまして、蚕糸関係の調査及び研究業務の見直し、再編、統合、さらに隔地研究チ

ームの事務事業の再編・統合といったことがうたわれております。

さらに、11ページに参りますと、農業環境技術研究所でございますが、ここでは調査及び研

究業務の重点化といったことがうたわれております。

最後に13ページでございますが、国際農林水産業研究センターにつきましては、試験及び研

究業務の重点化とともに、沖縄支所の業務の重点化といったことがうたわれております。

以上、６法人につきましては、このような結果になったところでございます。

○研究指導課長 水産庁の研究指導課長です。

資料２の17ページから、さけ・ます資源管理センターの見直しについて載ってございます。

さけ・ます資源管理センターと水産総合研究センターにつきましては、早い機会から統合で

きるのではないかというご指摘がございまして、それを踏まえまして検討の結果、さけ・ます

資源管理センターにつきましては平成18年度に、資源増大を目的とするふ化・放流については

民間移管の計画を立ててやっておりましたが、ちょうど平成18年４月１日でも間に合うという

ことで、結果、さけ・ます資源管理センターと水産総合研究センターを統合するということを

早くから打ち出しております。

さけ・ます資源管理センターの業務につきましては、資源増大を目的とするふ化・放流につ

いては平成18年度までにすべて民間へ移行する、系群保全並びに調査・研究を目的とするふ化

・放流事業、及びふ化・放流に係る調査・研究等の業務につきましては、独立行政法人水産総

合研究センターと一体的に実施するということで回答してございます。

この間、さけ・ますにつきまして、生活サイクルに合わせて一環したデータの収集、解析な

り研究者及び技術者の知見の統合、施設の有効利用等を図りまして、溯河性魚類についてより

質の高い研究・開発の実現に資することができる、さらに、さけ・ます類に関します基礎研究

から応用研究、実証までを一貫して行うことができるということで、統合を打ち出してござい

ます。

その中で、今後の話でございますけれども、調査・研究等の業務に重点化する、それからア

ウトソーシング等をより進める、それから、支所、事業所等の地方組織がございますけれども、

こういったものは移管するものは移管し、その後もできるだけ組織の縮減、経費の縮減に努め
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ることになってございます。

19ページからは、さけ・ます資源管理センターが統合いたします水産総合研究センターにつ

いての見直しでございます。

先ほど言いましたように、さけ・ます資源管理センターと一緒になるということで、我が国

で唯一の水産に関する総合的な研究機関となりますし、また、統合メリットを生かしながら、

より効率的な運営を行うということでございますが、特に栽培漁業の関係につきましては、確

立した技術を公立の水産試験場等へ積極的に移行するということがうたってございます。その

後でも、問題が生じた場合には当然、水産総合研究センターとして協力・連携を図ることとし

ております。

それから、統合によるメリットを生かして、管理部門の縮小、経費の抑制等々を行うことに

してございます。

それから、研究職の活性化ということで、既に行っております任期付任用制度の積極的な活

用、研究担当管理職の公募の実施等々を行う。

それから、海洋水産資源開発事業のうち新漁業生産システム構築実証化事業につきましては、

漁業の動向を踏まえまして、適切な見直しを行うことにしてございます。

○文書課長 今、各法人ごとの説明をいたしましたけれども、これらと併せまして、今回、見

直しの対象となりました10法人につきまして、役職員の身分を現状の公務員型から非公務員型

にすることにいたしました。

これにつきましては、一昨年８月の閣議決定を受けまして、各法人の業務を公務員でない者

が行った場合に想定される具体的な問題点について検討したところでございます。昨年８月の

本委員会におきましても、争議行為を防止していないと問題が生じるのか、法人が公権力を行

使している場合でも、国が公権力を行使できるような措置をしておけば公務員である必要はな

いと指摘されるのではないかといったご意見でありますとか、各法人の業務の性格に沿った検

討を行うべきという意見をいただいたところでございます。

これらのご意見も踏まえまして検討を行うとともに、総務省とも調整をしてまいりました。

最終的には、独立行政法人の通則法を所管する総務省の方から、研究・開発、教育関係法人に

ついては、非公務員化により国民生活に直接支障が生じるかなどの観点、及び民間を含めた人

事交流を促進する観点から、すべて公務員化するという考え方が示されるとともに、当方から

示した具体的な問題点につきましても、非公務員化の運用の中で対応が可能であるという見解

が示されました。これらの経緯を踏まえまして、主務大臣として非特定化することを決めたも
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のでございます。

今後、この見直し内容に沿って中期目標や中期計画を作成していくことになりますけれども、

委員の皆様からのご意見を踏まえながら進めていきたいと思いますので、またよろしくお願い

申し上げます。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

さて、昨年末に農林水産大臣が見直しを決定するに当たりまして、評価委員会の皆様方に対

して意見聴取が行われたところでございます。そして皆様のご意見をお伺いいたしまして、そ

れを踏まえて資料３のとおり評価委員会としての附帯意見を提出したことをご報告いたします。

資料３をごらんください。

それでは、ただいまの件につきまして、委員の皆様から何かご質問、あるいはご意見がござ

いましたらお受けしたいと思います。

○清野臨時委員 ちょっとお聞き苦しい点がありますことを、あらかじめお断り申し上げます。

昨年度末に意見の提出を求められまして、私も松本委員長宛に意見書を提出させていただい

たわけでありますけれども、その後、役所の方から説明をいただいたりしている中でもやはり

どうしても腑に落ちないのは、そうした決定のプロセスと、この評価委員会のあり方でござい

ます。この件に関しまして、小林信一委員が辞任されたことは、やはり評価委員会のあり方に

ついて疑問を投げかけることではないかと思っております。

委員長の附帯意見の内容はこれで結構かと思いますけれども、やはりそのプロセスについて

は委員会の規則なり何なりに照らしていただいて、ここで改めてご説明をいただいた方がよろ

しいのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○文書課長 独立行政法人評価委員会につきましては、通則法の第12条第２項におきまして、

独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること、その他この法律又は個別法によりその

権限に属させられた事項を処理すること、これを行うことになっております。この上で、中期

目標期間終了時の見直しにつきましては、通則法第35条第２項におきまして、主務大臣が中期

目標期間終了時における業務全般の検討を行うに当たって、独立行政法人評価委員会の意見を

聞くこととなっております。

昨年の独立行政法人の見直しでございますけれども、政府部内における統一的なスケジュー

ルといたしまして、まず８月末までに主務省としての見直し素案をつくる、その際、評価委員

会の意見を聴取する。その上で、９月に総務省の方で先行見直し法人を決定して、これについ

て12月までに政府としての見直し案を確定させる、こういうスケジュールを立てられたところ
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でございます。これに沿って８月の時点で評価委員会を開いていただきまして、そこでご意見

をいただいたということで、これを踏まえまして農林水産省としての見直し素案を策定いたし

ました。その後、総務省との協議。その際、これにつきましては総務省の方の評価委員会もご

ざいますし、それから政府の行政改革本部の中で有識者会議というのを設けておりまして、こ

の意見も聞くことが政府部内で決定されておりますので、これらのご意見もお伺いしたという

ことでございます。

その見直し内容につきましては、農林水産省の素案に対する総務省側からの意見がございま

して、そのやり取りを12月まで行いました。その中で、先ほどご説明しましたような法人の統

合でありますとか職員の身分の扱いといったことについて、我々側の意見と総務省の意見の両

方について、最終的には主務大臣が決定するということで、島村農林水産大臣に説明いたしま

して、そこで大臣の判断を得まして、先ほどご説明いたしました見直し案を策定したところで

ございます。

12月、大変押し迫ったところでこの作業をやりましたけれども、最終的な決定に至る際には、

各委員に文書でその内容についてご意見をお伺いしたということでございます。

これらのプロセスを経て農林水産省の案を変えまして、政府としての決定案にしたというこ

とでございます。

○松本委員長 いかがでしょうか。

○清野臨時委員 その際に、この評価委員会なり、あるいは農業分科会なりを開催して委員か

らの意見を直接聞くことは本当にできなかったものでしょうか。

○松本委員長 委員会が開催できなかったかどうか、この点についてお答えください。

○文書課長 繰り返しになりますけれども、昨年８月に評価委員会を開きまして、そこで評価

委員会のご意見をお伺いしました。その後、９月以降、関係機関と調整があったわけですけれ

ども、この関係機関との意見のやり取り、調整に大変時間を要しまして、委員の皆様方に集ま

っていただいて会議を開くことは難しい状況でございましたので、それぞれの委員の方に文書

によってご意見をお伺いしたということでございます。

○德江委員 ただいまの件でございますけれども、私も、手続的なプロセスは確かに踏んでい

るかもしれないけれども、組織の改廃あるいは事業の改廃につきましては、第35条第１項です

と「中期目標の期間の終了時において 」という下りがありますね。果たしてこの３年を終了、

時と読みかえていいのか、ちょっと疑問に思いました。

と申しますのは、評価委員の方も、やはり５年間の終了時においてはその改廃、組織の統廃
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合、あるいは事業の開発について判断するデータがあるだろうと思います。ただ、この３年と

いう時期において、果たしてこれを判断できる材料があったかどうかということが１つですね。

もう一つは、業績の評価の中に、組織の改廃、事務の統廃合についての計画数値あるいは目

標が果たしてあったかどうか。つまり、それがありませんと、業績評価の中にその対象となる

項目、つまり統廃合について意見を述べることができるような項目が入っていればできたかも

しれないけれども、果たして、統廃合について意見を述べることができるほど十分なデータが

揃えられていて判断できたかどうか、ちょっと自信がありません。

したがいまして、今後のやり方としては、例えば統廃合等あらかじめ想定される 想定さ─

れるのは難しいかもしれませんけれども、統廃合についての一つの目標、あるいはコストを10

％下げるとか下げないとか、そういった目標を設定して、それが下げられなかったらこれは廃

止しましょうとか、そういった計画値を入れませんと非常に難しいかなとは感じました。

その点で、業績評価の中にそういうものを入れておかなければいけない。

ですから、今回の件につきましては、この評価委員会が判断するのとは別なところで確かに

行われていた、準備がずっと整っていて最後に評価委員の意見を聞いた、そんな形になるので

はないかと思います。その点がちょっと気になりましたので。

○松本委員長 それでは、先ほどの２点、まず前倒しの判断の件、もう一つは数値目標が果た

して設定されていたかどうか、この２点について事務局の方からお答えをお願いいたします。

○文書課長 まず、見直しの時点の問題でございますけれども、法律の中におきましては「終

了する時点において 」と書いてありまして 「終了時」というのは終わった後という意味なの、 、

か、終わる前なのか、解釈に若干余地のある規定でございますけれども、まず、これについて

は実務的な話として、終了した後については次の中期目標期間がすぐに始まってしまいますの

で、実は終了した後では法人の次の目標期間の業務が行えないことになってまいります。

この点について独立行政法人通則法を所管する総務省の見解は、見直しの場合に十分な準備

期間が必要であろう、特に、法律改正を伴うような見直しの場合には国会の法律案を出してこ

れを成立させるといったことも必要になりますので、これらの措置を円滑に行うためには余裕

を持って、前倒しで見直しを行うことも通則法において予定しているという理解であるという

ことです。したがいまして、独立行政法人の見直しについては５年たったところということで

なく、それよりも早く所要の期間前倒しで見直しすることは法律が予定しているとのことであ

ります。

では、いつからやるかということでございますけれども、６月の閣議決定の中で、中央省庁



- 11 -

等改革で設立された独立行政法人について、平成16年夏から着手するということで、政府の方

針といたしまして、昨年夏から見直しを開始する。具体的には、法人の数がかなり多いもので

すから、昨年の時点でまずその半分程度の見直しを行い、平成17年度に残りの法人について見

直しを行う、こういう手順が決まりましたので、農林水産省といたしましては、この政府の方

針に沿って検討を行ってきたということでございます。

それから、数値目標につきましては、これはそれぞれの法人ごとの話になりますが、例えば

一定の数値を下回れば廃止とか、統合といった形での目標設定があったということではござい

ません。法人のあり方というのは、その目標の達成度が大変大きなファクターになろうかとは

思いますけれども、それのみで判断することにもなかなかならないのかなと思いますので、こ

れは次の目標設定に当たって、そのあたりをどのように盛り込んでいくかと検討してまいりた

いと思っております。

○德江委員 最後におっしゃった数値目標というのは、確かに難しいかもしれません。ただ、

事務事業の統廃合、廃止、この辺については、やはりある程度の指針というか、ガイドライン。

例えば「これは独法でなければいけない、民はやらない」というもの、例えば、公的領域があ

る程度想定されまして、この部分については独法がやらなければいけない、民は絶対やらない、

そういう一つの考え方の指針が必要かなと思います。

やはりいきなり問われても、一体どうしてこれを廃止しなければいけないのか、統合しなけ

ればいけないのかという判断材料が少ないんですね、考えてみますと。ですから、そういった

意味での細かい点ということではないんですけれども、やはりこの部分は民が手を出すとコス

トが高くてできないとか、これを民にやらせた場合にはリスクが伴うとか、そういった考え方

の指針がないと判断できないかなと考えています。

これからも多分こういう問題は起こると思います。したがいまして、そういう一つの考え方

をお出しいただくか、あるいは、もう既にあればその辺をお示しいただきたい。

もう一つは、確かに法人ごとにあり方、歴史が違いますから、その辺で法人ごとの計画の中

に入れられれば、入れた方がいいかなと。非常に難しい問題だと思いますが、最初にこの第35

条を見ましたとき、業務を継続させる必要性とか組織のあり方というのは一体どうやって判断

するのか迷った点なものですから、その辺、できるだけ判断しやすいような指針があった方が

いいかなという提案でございます。

○松本委員長 今のご意見に対して事務局に答えを求めますか。

○德江委員 今のところは、結構でございます。
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○夏目委員 ただいま德江委員のご発言にもございましたように、今回のこの統廃合に関しま

しては、この評価委員会の役割が何かを改めて問われているような気がいたします。

私は、委員にさせていただいて２年が過ぎたところでございますけれども、昨年８月のこの

評価委員会においては、統廃合に関する議論は一切出てこなかったのが現状であったろうと思

います。したがいまして、それまでは、この評価委員会そのものが、つまり独法の業務継続を

前提にして、その中での課題を見つけて、そこをクリアしてさらなる発展を目指すという方向

での議論で終始一貫していたような感じを持っております。そのために、それぞれの委員から

も厳しいご発言がありましたし、私もさせていただきましたけれども、それが直接統廃合とい

うことにはつながっていなかったというところが、やはり委員として納得できない状況になっ

ていたと思います。

これは農水省だけではなくて、どこの省庁も同じであったと感じるところがあるわけでござ

います。そうしますと、それぞれの省庁に独法の評価委員会があり、先ほど委員長がおっしゃ

いましたように総務省の評価委員会があり、さらにはさまざまな民間の委員があり、それから

自民党・与党の中にも行革本部があり、そこでも独法の評価についてやっているわけでござい

ますね。そうしますと、そういったところの関連といいますか、位置づけといいますか、そう

いうものが明確になっていない限り、ここで委員がそれぞれ業務継続のため、または統廃合も

含めて真剣な議論を重ねても、さらに上の部分で決まっていく状況というのは、どうしても不

透明であるという感想を持たざるを得ませんでした。

ですから、今後この評価委員会におきましても、本当にそれぞれの分科会で審議するときに、

統廃合も含めて項目を設置していただきたいと切に願います。

感想でございます。

○松本委員長 大変ごもっともなご意見だと思いますが、今の夏目委員のご意見に対しまして、

事務サイドで何かございますか。

○文書課長 昨年の評価委員会で見直しの評価をいただいたわけでございますけれども、今回

の反省といたしまして、農林水産省は、平成13年に発足いたしました法人についての見直しと

いうのは今回初めてでございます。それで、昨年６月に閣議決定がございまして、前倒しで見

直しすることになったわけでございますけれども、例えばどういう法人についてどういう見直

しをするのだという一般的なルールは、実はその後、９月以後の議論の中で総務省の方から示

されてくるということで、夏の時点では、どういう観点でどういう見直しをするのか統一的な

評価基準がなかったということがございます。
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今回、残りの法人もさらに見直しをしていく必要があるわけでございますけれども、独立行

政法人の評価というのはなかなか、いずれの法人も、発足時には存在価値があるということで

設立されまして、しかも、それにはこういう形態がいいのだということでスタートしたわけで

すけれども、社会情勢の変化なり、あるいは各法人の業務の遂行状況によって見直ししていく

ということについては、ある意味、試行錯誤的なところもございまして、今回の見直し内容は、

今後の独立行政法人の見直しの際にも一つの経験として使える部分が出てくるのかなと思って

おります。

これにつきましては、先ほどご指摘ありましたように「こういう数値目標を決めて、それに

沿わなければこうするのだ」というふうなルールが簡単にできるかということもあるわけです

けれども、どんな観点で見直しをしていくのか、これから評価委員の先生方にご意見を求める

際には明確にしていきたいと思っております。

○小林（正）委員 私は、ちょっと皆さんと意見が異なっているかもしれませんけれども、こ

の評価委員では、組織の改変を検討すべきではないと思っています。それぞれの法人の中期目

標、中期計画に沿った研究なり業務がきちんと行われているかどうかを評価するわけで、その

統廃合について、この評価委員会はとても責任をとれないと思うんです。

ただし、一番気をつけなければいけないのは、この評価委員会の評価を「評価委員会の評価

結果に基づいてこういう統廃合を決めた」というアリバイにされては困るわけで、実際、昨年

８月のときには農水省の方は、この評価委員会では各法人について全部Ａの評価だったから、

何も変えないというスタイルで大臣の案を出したわけです。それは我々の評価をそのとおり実

行してもらったわけですから、それに対して私たちは何も文句を言えなかったと思います。

ただし、その後の関係省庁との折衝の段階で統廃合が決まったということは、これはもう行

政サイドの話なんですよね。ですから、12月以降にこの評価委員会を開くべきかどうかについ

て、私が開くべきではないと思っていたのは、最終的に農林水産大臣と行政改革担当大臣の折

衝によってこれを飲んだということですから、これはもう評価の段階を超えているわけです。

その中で、この評価によってこのようになったんだというアリバイづくりにされては困る。だ

からこそ、評価委員会はそれを認めていない、つまり、評価委員会としては農林水産大臣が提

唱した８月時点での案を認めた、その後については認めてはいないんだという形の方が、より

いいのではないかということで、私は会議の開催に反対したんです。

実際は、これはあらかじめ想定されていた範囲のことなんです。恐らく私たちが、ここで６

法人抱えていますけれども、全部最高の成績、特Ａをつけたところで 「確かによくやってい、
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ますね。ただし、これを統合したらもっとよくなるのではないですか」というのが行政の考え

方なんです。ですから、これはもう評価を超えた話ですから。ですから私たちは、それぞれの

法人がいかによくなるかということについて判断し、協力する、そういう姿勢で評価をしなけ

ればいけないと思っています。

ただし、先ほど意見があった１つなんですけれども、今度は次の、法人が統合されたり農業

者大学校の機能が機構の中に入ってきたりしますね。そうしたときの準備は必要ないと考える

わけですか。もし準備が必要であれば中期目標、中期計画を少し変えて、この後の１年なり２

年はそのための準備をするといったことを中期目標に書く必要はないんですか。いきなり５年

間でぶつぶつに切れて、ではスタートしなさい。これでは最初の１、２年は準備のために相当

混乱します。ところが、研究にとってその１年、２年の混乱が物すごく尾を引きますから。継

続することによって初めて研究というのはいい成果が得られるわけです。ですから、そのため

の準備がもし必要であるならば、この際、今期において中期目標を変更して、次期の中期目標

の変更のための準備をするんだといったことを書き加えてはどうかと思います。先ほど言われ

たのも、そういう意見だろうと思います。

○松本委員長 準備期間を検討すべきではないかというご意見でございますが、どうでしょう

か。

○文書課長 今期 今の中期目標期間という意味ですよね。今、我々の方で考えております─

のは、まず、どういう法人の形にするかという行政側のことを中心に考えておりますけれども、

法人の中においても、そのための準備業務は出てくる といいますか、ある意味、既にそう─

いう準備を内々にはしていただかなくてはいけない段階に来ているんだろうと思いますけれど

も、中期目標の中にどのように反映させるかは、またちょっと検討させてください。

○小林（正）委員 関連して、もう一つ。

これは一つの見直し案が出ていますけれども、ここに「研究支援部門の合理化等」と書いて

あります。これは研究支援部門を合理化しろということなんでしょうけれども、研究支援部門

が一番多いのは、むしろ機構なんですよね。機構にはそれが書いていなくて、ほかの割と小さ

なところ、残された研究所の方には「研究支援部門の合理化」と書いてあるんですよ。こうい

う言質というのは、次の統合のための呼び水ではないかと思われるんです。ほかの３つの法人、

農環研と生物研とＪＩＲＣＡＳ、これについてはみんな「研究支援部門の合理化等」と書いて

あるんです。こんなものを目標に書いたときには、次には「これを統合すればもっと合理化で

きる」という話になるのではないですか。
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だから、もし書く必要があるならば、機構の方にもぜひ加えていただきたいと思います。そ

うすれば、どこにも押し並べて書いているんだと感じとることができると思うんですけれども。

○松本委員長 機構については、何も触れていないということでございます。確かにそうだと

思いますが、どういうふうにお考えでしょうか。

○研究開発企画官（小泉） 資料２の６ページでございますが、第４「統合メリットの発揮

等」の４つ目の○に研究支援部門の要員の合理化に努めるということで、これは機構、農工研、

食総研……、特に言明したわけではございませんが、全体を通じてこういう支援部門の合理化

に努めなさいということが入っておりますので、これはほかの３法人も一緒だと認識しており

ます。

○小林（正）委員 だからこそまずいんですよ。これは、統合によってこういうメリットがな

されると読み取れますよね。

○研究開発企画官（小泉） この研究支援部門の要員の合理化というのは、もともと６法人そ

れぞれに入れてあったんですが、最終的に統合するということで、文書を整理していった過程

でこうなってしまったところがございまして、特に、小林委員ご指摘の統合メリットといった

ことは我々それほど強く意識していなくて、後半の方で整理したとご理解願いたいと思います。

○松本委員長 機構については、いかがですか。

○小林（正）委員 機構のところに、その総合メリットによって支援職員を合理化しろと書い

てあるんですよ。

○松本委員長 ほかのところも同じような。

○小林（正）委員 だからこれ、ちょっと抜き出した方がいいのか、その辺ちょっと工夫して

もらった方がいいと思うんですよ。まだまだ、これが本当に動き始めるのは先ですから、じっ

くりと検討していただきたいと思います。

○松本委員長 そのほか。

○忠臨時委員 これまでの議論とはちょっと違った観点でご質問させていただきたいと思いま

す。

農業者大学校の件なんですが、私は農村の現場にいる者として思うんでありますけれども、

担い手の不足ということが言われて久しいですし、現実問題としてどんどん農村が高齢化して

いく中にあって、国の教育機関としての大学校の存在というのは大変大きかったのではないか

と思っていますが、いろいろな事情を抱えて、今回このような形で統合されるという決定につ

いてはいささか疑問もあったんですが、それはそれとして、この際、国としての担い手育成と
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いうものを具体的にどのように考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。

今回の、この見直しの中に、いわゆる高い生産技術、それから経営管理手法についてカリキ

ュラムの中で重きを置きたいと掲げてありますけれども、そういったことはもちろん重要では

ありますけれども、それと同時に、やはり農村地域において、その周りの地域の方々と十分な

コミュニケーションを図りながら、要するに、人間性豊かな人材をどう育成するのか。しかも、

そういった方々にぜひ農村のリーダーとなって頑張っていっていただきたいという、そういっ

たメンタルな部分も大変重要なことではないかと私は思っております。

そういった観点から、附帯意見にもありますけれども、担い手育成への取り組み方の重要性

をぜひお考えいただいて、今後とも十分な対策を練っていただきたい。お願いも含めてご質問

申し上げたいと思います。

○女性・就農課長 ただいま委員からご指摘ございましたとおり、私どもといたしましても、

農業者大学校がこれまで果たしてまいりました担い手の育成機能、あるいは地域のリーダーた

る人材の育成機能というのは一定の評価をされるべきものだと思っておりまして、組織再編の

後もその重要性は変わりませんし、また、今後の農政改革を進めるに当たりまして、さらに重

要性が高まっていくというふうにも考えておりますので、これまでの担い手育成の機能につい

ては、これまでどおり重視して、その教育内容について考えてまいりたいと思っております。

今般の見直しによって、先端的な農業技術といった新たな魅力を教育内容に加えることにな

りますが、それと同時に、地域のリーダーたる者に必要な資質ですとか能力を付与するための

これまでの教育内容についても、引き続き必要な部分について維持できるようにしてまいりた

いと考えております。

○松本委員長 そのほか、ございませんか。

それでは、審議事項の「その他」に移らせていただきます。

その他、もし事務局の方でご用意がありましたらお願いします。

○研究開発企画官（小泉） 国土交通省が所管しております北海道開発土木研究所の見直しに

関しまして、ご参考までにご報告申し上げます。

北海道開発土木研究所につきましては、一部の業務が国土交通省と農林水産省の共管になっ

ておりまして、同研究所につきましても前倒し見直しの対象となっております。昨年末に国土

交通省として見直し案が決定されておりまして、独立行政法人土木研究所との統合や非公務員

化、また、研究業務につきましては、独法として真に担うべき研究の実施、社会・行政ニーズ

に対応した研究への重点化を行うことが示されております。
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今後、統合独法の次期中期目標・計画の検討を行う中で、共管部分の具体的内容について委

員の皆様のご意見を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。

○松本委員長 ただいまのご報告に対しまして、ご質問あるいはご意見がございましたらどう

ぞ。ございませんか。

○小林（正）委員 開土研は私たちが担当していますけれども、この次、もしこういう改変が

あったときは、開土研の中にある農業・土木関係部門、これはぜひ農水省の方に持ってきてい

ただきたいと思います。省庁を超えた統廃合をぜひやっていただきたいと思います。研究者自

身もそれを望んでいると思うんです。ですから、これは省庁を超えた大英断でしょうから難航

するとは思いますけれども、ぜひ努力していただきたいと思います。

○松本委員長 その点、よろしく頑張っていただきたいと思います。

そのほか、ございませんか。

ございませんでしたら、最後になりますが、本日の議事につきましては、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、議事録の公開については、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あるいは文書閲覧窓口において行うことにしたい

と思います。資料の取り扱いにつきましても同様となります。

それでは、以上をもちまして第７回農林水産省独立行政法人評価委員会を閉会いたします。

長時間にわたりまして大変ご熱心なご意見、どうもありがとうございました。

午後０時００分 閉会


