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第６回独立行政法人評価委員会 

 

日時：平成１６年８月３０日（月）  

会場：三田共用会議所第４特別会議室 

時間：１３：３０～１６：４５    

 

 

 

議 事 次 第 

 

     １．開  会 

     ２．あいさつ 

     ３．議事 

      （１）各分科会の審議の経過及び結果について（報告） 

      （２）独立行政法人の事務及び事業の見直しについて 

      （３）評価基準の見直しについて 

      （４）役員退職手当支給に係る業績勘案率について 

      （５）その他 

     ４．閉  会 
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午後 １時３０分 開会 

○松本委員長 皆さん、こんにちは。 

 定刻となりましたので、ただいまから第６回の農林水産省独立行政法人評価委員会を開催い

たします。委員の皆様方には大変お忙しいところをご参集いただきまして、ありがとうござい

ました。 

 本日は有馬委員、木平委員、小林信一委員、小林麻理委員、鈴木委員、中村委員、芳賀委員、

速水委員、萬野委員、惠委員、安部臨時委員、忠臨時委員の12名の方が所用により欠席となっ

ております。また小林正彦委員は遅れて出席とのご連絡をいただいております。 

 農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第１項において、会議の定足数は過半数の出席

とされておりますが、委員、臨時委員34名のうち、あとから来られます小林正彦委員を加えま

して22名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いることをここにご

報告申し上げます。 

 それでは、議事に入る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 ただいまご紹介いただきました文書課長の中尾でございます。本日はお忙しいと

ころを第６回の独立行政法人評価委員会にご出席をいただきましてありがとうございます。ま

た平素、独立行政法人の業務等につきましてご指導、ご鞭撻を賜りまして重ねてお礼を申し上

げます。 

 本日は、独立行政法人の事務及び事業の見直し素案についてご議論をいただきたいと思いま

すけれども、この間の経緯を簡単に申し上げますと、本年６月に閣議決定をされましたいわゆ

る「骨太２００４」の中で中期目標期間の終了に伴う独立行政法人の見直しにつきまして、平

成16年夏から着手をいたしまして、年末までに相当数について結論を得るということになった

のでございます。これに伴いまして８月末までに各府省の独立行政法人評価委員会の意見を踏

まえまして、各府省の見直し案を作成するということになり、本日の評価委員会でとりまとめ

をお願いしたいというふうに考えております。 

 今後の段取りでございますけれども、本日評価委員会でとりまとめていただきましたあとは、

９月に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、独立行政法人評価分科会によるヒアリン

グ等がございまして、９月末までに前倒しの対象法人が決定されることになっております。そ

の後、関係各方面との調整を経まして12月末に政府の行革本部で見直し内容が決定されるとい

うことになっております。 
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 ことしの６月から12月まで極めてタイトなスケジュールの中で、この調整を行っていくとい

うことになりました関係で委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中、ご意見をまとめて

いただかなくてはならなくなりました。率直に申し上げまして独立行政法人を含む行政に対す

る国民の皆様の目は厳しくなっておりますので、また年末までの協議調整におきましていろい

ろなご意見が出ると考えております。その際、必要な業務はきちんとその必要性を説明すると

ともに見直すべき点につきましては、きちんと方向を示していきたいというふうに考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

 本日はこのほかに評価基準の見直し、また役員の退職手当支給に係る業績勘案率についても

ご審議いただくことになっておりまして、大変内容が盛りだくさんなものになっておりますけ

れども、なにとぞよろしくお願いしたいと思います。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。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。 

○文書課補佐 大臣官房文書課の園田と申します。私の方から資料の確認をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 まず、資料１枚目でございます。議事次第でございます。次が配布資料の一覧というのがご

ざいます。続きまして資料１として委員名簿、これが１枚入ってございます。続きまして資料

２、審議の経過及び結果というものが４枚綴りで入ってございます。続きまして資料３－１か

ら両面コピーで見直し素案についてというものが17セット、３－１から３－17までございます。

続きまして資料４、見直し素案整理表というものが、これも両面コピーで78ページまでござい

ます。続きまして資料５、見直し素案に係る各分科会での意見、これが４枚綴りで入ってござ

います。続きまして資料６、評価基準の見直しについてというのが１枚ございます。 

 その次、資料７、役員退職金に係る業績勘案率についてというのが３枚綴りでございます。

そのあとですが、参考資料ということで、まず参考資料の１ということで各省の評価基準につ

いてというのが１枚ございます。そのあと参考２として、役員の退職手当の見直しについて、

これが３枚綴りでございます。最後に見直しについての大臣からの諮問文、これが入っており

ます。 

 以上で資料がすべてでございます。何か落丁とか足りないとかいうことがございましたら挙

手でお願いします。審議が始まったあとでもかまいませんので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。 
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 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。「各分科会の審議の

経過並びに結果について」でございます。本年２月の評価委員会以降、15年事業年度の業務実

績の評価等について各分科会においてご審議いただいておりまして、各分科会における審議の

経過並びに結果につきまして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

に基づきまして報告いただくことになっております。しかし、本日は審議内容が多ございます

ので、資料２をもちまし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。資料２を

ごらんいただいて、それで報告に代えさせていただきたいと思います。よろしゅうございまし

ょうか。 

 それでは、次の議題に入らせていただきます。「独立行政法人の事務及び事業の見直しにつ

いて」でございます。「独立行政法人の事務及び事業の見直しについて」事務局の方からご説

明をお願いしたいと思います。 

○文書課補佐 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素案

につきましては、先ほど文書課長からのあいさつにもありましたとおり、８月末までに作成し

まして総務省に提出することとなっております。これらにつきましては昨年８月１日に閣議決

定された見直し基準にしたがいまして、１つは、政策目的を達成する上で事業の有効性が低下

していないか。またそのようなことから国が関与する必要性が薄れていないか。２つ目として、

事業の必要性はあるが、当該法人が当該事業を行う意義があるかどうかということ。３つ目が、

事業の効率化、サービスの質の向上等が図られているか、また図られる見通しがあるかどうか。

こういった視点で整理したものとなってございます。それが本日お配りしております資料３の

見直し素案ということでございますが、これにつきましては、各分科会におきましてご審議い

ただいておりまして、そこでの意見を反映をさせたものとなっております。 

 なお、資料４として中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの

素案整理表をお配りしているところでございますが、これは政策評価・独立行政法人評価委員

会等において審議をする際に用いる資料としまして、別途総務省行政管理局、行政評価局、内

閣官房行政改革推進事務局、この三者より提出を求められているものでございまして、各法人

の見直し素案を要約したものとなってございます。また、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を行うにあたっては、

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ので、農林水産大臣から評価委員

会宛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。 

 また、委員の皆様におかれましては、ご担当外の法人もございますので各法人の見直し素案
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の内容につきましては、各担当の方から説明をしていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは各法人の見直し素案について、ご説明をお

願いしたいと思います。 

 まずはじめに、農林水産消費技術センターからお願いをいたします。 

○表示・規格課長 消費安全局表示・規格課長の水田でございます。座らせていただきまして

説明をさせていただきます。 

 農林水産消費技術センターの見直し素案でございますけれども、資料といたしましては資料

３－１でございますが、大部にわたりますので時間の関係もございますので素案整理表、資料

４の方でご説明をさせていただきたいと思います。資料４でございます。資料４の１ページを

お開きいただきたいと思います。 

 この農林水産消費技術センターでございますが、中期目標の達成状況の欄にございますよう

に、この法人は消費者が安全な食料を安心して購入・消費できる体制を確立することを目的と

いたしまして、食品等の品質及び表示の調査・分析、例えば食品中の残留農薬の分析などです

とか、あるいはＪＡＳ制度に関する検査等といたしまして、このＪＡＳ制度に関する技術的な

サポート、例えば表示につきまして加工食品等の表示について監視業務ですとか表示が正しい

かどうかの分析調査ですとか、あるいはＪＡＳの規格に関しまして事業者の認定を行う登録認

定機関というものがあるわけでございますが、そういった登録認定機関に対する調査あるいは

指導・監督といったものを実施しておるものでございます。 

 これらの業務を行うにあたっては、これまでも中期目標の中で効率化を推進してきたところ

でございまして、具体的にはその下の業務運営の効率化に関する事項ということで書いてござ

いますが、一番上の○にございますように残留農薬の調査分析に要する時間あるいは３番目の

○にございますように表示の関係でございますが、この検査分析の方法を改良いたしまして検

査分析時間を短縮するとか、そういった取組みを行っております。また、○の４番目にござい

ますような運営費交付金で行う事業費につきまして、その前年度比１％抑制するというような

取組みをしておるところでございまして、これまでのところ、こういった目標を上回る達成状

況となっているという状況でございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思いますが、センターの事務につきまして大きく２つに

分けられるわけでございますが、その１つが上の２ページにあります事務でございます。もう
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１つが下の３ページの方にある事務でございます。その上の方でございますけれども、食品等

の品質及び表示の調査・分析等、そしてそういった分析結果、そういった情報につきまして消

費者へ情報提供し、消費者とのリスクコミュニケーションを図るといった事務でございます。 

 具体的な調査といたしましては、例えば農薬等の微量有害物質の確認調査、こういったもの

でございますけれども、こういった分析につきましては、事務・事業について上記措置を講ず

る理由のところの２つの○にございますように、こういった事業につきまして産地段階から消

費段階にわたるそのリスク管理、こういったものを確実な実施のために不可欠な事務でござい

まして、食品の安全性の確保のために国が行っておりますリスク管理といったものを科学的、

技術的側面から支えております極めて重要な事務であるというふうに考えております。 

 最後の○に書いてございますように、こういった事務を民間に委ねるというようなことにつ

きましては、悪性の食中毒がまん延したような場合の緊急時における対応に支障を来すような

おそれがあるというようなこともございますし、また分析法が確立されていないようなものも

ございまして手法を開発しつつ分析を行うというケースもございますが、こういったことにつ

きまして民間ではなかなかやりがたいという面もございます。また地方公共団体に委ねた場合

につきましては、統一性のとれた十分な調査・分析が行えないおそれもあるということでござ

いまして、したがいまして中期目標等によりまして国の行政ニーズに沿うことが担保されてい

るセンターが実施することが適当であるというふうに考えているところでございます。 

 食品の安全・安心に対する消費者の関心というものは非常に高まっているという状況でござ

います。こういった本法人への事業へのニーズが増大している中で今後の方向といたしまして

は、事務・事業の改廃に係る具体的措置のところに書いてございますように、業務の重点化・

効率化というものを図っていく。さらには質の向上を図っていくということが必要であるとい

うふうに考えているところでございます。 

 それから下の方の３ページでございます。２つ目の業務といたしましてはＪＡＳ制度に関す

る検査等という任務でございますが、ＪＡＳ制度の中には２つございまして、１つはその規格

に適合している食品にいわゆるＪＡＳマークというものをつけることができるＪＡＳ規格の制

度でございます。もう１つは表示の関係でございまして、すべての食品に原産地等の表示を義

務づける品質表示基準制度という２つの制度がございますが、センターはこの２つの制度にお

きまして大きな役割を担っているところでございまして、具体的にはその表示の関係につきま

しては、加工食品の表示違反が疑われる場合の立入調査ですとかあるいは表示が正しいかどう

かの分析調査を行っております。 
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 あと、ＪＡＳ規格の関係では先ほど申し上げましたような登録認定機関の登録申請があった

場合に、登録基準に合っているかどうかの技術的な調査ですとか、あるいは登録認定機関が適

正に業務を行っているかどうかの監査といった仕事を行っているわけでございます。こうした

事務・事業について上記措置を講ずる理由のところにも書いてございますが、その食品等の表

示にかかわる事務でございます。こういった事務は消費者に対する情報提供を通じまして、消

費者が食品を選ぶ際の判断というものに直接かかわってくるわけでございまして、また食の安

全・安心にもかかわってくるものでございます。行政としてその適正な実施というものを確保

すべきということにつきまして、消費者からの要請は非常に高いものでございます。 

 近年、表示等の偽装事件等が起こっておるわけでございますが、これによりまして消費者の

表示に対する信頼を損ねるということもございましたし、食品の流通・消費に混乱が生じたと

いうことでございます。国といたしましてはＪＡＳ法も改正しまして罰則を強化するなど、そ

の適正化を徹底して進めて消費者の信頼の確保というものに努めているところでございます。

こうした事務・事業が確実に実施されないといった場合には、不適正な表示やあるいは不正な

ＪＡＳマークを貼った食品が出回るというようなこともございます。またこういった事務を民

間に委ねた場合には、表示違反が疑われるような立入検査において違反事実を特定し、事業者

の行為や過失を判断するといった事務の実施に支障を来す。あるいは地方公共団体の場合です

と高度な専門的・技術的な知見がないというような場合もございます。したがいまして、セン

ターが実施する必要があるというふうに考えているところでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思いますが、４ページでございますけれども組織形態に

ついてでございますが、この法人が行っている事務・事業、これは消費者が安全な食料を購入

できる体制を確立するためのものでございまして、採算の合わない業務であっても確実に実施

する必要があるということでございまして、今後とも独立行政法人の形態で実施する必要があ

るというふうに考えております。 

 また、食の安全性を脅かす緊急時の対応というようなこともございますので、業務の停滞を

避ける観点から争議行為などが想定されない公務員型である必要があるというふうに考えてい

るところでございます。今後とも食の安全・安心という観点からしっかりと国としても取組む

必要があると考えておりまして、こうした中でセンターの業務につきましては、重点化、効率

化を図りつつ、質の高い業務を推進していく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 ありがとうございました。続きまして飼料検査所及び農薬検査所についてお願
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いをいたします。 

○農産安全管理課長 農産安全管理課長でございます。飼料検査所と農薬検査所、２つ続けて

ご説明したいと思います。 

 まず、５ページでございます。飼料検査所の方でございますが、最初のところにございます

とおり肥料、土壌改良資材、それから飼料、エサでございますけれども、それぞれの品質保全

と安全性確保という形でそういうものをチェックをしていくということが大きな任務になって

おります。評価という形で既に効率化、重点化を図りつつやってきておりまして、以下いろい

ろ数字が書いてありますけれども大体目標はあるいは目標どおりの形での業務を進めてきてい

るところでございます。 

 ５ページ、６ページが若干その数字的な議論をしていますが、ごらんいただくということで、

７ページをごらんいただきたいと思います。以下、事務・事業について肥料と土壌改良資材を

１つ、それから次のページで飼料と飼料添加物を１つの塊としてそれぞれ説明をしております。 

 まず７ページの方の肥料と土壌改良資材でございますが、それぞれ「肥料取締法」、「地力

増進法」と法律に基づいてそれぞれの資材の適正化・安全性というものを担保するような形で

行っているところでございます。さらに今年度から「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律」ということで、通称カルタヘナ法と申しますけれども、

これに基づく検査業務をさらに行うという形になっております。 

 まず、事務・事業の改廃あるいは見直しの方向性でございますけれども、規範的には食の安

全・安心という形で国民のニーズが高まっておりますので、さらに肥料・土壌改良資材とも検

査の重点化あるいは検査制度の向上という形で業務を高めていく。あるいはいろんな検査業務

の時間の短縮という形での効率化・合理化を図っていくという形での方向性で今後ともやって

いきたいと思っております。その理由ということで下に書いておりますが、基本的にはこうし

た業務もＢＳＥの発生を契機としていろいろ食品安全基本法が制定されるなど非常に関心が高

まってきておりまして、国の責務として基本的にやっていく必要があるのではないかというふ

うに考えております。 

 さらには②で書きましたが、肥料取締法の方も15年６月に改正をいたしまして、さらに食品

の安全まで肥料の世界でも担保するんだという形に現在変わっております。さらには重金属等、

有害物質のリスクがいろんな資源を肥料にするという中でリスクの高まりという意味では今後

とも重点化をして対応していくものだというふうに考えています。 

 そういう背景の中で本事務・事業につきましては、立入検査等、公権力の行使を伴っておる
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し、さらには検査対象から対価を徴収することもできないという意味では民間に委ねがたい。

あるいは全国均質な専門技術に基づいた一元的な公正かつ厳格なそういう検査の実施というこ

とも担保がいるということで、今後とも飼料検査所の方で業務を担当するのが適当であるとい

うふうに考えているところであります。 

 次のページをごらんいただきます。８ページですが、次は飼料と飼料添加物の検査業務でご

ざいます。この方もいわゆる飼安法、「飼料安全法」という法律に基づく業務としてやってお

りますし、さらには先ほどのカルタヘナ法に基づく業務も新たに加わったということでござい

ます。先ほどの資料とほとんど同じ論調でございますので割愛をいたしますが、やはりこの業

務も重点化なりあるいは効率化・合理化を図っていくことが必要でございますし、行の中に書

いていますとおり、こちらの方も飼料安全法の改正も15年６月に行っておるところでございま

して、エサの問題もＢＳＥのきっかけをもとにして、ますます大きな問題ということで国の責

任のもとで独立行政法人でやっていくということで考えておるところでございます。 

 それから組織の形態に関する見直しで９ページでございますが、これはもう全部合せて肥料

もエサも一緒にした議論をしておりますが、再三述べておる繰り返しになりますが、国の責務

としてこういう安全性を確認することを停滞なく確実にやっていく必要がある。さらには高度

な専門知識等、検査技術体制でもって公正中立に行う必要があるということでは、特定独立行

政法人として今後とも機動的にやっていく必要があるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 理由の方ですけれども、これも繰り返しですが、下の○の方を見ていただきますとおり、本

事務・事業は、ＢＳＥの発生等々含まれて国と連携して製造業者等に対して直ちに出荷停止等

の公権力の行使を迅速かつ確実に行うことが不可欠であるというようなこと。あるいは②であ

りますように高度な判断が求められる行政処分の前提となるものであり、公平・公正な実施が

求められること。あるいは知的所有権、ノウハウ等は相手方企業のものが含まれておるという

ことでは、そういうものの秘密、企業秘密にかかわる情報を取り扱うこととなるというような

こと。そういうことを含めて、さらには最後に書いていますが、いろんな突発的な検査業務が

労働争議等によって停滞するということも大きな問題ですので、そういうものをきちっと確保

していくという意味でも特定独立行政法人、公務員の身分でやっていく必要があるというふう

に考えておるところでございます。 

 そこまでが飼料検査所でございます。次の10ページから農薬検査所の方でございます。農薬

検査所の方は文字通り農薬の品質の適正化とその安全性を確保という形で、極めて国民の方々
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の関心の高い資材となっております。これにつきましてもこの農薬検査所で一元的に検査等を

行っているところでございまして、見直しにつきましてはそこに数字的に載せておりますが、

かなり重点化、効率化を図る形で現在も進めておるところでございます。 

 11ページでございます。事務・事業の概要でございますけれども、こちらの方も農薬取締法

という法律に基づきまして農薬の安全性、環境影響あるいは行政の立入検査、それから試験研

究施設のＧＬＰの適合確認あるいはカルタヘナ法に対応というような形でもっぱら農薬問題に

ついての検査業務をつかさどっているということでございます。見直しの方向性でございます

が、これも先ほどと同様にさらに事務・事業の重点化を図るとともにいろんな業務の効率化・

合理化を図るという形での対応をお願いしたいと思っています。 

 理由の方でございますけれども、こちらの方ももちろん食の安全ということで国の責務とし

て大きくかかわりがあるということ。さらにはこちらの方も農薬取締法につきましては、14年

12月と15年6月という形で２度にわたって改正を進めてきたところでございます。その背景に

はもうご案内のとおり、無登録農薬の使用ということが世間を非常に騒がせたわけでございま

すけれども、そういうものにもきちっと対応していくということで法律改正をして、さらに品

質、安全性の確保という形での農薬問題に取り組んでいるところでございます。 

 次の○のところでございますけれども、この業務も無登録農薬の生産とかに対して罰則を科

すということで私権の制限の前提となるものであるということ。あるいは立入検査等、公権力

の行使というような事柄もやはり持っておりますので、民間に委ねることは困難であるという

ふうに考えています。さらに国の指示のもとに専門技術に基づき一元的に公正かつ厳格に実施

する必要があるということで、引き続き農薬検査所が担当することが適当であるというふうに

考えております。 

 次のページでございます。組織のあり方でございますけれども、これも繰り返しになるんで

すけれども、農薬問題、非常に関心の高いものを国の責務として安全性の確保について専門知

識に基づいて公正中立に行っていく必要があるというふうに考えています。そういう意味で特

定独立行政法人の形態で今後とも引き続いて行う必要があるというふうに考えております。理

由の方も先ほどの飼料検査所とほぼ同じでございます。国の責務あるいは公権力の行使、公

平・公正等々によりまして引き続いて独立行政法人、最後の方に書いていますが、やはりこの

問題についても労働争議等による業務停滞を起してはいけないということもございますので、

公務員の身分、特定独立行政法人で引き続いてやっていくことが妥当であるというふうに考え

ております。 
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 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、次に種苗管理センターについてお願いを

いたします。 

○種苗課長 それでは生産局種苗課長でございます。同じ資料の13ページからでございます。

種苗管理センターでございますけれども、まず13ページ、中期目標の達成状況のところでござ

いますけれども、まず種苗管理センターにつきましては農林水産植物の品種登録にかかります

栽培試験、それから農作物の種苗の検査、ばれいしょその他の農作物の増殖に必要な種苗の生

産・配布等、主にこの３つの業務を柱といたしておりますけれども、それぞれ目標を達成して

いるところでございます。 

 まず、農林水産植物の品種登録にかかります栽培試験でございますけれども、実施農場ごと

の担当植物の専門家あるいは品種のデータベース化等によりまして栽培試験の合理化・効率化

を図っておるところでございます。種苗の検査につきましては、証明書の迅速化等を図ってき

ているところでございます。ばれいしょ等の生産・配布につきましては、労働時間及びコスト

の把握等を通じまして業務改善を行っておりますし、ばれいしょ原原種におきます農場ごとの

役割分担を明確化しようということで、品種構成を農場ごとに見直し、また大規模・少品種生

産農場と、小規模・多品種生産あるいは新品種の急速増殖等を行う農場に役割を分担するなど

いたしまして、効率化を図っておるところでございます。 

 その次の14ページでございますけれども、サービスその他の業務の質の向上という点では、

それぞれの３つの業務につきまして、栽培試験では新品種の登録出願の件数が大幅に増加して

いることに対応いたしまして、栽培試験も大幅に増えてきておるわけでございますけれども、

実施体制を強化をしてそれに対応いたしております。マニュアルの作成でございますとか審査

基準の作成等を通じまして、こうした業務の増大に対応してきているところでございます。そ

れから種苗の検査につきましても、その迅速化あるいはアンケート調査等に基づきまして依頼

検査項目等が拡大してきておるわけでございますけれども、こういったものにも適切に対応を

してきております。ばれいしょ等の生産・配布につきましてもこれも都道府県等からアンケー

ト調査を行いまして、十分な需要に応じた供給の確保あるいは病害罹病率の目標等を達成をし

ておるところでございます。 

 それから、次に15ページ以降それぞれの事務及び事業の見直しでございますけれども、まず

品種登録にかかわります栽培試験でございますけれども、この栽培試験と申しますのは種苗法

に基づきます品種登録制度、農林水産省が行っております制度のその品種の審査にあたりまし
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て、その要件を満たすかどうかというのを実際に栽培をして、その判断を行うということで必

要不可欠なものでございますけれども、特にこの種苗法に基づきます新品種の登録制度という

のは昨今の私的財産の強化という観点からも非常に重要性が増してきておりますし、また先ほ

ど申し上げましたように出願件数も大幅に増加をしてきておるということで、その効率化等が

図られてきているところでございます。 

 こういった状況の中で業務の増大、それから一層の業務の効率化という観点から、実施の農

場ごとの植物の専門化といったことを進めておりまして、西日本農場というのが新しくできま

したことも踏まえまして、実施場所を９カ所から６カ所に集約化するといったことなどを含め

まして、その重点的な配置を行って対応をしていきたいというふうに考えております。こうし

た事業事務につきましては、非常に専門性が高いということと共に農林水産大臣による品種登

録の公権力の行使にかかわる業務あるいは非常に出願者の情報の秘匿という観点からも極めて

重要ということで、引き続き特定独立行政法人として事務・事業を実施していくことが必要不

可欠と考えております。また、同様に公正性、中立性といった観点からも引き続き業務を進め

ていくことが不可欠と考えております。 

 続きまして17ページでございますが、農作物の種苗の検査でございます。この制度は種苗法

に基づきます指定種苗制度によりまして、農林水産大臣の指示に基づきまして流通段階の種苗

を集取し、その表示及び品質の検査を実施しておるものでございます。また種苗業者等からの

依頼によりまして、輸出等の際にその種苗の検査をいたしまして公的な品質証明を行っておる

ものでございます。この指定種苗制度に基づきます集取、検査といったものは一定量の不適正

な集取の流通というのがどうしても含まれているということもございまして、今後とも継続的

な実施が必要不可欠でございます。 

 また、農薬の使用表示といったものが今後、制度拡充が検討されておるような状況にござい

ますので、なお一層この事務の必要性、有効性が増加しているところでございます。なお、こ

の事務を実施しております４つの農場がございますけれども、そのうち久留米分室の機能につ

きましては、先ほども出てまいりましたが西日本農場という新しい農場ができたといったこと

も踏まえまして、３カ所に集約することにつきまして関係者の合意を得ながらその検討を進め

ておるところでございます。この指定種苗の集取、検査につきましては農林水産大臣による公

権力の行使といった事業でございますので、引き続きまして特定独立行政法人として業務を実

施することが必要不可欠と考えております。 

 次に19ページ、ばれいしょ、茶樹、さとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布でござい
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ますが、この事務及び事業につきましては、ばれいしょ、茶樹、さとうきびにつきまして健全

無病な優良種苗の生産に必要な原原種、いわゆる元種を生産し、配布をしている事業でござい

ますけれども、このばれいしょ等につきましては種苗の増殖率が著しく低いと。またウィルス

病等の種苗伝染性病害種に非常に侵されやすいと。いったんこれが感染いたしますと防除が不

可能で非常に大被害を受けるおそれがあるということで、他の農作物には見られない特殊性が

存在するということで、これは我が国のみならず欧米諸国、国際的にもこうした増殖法という

のが、あるいはこうした業務の体系というのがとられておるところでございます。本法人にお

きましてはこのうち、原原種、特に原原種につきましてはウィルス等などにつきまして厳重な

管理が必要であるということで、今後も引き続き特定独立行政法人として業務を実施していく

ことが必要不可欠と考えております。 

 なお、茶樹につきましては新品種への改植というのがある程度進んでまいりまして、これま

である程度の成果といったものがあがってきておるということも踏まえまして、都道府県、民

間への委託あるいは一部移管等も含めまして、あり方を現在検討いたしておるところでござい

ます。いずれにしましてもこの業務につきましては、ウィルス等の病害対応ということで非常

に採算性も低く、また広大な隔離ほ場あるいは専門の施設といったものが必要になりますので、

引き続き特定独立行政法人として実施していくことが必要不可欠と考えております。 

 最後に21ページ、組織形態の見直しに係る素案ということでございますけれども、繰り返し

になりますけれども育成者権、品種登録に係わります育成者権の設定あるいは種苗の検査等で

公権力の行使といったことで非常に民間等に委ねることは困難である。あるいは種苗の生産等

につきまして公益性が非常に高く、また採算性も非常に低いといったことで民間に委ねること

は困難でありますので、引き続き特定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。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。続きまして、家畜改良センターについてお願いをい

たします。 

○畜産振興課長 生産局畜産部畜産振興課長の塩田でございます。それでは家畜改良センター

についてお話申し上げます。22ページです。 

 家畜改良センター、名のとおり畜産物、肉あるいは牛乳、こうした生産に係わる家畜、また

それの餌である飼料作物について実務をやっているということで家畜改良センターでございま

す。お手元の22ページ、家畜改良センターにつきましてはその業務、中期計画のところにござ
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いますけれども、今申し上げましたように家畜、特に優良な家畜をつくるあるいはそれを生産

して普及する。またエサ、飼料作物ですね、これらの優良な種苗の確保、また提供していくと

いうことでございます。 

 業務の中の効率化ということでその点におきますと、やはり家畜の改良といってもその種類

等についてもやはり時代の流れの中で種類を絞っていくといいますか、そういうことを今現に

進めております。また飼料作物の種苗についてもやはり使われていくもの、あるいは気候変動、

あるいは需要に応じていいものができればその保存しているものを減らしていく、増殖するも

のを絞っていくということを今進めて計画どおりやっております。また、人件費を除く運営費

交付金等につきましても事業費として計画以上に今絞ってやっております。 こうした中で事

業としてはやはり家畜のこと、そして飼料作物という２つの部分がございます。 

 23ページが１つが家畜の改良、増殖、飼養管理ということでございます。１つは家畜の改良

増殖、非常に言葉としては難しいのでございますが、やはりいい家畜、特に家畜の中でも雄側

の方からいいものを使っていくということ。またそれを検査するということで種畜検査という

のがございます。雄の家畜を検査するということで非常に影響力が大きいということでやって

おります。また、いい家畜ができればそれを配布する。あるいはご存じのとおりＢＳＥの発生

以降、トレーサビリティということでご存じのとおり生産農家で産まれてくる牛についてです

けれども、それをトレーサするということで産まれたらすぐにこの家畜改良センターの方に登

録をして、10桁番号を登録してそれが最終生産物にいくまでトレースすると。こうした業務を、

個体識別の台帳というものを整備するという業務を新たに付加しております。こうした中で家

畜の改良という事業を、なかなかやはり国産ものを国内でつくっていくということに非常に手

間と時間がかかっております。またこうした中で消費者ニーズに応じたいいものをつくってい

くということで非常に時間と手間をかけながらやるという業務として進めております。この23

ページの一番下にありますように、こうした種畜の生産ということでもやはり家畜、土地、施

設いろいろかかっております。 

 24ページにいきますが、そうした中でやはり今後とも家畜の世界の中で生産畑の中でそうし

た優良家畜を生産するにあたって、これがもし何か止まったときは非常に困るということもご

ざいます。また、先ほど申し上げましたようにそうした家畜だけではなくてトレーサビリティ

という新たな業務、こうしたものの重要性は非常に増しております。こうした業務につきまし

ては今後ともやはり今までの知識、経験の中で進めている家畜改良センターがその効率化を進

めながらやっていきたいということでございます。 



 15

 ２つ目の業務、25ページ、飼料作物でございます。こちらの方は今の家畜の餌というんです

か飼料作物でございます。これらにつきましては飼料作物から種苗の生産、配布等ということ

で生産、配布、また種苗の検査を行っております。そのほかまた新たにカルタヘナ法の規定に

基づいた立入検査等、業務が付与されております。これも先ほど申し上げました家畜と同様に

飼料作物について、やはりこの日本の気候風土に適応したもの、非常にそういう意味では特性

のある風土の中で国内の品種をつくっていく、あるいはそれを供給していくということで、特

に増殖して増やしていくということについては非常に手間がかかります。25ページの下の方に

ありますように、そうした気象条件の中で非常に不安定な状況の中で非常に手間がかかり、民

間等々がなかなかできないこと。それをやっていかなければいけないということでございます。 

 ただ、そういうものを26ページにございますけれども、やはりそういう種苗でもこうした状

況の中で餌としての需要もございますので、いろいろ民間各位に意見を聴きながらそれを生産

するということは当然ながら必要だと思っております。こうした中で今申し上げましたように

家畜あるいはこの飼料作物の中でやっていくこと、検査、その他の生産の中で公権力の行使と

いうのはいろんな形の中であります。トレーサビリティの先ほど申し上げました中でも公権力

の行使といいますか公的なところがしっかりとデータとしてキープしていくということは必要

かと思います。 

 そういうことを踏まえて27ページでございます。組織の形態としては今申し上げましたよう

に公権力の行使あるいは個人情報の適正な管理、あるいは特定独立行政法人の形態としてやは

りそうした業務についてやっていくということが今後とも必要かなと思っております。こうし

た中ではやはりいろんなことでコストの負担面、民営化するということでやるとなかなかそれ

は担い手として難しいということがございます。また、こうしたものを公務員以外の者が行っ

た場合、やはりいざとなったときの事業の適正かつ確実な実施というのが非常に難しい。家畜

あるいは飼料、それぞれやはり日々の作業でございます。そうしたものが止まるあるいは検査

が止まる、いろんな形。あるいはトレーサビリティのデータについてもその収集と提供等々に

つきましても同じようなことが言えるかと思います。以上のような状況の中で組織形態につい

ては引き続き特定独立行政法人ということで考えております。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。続きまして、農業者大学校についてお願いをいたし

ます。 

○女性・就農課長 経営局女性・就農課長の吉本でございます。農業者大学校につきましてご
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説明申し上げます。資料28ページをごらんいただきたいと存じます。 

 農業者大学校でございますが、この法人は農業を担う人材の育成ということを目標にいたし

まして、青年である農業者に対する近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を行ってい

るものでございます。施設といたしましては多摩にございます農業者大学校本校、それから果

樹の研修を行っております施設が２カ所、落葉果樹の岩手の研修施設と常緑果樹の大分の研修

施設におきまして研修教育を行っているところでございます。 

 まず、中期目標に達成状況でございますけれども、中期目標の期間中に教育時間当たりのコ

ストを３％低減、これにつきましてはまず１として、本校の状況を書かせていただいておりま

す。３年間の教育を実施してございますが、その中で現在のニーズに合せた形で循環型農業で

すとか食の安全に係わるカリキュラムを増やすなどいたしまして、単位時間当たりのコストの

低減7.3％減ということになっております。また、果樹の研修につきましても講義及び実習双

方の内容を充実させまして、時間当たりのコストを低減させているところでございます。それ

から人件費を除く運営費交付金についてでございますが、前年度比１％抑制という目標を掲げ

ておりますが、そこにございますように14年度1.1％減、15年度2.8％減といった形で推移をし

ております。それから国民に対して提供するサービスその他の質の向上に関する事項といたし

まして、卒業生の就農率90％以上といった目標を一つの指標として掲げておりますが、それに

関しましてはそこにございますように毎年90％を超える状況で推移しております。 

 続きまして29ページをごらんいただきたいと思います。事務・事業の概要、それから今後の

見直しにかかる内容でございますが、現在この農業者大学校におきましては、本校では３年間

全寮制で教育を実施してございまして、これは自然科学系だけではなくて人文社会系のカリキ

ュラムも大幅に取り入れるとともに、派遣実習を組み入れたほかにない非常にユニークな教育

内容として実施しているものがございます。それから併せまして果樹の教育ということで、こ

れはそれぞれ研修施設の中にほ場を備えましてリーダーとなる農業者養成ということを実施し

ているところでございます。 

 今後の改廃にかかる具体的措置につきましては、現在、農業者大学校の将来方向に関する検

討会というのをことしの３月からでございますが、設置して検討を行っております。これは国

際情勢ですとか食の安全に係わる消費者の方々のニーズ、それらが大きく変わりつつある中で

今後それを農業の構造改革を進めていく上で、何と言いましてもそれを担うその人材の育成と

いうことが極めて重要な課題になっているという認識のもとで、こうした検討会を開催してい

るところでございます。 
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 その中の検討の方向といたしましては、そこにございますように１つは就農ルートが非農家

出身の方ですとかあるいは農業法人に就農するといった形の方ですとか多様化をしております

ので、それに対応した形で対象あるいは入学経路について見直しを図っていきたいということ。

それからこれからの構造改革を進めていくために、必要とされる能力を付与するために真に必

要となる内容にカリキュラムを強化してまいりたいということ。それと関連でございますが、

ビジネスに関するいろいろな感覚、素養が求められてきておりますので、そうしたビジネス研

究コースの創設についても検討をしてまいりたいと考えております。 

 それから２つ目には、全国的な農業教育水準を向上させるべくシンクタンク機能を農業者大

学校で果たしていけないかということで、道府県の農業大に対する講師の斡旋ですとかあるい

は指導職員研修といったようなことを強化してまいれないかと検討しております。さらに果樹

農業研修所につきましては、果樹研修だけでなく本校の教育の一環として例えばバイオ等高度

先進技術の実践研修を行う総合演習農場といった形でも活用できないか検討しているところで

ございます。 

 以上申し上げたことについての理由を書かせていただいておりますが、１点だけ補足させて

いただきますと、今申し上げましたような教育内容でございますので、授業料収入をかなり大

幅に上回るその費用を教育については必要としているということ。それと併せましてその教育

内容がやはり国の農業政策に非常にスピーディーにマッチした内容を提供していかなければな

らないということで、それについてはしかるべき講師の方を集めていく必要があるというふう

なことで、それらを踏まえますと民間あるいは地方でこれに代わって実施するということは極

めて困難なのではないかというふうに考えているところでございます。 

 それから30ページをごらんいただきますと、組織形態に関する見直しについてでございまし

て、これにつきましては農政の展開方向に即しながら時代の要請にあった高度な教育を実施す

るとともに、地方に対するさまざまなシンクタンク機能、支援機能を発揮していくためには引

き続き独立行政法人の形態で実施する必要があるものと考えております。併せまして争議行為

などによる業務の停滞を避ける必要があること。国とのスムーズな人事交流を確保する必要が

あることから、今後とも公務員型で行う必要があるというふ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。続きまして農林水産技術会議事務局の所管する６法

人について、お願いをいたします。 

○研究開発企画官 研究開発企画官をしております小泉でございます。資料31ページから説明
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させていただきます。 まずはじめに、農業・生物系特定産業技術研究機構、以降、機構と言

わせていただきますけれども、からでございます。ここの機構は31ページの中期目標の達成状

況の欄にございますが、農業に関する技術上の向上及び生物系特定産業技術の高度化、農業機

械化の促進というふうなことを目的に実施しておりまして、これまでのところ、目標を上回る

達成状況になっているということでございます。基本的に毎年度１％経費節減の中、新たな競

争資金等を取り入れながら研究の活性化を行っているというところでございます。31ページは

その数字が書いてございます。 

 それから32ページにまいりまして、今言いました研究機関ですので、普及に移しうる成果、

それから論文、知的所有権、品種登録、こういったものを数値目標に挙げておりまして計画を

上回る達成状況になっているというところでございます。 

 それから今度は事務・事業の個別図でございますが、33ページの表をごらんいただきたいと

思います。ここは機構の４つの業務のうちの最初の１つでございます。農業技術研究業務とい

うものでございます。ここで事務及び事業の改廃に係わる具体的措置ということで中段にござ

いますが、現在の食料自給率が横ばいする中、ＢＳＥ、それからインフルエンザ等の発生とい

うことで食の安全・安心に対する国民の関心が高まっていると。あるいは担い手の問題あるい

は農産物の海外との競合問題、いろんな問題がございまして農業分野の研究開発の必要性が以

前にも増し高まっているということでございまして、これまで以上に充実・強化していくこと

が必要であると考えております。上記措置に関する理由としまして、国レベルの唯一の研究実

施機関ということで引き続き機構が実施する必要があるというふうに考えてございます。 

 次の34ページでございますが、民間研究促進業務でございます。これは２つ目の業務でござ

いますが、事務・事業の改廃につきましては中期目標終了時までに事業のあり方について抜本

的見直し案を策定するというふうなお約束になってございます。現在、それにつきましてはそ

の下の段にございますが最後、融資事業につきましては、更なる効率的な資金供給の手法を検

討するというふうなことで、現在検討を進めておるという状況でございます。 

 ３つ目の業務でございますが、35ページ、基礎的研究業務ということで事務・事業の改廃に

つきましては、非常に試験研究の必要性が高い。高度化に対する非常に要望が高いということ

で、競争的資金の手法を活用した研究の推進というのが今後とも重要であるというふうに考え

てございます。同じように上記措置に講ずる理由につきましても、研究課題の応募というのが

非常に高倍率であるということで、非常にニーズが高い。今後とも確実に実施していく必要が

あるというふうに考えてございます。 



 19

 それから36ページ、４つ目の業務でございます。農業機械化促進業務でございます。事務及

び事業の改廃につきましては、検査技術の高度化あるいは検査項目の見直しによる検査鑑定業

務の効率化を図ることによりまして、適正かつ合理的に事務・事業を実施していきたいという

ふうに考えてございます。その措置の理由といたしまして、我が国における農業機械化の拠点

機能を果たしていると。専門的な技術蓄積や研究人材、十分な施設が確保されているというこ

とで、本法人が実施する必要があるというふうに考えてございます。 

 次に37ページでございます。ここでは組織形態について今の４つの業務をまとめて整理させ

ていただいてございます。組織形態の見直しにつきまして本法人が行っている事務・事業につ

きましては農業技術研究業務につきましても、農業現場において実用的な技術を組み立ててい

くということで、あるいは鳥インフルエンザ等の問題にも対応する必要があるというふうなこ

とで今後とも独法の形態で実施する必要があるというふうに考えています。なお、同じように

民間研究、それから基礎研究、農業機械化促進業務、これらもそれぞれ固有の役割を持ってお

りまして、今後とも独立行政法人の形態で実施することが必要であるというふうに思っており

ます。 

 その形態につきましては争議行為が禁止されている公務員型である必要があるというふうな

ことでございます。万一、民営化された場合にはこういうＢＳＥ、鳥インフルエンザ等の問題

に、緊急的な問題に対応できない。あるいは今まで蓄積してきた研究のものが無に帰してしま

うというふうなことから争議権のない公務員型が重要であるというふうなことでございます。

あと民間研究の促進、競争的研究資金を確保した基礎的研究、こういったようなものも中立性、

公平性が重要である。それから機械化事業につきましても農作業者の安全性の確保というふう

なことに重大な影響が生じるということで、引き続き独法の形態で実施する必要があるという

ふうに考えております。なおかつ、公務員の身分につきましても争議行為が行われない公務員

型でいくべきであるというふうに整理させていただいております。 

 それから39ページ、今度は農業生物資源研究所でございます。ここの中段にございます。こ

の生物資源研は、農業の生産性の飛躍的向上や農産物の新たな需要・新生物産業の創出を目的

として実施しておりまして、これまでのところ目標を上回る達成状況になっているというとこ

ろでございます。数値は省略させていただきます。 

 40ページにまいりまして、事務・事業の概要ということで、この改廃につきましてご承知の

ようにバイオテクノロジーの急速な進展というのは従来にも増して拡大している。利用技術開

発競争は世界的に激化している。本競争においても我が国が引き続き優位性を保つ上でも、事
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務・事業を継続的に実施していくことが必要である。というふうに考えています。その理由と

しまして、特に民間なり大学には任せられない。その体系的な蓄積がある、あるいは総合的に

研究できるというふうなことで、万一取り組まなければ研究開発が遅れてしまうというふうな

おそれがあるというふうにしております。 

 その組織形態につきましても41ページでございますが、これらの研究は非常にリスクが高く、

利益に直結しがたいというふうなことで、生物資源研が独立行政法人の形態で引き続き実施し

ていく必要がある。さらに遺伝資源の適切な管理、技術革新の遅れのないようにというふうな

ことで争議権が想定されない公務員型が必要であるというふうな整理をさせていただいており

ます。 

 引き続きまして42ページ、農業環境技術研究所でございます。ここは農業の生産の対象とな

る生物の生育環境の保全及び環境に関する技術の向上に寄与することを目的として実施してお

りましで、これまでのところ同様に目標を上回る達成状況になっているというところでござい

ます。 

 事務・事業の改廃につきまして43ページでございます。今後とも農業環境の保全・改善に対

する社会的ニーズ及び健全な農業環境資源の次世代への継承に関する関心は一層高まっている

ということで、特にここではリスク評価、リスク管理、リスク軽減というリスクという言葉を

用いておりますが、今後、非常にそういった役割が益々増大しているというところでございま

す。そういう増大している役割を引き続き担う必要があるということで、下段の方にまとめて

おります。特に実施されなければ農業環境の保全・改善に重大な支障を及ぼす可能性があると

いうふうなことでございます。 

 44ページにまいりまして、組織形態につきまして。ここには農業環境の保全及び改善という

極めて公益性の高い研究分野であるということ。仮に民営化された場合、このような研究の実

施が困難になる。ひいては農業あるいは国民生活に悪影響が及ぶというふうなこと。さらに身

分につきましても農産物の汚染や侵入病害虫のまん延等、緊急時に争議行為が行われることの

ない公務員型が重要であるというふうに考えてございます。 

 それから農業工学研究所、45ページでございます。ここは農業工学にかかわる技術の向上に

寄与することを目的として実施しておりまして、これまでのところ目標を上回る達成状況にな

ってございます。数値等は省略させていただきます。 

 46ページ、事務・事業の改廃につきましては、この分野につきましては美しい田園空間の形

成、循環を基調とした美しい田園空間の形成とかあるいは農村地域の安全・安心な社会構築に
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向けたストックの維持管理、あるいは地域資源の保全管理等、魅力ある農村づくりのための計

画なり基盤整備技術が益々重要になっているというふうなことでございます。その理由につき

ましては、地方公共団体等に委ねた場合はリスクが多く、なかなか達成できないというふうな

ことでございます。そういうことで引き続き独立行政法人の形態で実施していくことが重要で

あるというふうに考えております。 

 47ページ、組織形態に関する見直しにつきましても、ここは特に災害対策基本法の指定公共

機関であると。災害時に職員を現地に派遣するというふうな責務がございます。そういう意味

もございまして、争議行為が禁止されている公務員型である必要があるというふうに考えてご

ざいます。もしこういう公務員の身分がないというふうな場合については、国民の生命・財産

あるいは災害の発生というふうなものに影響があるのではないかというふうに考えてございま

す。 

 次に48ページ、食品総合研究所でございます。ここは食品の利用・加工・流通に関する技術

の向上と国民の食生活の改善に寄与することを目的として研究を進めておりまして、これまで

のところ順調に進捗してきているというところでございます。 

 49ページの事務及び事業の改廃につきまして、特にご案内のように食品の安全性と食の安

全・安心といったもの、あるいはさらには健康維持・増進といったもの、先端的流通・利用・

加工技術、こういったようなものが非常に重要視されているということで、これまで以上にそ

の役割が大きなものがあるというふうに考えてございます。これらの事務・事業が実施されな

い場合、国内食品産業の発展への影響であるとか遺伝子組換え検知技術の開発の国としての施

策が適切に行われないとか、行政施策や食品産業の健全な発展に支障があるのではないかとい

うふうなことで、食品総合研究所が引き続き実施する必要があるというふうに考えてございま

す。 

 50ページにまいりまして、組織形態に関する見直しということでございますが、非常に公共

性の高い研究あるいは行政的・社会的ニーズの高い研究を行っておりまして、民間等ではとて

もリスクが高くできないというふうなこと。あるいは食中毒、化学物質汚染等の緊急対応とい

ったようなものも求められるということで、公務員の身分で実施することが必要ではないかと

いうふうに考えてございます。 

 それから51ページにまいりまして、国際農林水産業研究センターでございます。このセンタ

ーは熱帯及び亜熱帯に属する地域、その他の開発途上国にある海外の地域における農林水産業

に関する技術上の試験研究、こういうことを行いまして、農林水産業に関する技術の向上に寄
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与するというふうなことで、今実施しておる。今までのところ中期目標に掲げた数字を順調に

クリアしているというところでございます。 それから52ページにまいりまして、事務・事業

の改廃につきまして。今後も国際農林水産業において地球的規模の研究成果を生み出すために

は本法人が今まで以上に充実・強化していく必要があるというふうに思っております。特に食

料・農林水産業関係分野での我が国のイニシアティブによる国際研究の協力を通じた国際貢献

という意味で非常に役割が大きいというふうに考えております。組織形態につきましては、争

議行為などが想定されない公務員型が重要である。これは相手の問題も大きな問題でございま

す。共同研究ということで特にリスクのある派遣先の国が多いということもございます。そう

いう意味で国策の推進に重大な支障も及ぼすということで、身分は公務員型が望ましいという

ふうに考えてございます。 

 以上、研究法人、６法人についてでございますが、全体を通じまして資料の３の方には書い

てございますが、経費節減あるいは数値目標を順調にクリアしていると。それからそれぞれの

固有の役割を持ち、その役割が非常に増大していること。さらにはそれらの事業が実施されな

い場合、国民生活に影響があるというふうなこと。引き続きそういう意味で独立行政法人が実

施する必要があるというふうなことを全体を通じて述べさせていただきました。 

 以上で説明を終わります。 

○松本委員長 ありがとうございました。続きまして、林木育種センター及び森林総合研究所

についてお願いをいたします。 

○研究普及課長 林野庁の研究普及課長でございます。まず、林木育種センターの方から説明

させていただきます。センターは沿革といたしまして、まず昭和32年から林野庁の特別会計組

織として立ち上がってございます。53年から一部一般会計へ移し替えを行いまして、平成５年

に一般会計に移し替えが終了ということで、以降は他の法人と同様でございます。中期目標の

達成状況でございますけれども、この林木育種センターは我が国唯一の林木のジーンバンクで

ございまして、また、林木育種に関する実践的な研究を事業と一体となって行う法人であると

いうことでございます。効率化について幾つか掲げてございますけれども、経費節減について

計画以上の達成をしております。同じくサービスの質の向上あるいは遺伝資源についての探

索・収集、種苗配布、いずれにつきましても計画以上の達成を果たしております。 

 次に55ページですが、事業を大きく分けますと３つに分かれてございまして、１つは、新し

い品種の開発・改良と種苗の各都道府県への配布でございます。２つ目は、ジーンバンク事業

でございまして、これは先ほど申し上げたとおりでございます。それから３点目、海外に対す
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る林木育種分野の技術協力ということで、海外協力のプロジェクトへの専門家派遣であります

とか、海外研修員の受入れなどの技術指導を行っているものでございます。 

 次に今後の見直しの方向性でございますけれども、現在、森林につきましては地球温暖化防

止あるいは国土環境保全、あるいは木材供給、こういった多面的な機能の分野から極めて国民

からのニーズが高まってございます。こういったニーズにきちんと応えるためのより優れた品

種の開発あるいはマツクイムシなどのような病害虫に抵抗性のある品種、あるいは花粉症に対

してアレルゲンの少ない品種、こういった品種を組織培養とかあるいは遺伝子組換えによって

開発するということを重点的に実施する必要があろうというふうに考えております。 

 ２つ目の見直し点でございますけれども、生物多様性の国家戦略によって国家ジーンバンク

事業というのは益々ニーズが高まってございます。絶滅危惧種であります例えば屋久島のゴヨ

ウマツあるいは小笠原のクワ、こういったものの収集・保存、これを戦略的に果たさなければ

いけない。こういったことへの重点化に取り組んでいくということが２点目でございます。 

 それから３点目といたしまして、そもそも林木育種という分野は現在の世代だけではなくて、

将来の世代にも及ぶということでございますので、できるだけ他分野との連携、各セクターと

の連携を強化いたしまして、その連携の要として役割を一層強化する必要があるという、これ

が今後の見直しの視点でございます。 

 56ページにまいります。では、廃止した場合の問題点でございますけれども、１つは、ジー

ンバンク事業、これが行われなくなると、国家的な財産である貴重な樹種の遺伝資源が失われ

たり、あるいは地域特性の強い生物資源の復元が不可能になるなど、こういった問題が生じて

まいります。ジーンバンクとしての保存単位と申しますのは、種子でありますとかあるいは花

粉でありますとか単体の樹木でありますとか、あるいは森林といった広域の保全、いろんなパ

ターンがあるわけでございますけれども、こういった各空間単位によるきちんとした濃淡のつ

いた保護がなされなければいけないということでございまして、こういったことをセンターを

通じて実践していく必要があるということが１点目でございます。 

 ２点目といたしまして、例えば病害虫のまん延あるいは環境変化に伴う森林の衰退・劣化、

これが生じてまいりますと、昨今話題になっております６％のＣＯ2 の削減のうちの3.9％が

森林によるＣＯ2の吸収でございます。この3.9％をカバーする上で衰退・劣化森林というのは

カウントされませんので、優良種苗の確保がなされない場合には、そういった大きな国際的な

問題に発展しかねないということでございます。民間にあるいは都道府県に移管した場合の問

題でございますけれども、まず１つ目は、①でございますが、品種開発の成果品を得るまでに
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非常に長期を要する、四、五十年かかるということでございます。それからコストとして事業

用地の確保あるいはメンテナンスの投資、これが必要で、かつその投資に対する回収が四、五

十年あとになってしまうということでございます。 

 それから３点目といたしまして、最終事業者は零細な森林所有者でございますのでなかなか

回収が見込めないという問題点がございまして民間への移管というものは馴染まないというこ

とが一つ考え得ると思われます。それから県に移管した場合、これも各県の財政事情あるいは

人材確保の観点など、いろんな観点から地域間での格差が生じかねないという問題があるとい

うことでございます。それから国としての代表する立場としてセンターがあり得ることで国際

ジーンバンク交流も可能なわけでございまして、こういった観点が失われかねないという点が

ございます。 

 そういったことで57ページでございますけれども、組織形態についてどう対処していくかと

いう点につきましては、現状維持ということで書かせていただいております。独法のまま、１

番につきましては繰り返しになりますけれども、国家戦略の一翼を担っているという観点ある

いは民間あるいは地方公共団体に移管した場合の問題点としてこういったことが生じますので

引き続き独立行政法人の組織形態で実施する必要があるということでございます。 

 それから２点目でございますけれども、公務員型、これにつきましても１つは遺伝子情報の

守秘義務の観点あるいは公務員型であるが故の中立公平性、信頼と信用が前提となっている作

業、こういう観点から現状維持が望ましいと考えております。同じことが国際的にもいえると

いうのが２番でございます。それから３番目といたしまして、扱っているものが生物でござい

ますので、業務の一時の中断も許されないということでございます。こういった観点から国家

公務員の身分を有する職員により実施する必要があるというものでございます。 

 それから続きまして、森林総研でございます。森林総研につきましては森林・林業に関する

総合的な試験及び研究を通じて、成果を上げていく試験・研究機関であるというものでござい

ます。効率化に関する事項につきましては、数字が並べてございますけれども、論文数あるい

は経費節減、あるいはサービスの質の向上、それぞれについて計画以上の達成を果たしておる

ところでございます。 

 今後の見直しの方向性でございますけれども、温暖化対応という森林の新しい機能要請に対

しまして政策に直結する科学的な裏づけの調査・研究を重点的に実施する必要があるというこ

とで、例えば炭素貯留量あるいはＣＯ2 固定量の解明、算定方法にかかる裏づけといった試

験・研究をまず第一義に実施するという点が１つでございます。２つ目といたしまして、森林
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が持つ多面的機能の高度発揮によって安全で安心な国民生活の確保に関する研究を進めていく、

それから木材資源の利用促進ということで循環型社会の構築という観点から研究を重点的に実

施するということでございます。それから３点目といたしまして、関係セクターとの連携を強

化していく、研究機関の要としての役割を果たすということでございます。 

 廃止した場合に生じる問題でございますけれども、１つは、やはりＣＯ2 問題でございま

して、我が国は京都議定書の締結国になってございますけれども、きちんとした科学的な検証

が果たされなければ国際間の約束の不履行という事態に発展しかねないという問題が１つ。そ

れから２点目といたしまして、山地災害危険地区の選定あるいは水源かん養機能の低下、こう

いった観点からの水質悪化もございますけれども、災害あるいは防災性に対する即応性が損な

われるという、こういった問題が出てまいります。 

 こういったことなどの問題が生じてくるということでございまして、このことはこの法人を

民間あるいは地方公共団体に移管いたしますと、当然、林業はもとより投資資源の回収が著し

く困難な分野でございますので、ほとんど民間では過去も実施されておりませんし、今後も実

施される見込みがないということで、現行の当研究所が担う公益性の高い研究を継続的に国民

に示すということが今後も必要であるというふうに考えておるところでございます。 

 最後に組織形態あるいは身分の問題でございますけれども、現状維持ということが必要であ

るということでございまして、理由につきましては今まで申し上げたとおりでございます。と

りわけ繰り返しになりますけれども、業務の中断ということが山地災害の発生防止・予知ある

いは迅速な国、広域レベルでの土砂災害に対する危機管理への対応が遅れるという即応性の問

題が残るわけでございます。あるいは病害虫、獣害対策、あるいはシックハウスなどの安全基

準対策についての緊急研究が滞るという問題がございまして、国民生活の安全・安心面での混

乱を引き起しかねないという問題でございます。それから、やはり微生物も扱いますので業務

の中断が許されないという観点から現状の独立行政法人あるいは公務員型の身分の継続が必要

であるというふうに考えているところでございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。続きまして、さけ・ます資源管理センターについて

お願いをいたします。 

○栽培養殖課長 水産庁の栽培養殖課長でございます。さけ・ます資源管理センター、62ペー

ジ以降でございます。さけ・ますにつきましてはご案内のとおり、河川で生まれて外洋に出て

成長したあと、再び生まれ育った河川に回帰するという特徴がございまして、国際的にも溯河

性魚種ということで特別の位置づけがなされております。 
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 こうしたさけ・ますは我が国においては河川開発や環境悪化によりふ化放流しないと資源が

持続的に利用できないということで、ふ化放流が行われておりますし、また各国ともふ化放流

事業を実施しているということで国際的な研究を確保する必要があること。また日露さけ・ま

す交渉やあるいは北太平洋の溯河性魚類委員会といった場の国際交渉に対応する必要もあると

いうことで、国としての関与を行っているところでございます。この法人の中期目標の達成状

況は62ページの表のとおりでございますけれども、この間、約１億尾の放流につきましては民

間に移行する計画というものを立てまして、これを着実に実施しているところでございます。

このために関連する事業所の８カ所というものを廃止または北海道に移管するということで計

画どおり進めております。 

 一方、センターの行うふ化放流というのは系群保全及び調査研究に必要な放流に特化してい

くということで、これは放流する１尾ごとに耳石温度標識放流という形で標識を付けるという

ことをやっておるわけでございますけれども、この放流数というものを中期計画のもとでこの

表にございますように着実に増やしてきているという状況にございます。こうしたことで外部

からは一定の評価をいただいているのではないかと考えております。 

 63ページに事務及び業務の見直しの素案ということでございます。現在も計画でもご説明し

たようなさけ・ます資源の資源増大目的のふ化放流、これにつきましては民間の受入れ体制整

備というものを進めながら、民間移行というものを進めておりまして、中期計画においてはす

べて民間移行をしたいというふうに考えております。一方で国際的な資源管理の責務を踏まえ

まして系群保全や調査研究目的のふ化放流及びそれに関連する調査研究、講習指導の充実を図

りつつ、適正かつ合理的に業務を実施させていきたいというふうに考えております。 

 組織形態の見直しあるいは組織形態の問題、64ページでございますけれども、繰り返しにも

なりますが、さけ・ますについては資源増大の目的のふ化放流については民間の経営体制の整

備、そういったものを進めながら事業所の廃止や民間移行を進めてまいります一方で国として

必要な系群の保全あるいは調査研究目的のふ化放流というものを着実に実施していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 また、評価委員会でもご提言いただきました本州におけるモニタリング調査や指導の体制の

強化というご指摘も踏まえて、それに必要な体制を整備したいというふうに考えております。

さけ・ますについては国際交渉への対応の必要があること。あるいは行っている調査研究が長

期間を要するリスクの高いものであるということも踏まえますと、組織形態につきましても引

き続き公務員型ということで実施したいというふうに考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは最後になりましたが、水産大学校、水産総

合研究センターについてお願いをいたします。 

○研究指導課総括補佐 水産庁研究指導課の総括補佐でございます。まず、水産大学校につき

ましてご説明いたします。 

 お手元の資料65ページでございますが、水産大学校につきましては水産に関する学理及び技

術の教授及び研究を行うこと。そういうことによって水産業を担う人材の育成を図ることを目

的にしておりまして、それに応じて中期目標を設定しております。まず、事業費等につきまし

ては対前年１％抑制ということで順調に推移しております。 

 また、水産大学校につきましては一般の大学の学部に相当します学科が５つございます。ま

た船舶の運行あるいは船舶の機関等について習得する１年間を期間とします専攻課程というの

がございます。また一般大学の大学院に相当します水産学研究科というものがございまして、

そういうところで学習をしておるわけですけれども、先ほど申しました専攻課程では海技関係

の免許を取得することができまして、海技免許の取得率85％以上、あるいは論文数ですとかあ

るいは国等々からの受託研究の数、それから水産、これは行政も含みますけれども水産関係あ

るいは関連分野への就職率といったものを目標値としておりまして、順調に推移しているとこ

ろでございます。 

 66ページでございますが、事務・事業の改廃にかかる具体的措置というところでございます。

水産大学校につきましては、水産の政策から最新の生産技術まで広い知識、問題解決能力を身

につけた人材を育成して、水産の行政あるいは業界に輩出していくという役割が求められてお

りまして、こういった役割に即応できるように、より実学を重視したカリキュラムへの見直し

等々を行って、今後も着実にこういった事業を実施したいと考えております。 

 理由のところに書いてありますけれども、最近は水産資源の状況が非常に悪くなっておりま

して、水産行政におきましても漁業の取締りですとか資源調査、こういった業務の比重が増え

ております。また、水産業界におきましても就業者の減少等々ございまして、資源をうまく管

理しながら高い収益を上げる漁業ですとか加工流通業に改革していくことが求められておりま

す。このような情勢に適確に対応して行政機関ですとか水産業界に人材を送り出していくと。

そういう教育をしていくという観点から組織の見直し等を行っていきたいと思っております。 

 また、文部科学省所管の大学でございますけれども、最近の動きをみておりますと、従来水

産学を中心とした教育が行われておりましたけれども、大学の統合等がございまして、どちら
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かというと水産業あるいは実学という側面が弱まりまして、海洋や生物といった内容に移行し

ている傾向がございます。こういった観点からもやはり実学を重視した教育、例えば取締りで

すとかあるいは実際に船に乗って漁獲物の処理・加工等を行う、こういった教育をしっかりと

実施していく必要があり、そういう役割を果たす唯一の機関であると認識しております。 

 67ページでございますが、組織形態の見直しにかかるところでございます。今後とも水産政

策に対応した実務に精通した人材を育成するという意味で、水産大学校を独法の形態で実施し

ていくべきと考えております。また、ここで扱います生きた生物等の観点からも争議行為等が

行われないような公務員型である必要があると考えております。 

 独法の形態で実施していくべきという理由でございますけれども、２つ目の○に書いており

ますように、やはり先ほど申しましたような水産政策上、求められる人材育成。こういう政策

と非常に密接に関連した人材育成という観点から、やはり独法で実施していくべきだと考えて

おります。また、公務員型であるべき理由でございますけれども、船に乗って実習等を行いま

すが、その間、争議行為等が行われますと大変なことになりますし、また遺伝的にも独立性を

持ったような生物の飼育等も行っております。こういうものをきちんと飼育していく上でも公

務員型ということが必要であると考えております。 

 続きまして68ページ、水産総合研究センターについてご説明いたします。まず、沿革のとこ

ろでございますけれども、平成13年に独法として立ち上がりまして、15年10月に認可法人の海

洋水産資源開発センターと社団法人日本栽培漁業協会と統合して新しいセンターになっており

ます。 

 次に中期計画の達成状況でございますけれども、この水産総合研究センターは水産に関する

試験及び研究、調査、分析、それから栽培漁業に関する技術の開発、海洋水産資源の開発、利

用の合理化のための調査等を行う組織でございます。業務を大きく２つに分けておりまして、

１つが試験研究・技術開発業務でございます。これにつきましては他と同様人件費を除く業務

費の１％削減等を行っております。新たに追加されました栽培漁業の技術開発の業務につきま

しては、より厳しい目標をつくっておりまして、業務費につきましては14年度を基準にして中

期目標期間中に５％削減、人件費を含む一般管理費を10％削減という目標を立てておりまして、

それに向けて今着実に実施をしているところでございます。それからもう１つの業務でござい

ます海洋水産資源開発業務、これにつきましても先ほどの栽培漁業と同じように、厳しい数値

目標を設けて進めているところでございます。それから質の向上に関する事項としまして、研

究・技術開発業務の方では論文の公表数ですとか特許等々、あるいはいくつかの水産生物ごと
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に採卵の実績ですとか産卵開始時期の早期化等々の目標をつくっておりまして、着実に進めて

いるところでございます。 

 70ページでございますが、海洋水産資源開発業務につきましては、ここでは新漁場の開発・

調査を行っておりますけれども、その企業化の可能性について早期に可否を判定する等々の目

標を掲げて、進めておるところでございます。 

 次に71ページ、事務・事業の改廃にかかる具体的措置ということでございますが、まず、水

産試験研究・技術開発業務につきましては、このセンターといいますのは水産に関する我が国

唯一の総合的な研究開発機関でございます。基礎から応用・実証までを一元的に進めることを

基本としておりまして、また緊急事態にも対応できるような体制が必要であるということで、

そういった役割をきちんと果たすことができるような見直しを行っていきたいと考えておりま

す。事例としましては、１つ目のポツにございますように、今全国に９つの研究所がございま

す。また調査船も10隻ございますし、栽培漁業センターが16ございます。こういった組織を見

直しながらより効率的に業務を果たすことができるような見直しをしていきたいと思っており

ます。また、最近ですとコイヘルペスウィルスといった病気が突発したりしておりますが、そ

ういった研究自体にも柔軟に対応できるような体制をつくっていきたいと考えております。 

 それから73ページでございますが、海洋水産資源開発業務関係でございます。ここは事業と

しましては、新しい漁場で実際に漁業生産の企業化等ができるのかどうかというような調査を

行っております。事務・事業の改廃にかかる具体的措置でございますけれども、これは先ほど

の試験研究・技術開発業務と基本的には同じでございますが、やはり新しく漁場を開発してそ

こが企業採算的にやっていけるかといったようなものにつきましては、とても民間ではできま

せんので、そういった業務を、効率的な体制でやれるように見直しをしていきたいと考えてお

ります。 

 それから75ページでございます。組織形態の見直しでございますけれども、基本的には従来

どおり独法という形で実施していくべきと考えておりますし、そういった中で組織単位の大型

化ですとかチーム制の導入、人材の流動化といったより機動的な体制を構築していきたいと思

っております。また、争議行為等を行われないような公務員型である必要があると考えており

まして、その理由でございますけれども、独法の形でいくべきという理由としましては、やは

り海洋等公共用水面を対象にして非常に規模の大きな、成果を得るまでに長い時間がかかる試

験研究を行っておりますし、魚病等の突発的事態に対する迅速な対応が必要となります。そう

いったことを図っていく上でも独法という体制が必要だと思っております。 
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 また、公務員型であるべき理由としましては、やはり民間では行えないような長期間を有す

るあるいはリスクの高い試験研究開発を行っております。それからＴＡＣ制度という漁獲可能

量制度等、国の漁業規制の根拠となる数値を収集したり、あるいは国際交渉で漁獲高の決定の

基礎となる評価等を行っております。こういうことを国を代表して公正・中立の立場から実施

していく上でも公務員型である必要があると思いますし、③に書いてありますように、魚病や

赤潮等々、突発的事態にきちんと行政的に対応できるような体制が必要であるということから、

公務員型である必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。さて、ただいまご説明いただきました各法人の見直

し素案につきまして、各分科会からのご報告を次にいただきたいと思います。お手元に資料５

をご用意ください。 

 まず、私が分科会長をさせていただいております農業分科会でございますが、見直し素案に

つきましては事前に書面で各委員の意見をうかがいまして資料５にございますように、各委員

から意見が出されたところでございます。今月の10日に開催しました農業分科会におきまして、

各委員のご意見を見直し素案に反映した形で事務局より提示を受けまして、審議を行いました

結果、特に見直し素案に対して特設の修正をする必要はないものと判断いたしまして、依存な

しとしたところでございます。 

 それでは、次に農業技術分科会からご報告をお願いいたします。 

○小林（正）委員 農業技術分科会における見直し素案への意見につきましては、事務局から

あらかじめ原案を送付いただいた上で、今月の３日から９日にかけて各独法それぞれに行われ

ました各担当部会で議論を行いまして、今月の20日に開催いたしました農業技術分科会におい

て資料５の２枚目にございます意見をとりまとめました。 

 各担当部会ではダイナミックな業務の重点化が既に行われていること及びそれぞれの業務を

独立して実施する必要があることをより明確にすべし等の意見が多く出され、当分科会におけ

る共通の指摘といたしました。当該指摘をもとに修正された見直し素案の説明を事務局から受

けまして審議を行った結果、農業技術分科会としては事務局修正案どおりで差し支えないと結

論を得たところであります。 

 以上です。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、次に林野分科会から井原委員にお願いを

したいと思います。 
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○井原委員 井原です。本日は木平分科会長が欠席しておりますので、私が代わりにご報告い

たします。 

 林木育種センターと森林総合研究所の見直し素案につきましては、事前に書面にて委員の意

見をうかがいまして、資料５、３にございますように各委員から意見が提出されました。お読

みいただきたいと思いますが、林木育種センターについては、林木の育種は継続的、かつ恒久

的に改良を加えることのみによって達成されるものであることを認識して一貫した事業・研究

を行うべきである。また、森林総合研究所についてはバイオマス資源の持続的再生産と二酸化

炭素の吸収・固定という２つの環境対策関連研究の拠点であり、環境の世紀の本流である森林

を研究対象としていることを強く認識すべきである。というような意見が出ました。 

 また、今月18日に開催しました林野分科会においては事務局より各委員の意見を反映した素

案の提示を受けまして、審議を行った結果、特に修正をする必要はないものと判断しまして、

異存なしとしたところでございます。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。次に、水産分科会からご報告をお願いいたします。 

○小野委員 水産分科会についてご報告いたします。内容はこの資料５に書いてあるとおりで

すが、手続きとしましては各委員から書面にて意見を出していただきまして、８月24日に開か

れました水産分科会で最終的な結論としてここに書いているような結論に至りました。特に変

更する必要はないということですが、内容的にはそこに書いてありますように、さけ・ます資

源管理センター、水産大学校、水産総合研究センター、この３つの共通項として４点考える必

要があるということで書いてあります。それからそれぞれのセンター、大学校、研究センター

としての独自の内容として、こういう点があるというふうな形で整理してあります。 

 以上です。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまから各法人の見直し素案全体を

通しまして、皆様方のご意見あるいはご質問を頂戴する時間に振り当てたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 小林委員どうぞ。 

○小林（正）委員 私たちの管理している独立行政法人には、それぞれ独立してその業務を続

ける必要性というものを主張してもらいましたが、事務･事業の見直しにあたっては全体的に

見る必要があり、それぞれの独法がよくやっているという説明だけではだめだろうと思います。

むしろ、管理事務に関しては統一したらどうだとか、もっと別な視点から行革委等は言ってく



 32

ると思うのです。そういったときに例えば肥飼料検査所と農薬検査所で同じ検査業務をやって

いるところであれば、管理運営は統一したらどうだろうかとか、あるいは農業者大学校と水産

大学校というのは一つの組織にできないのかとか、あるいはなぜ、林学に関する大学校は必要

ないのかとか、そういう単純で正攻な視点からの疑問に答える必要が生じてくるのではないか

と思います。ですから、そういった視点からも検討したという鑑に相当する説明を付しておく

ことが重要ではないか思います。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、この件につきまして、まず事務局の方か

らご意見を頂戴したいと思いますが。 

○文書課補佐 事務局の方からただいまのご意見についてお答えさせていただきます。ただい

まご指摘あったとおり、やはり９月以降、具体的に実質的なその審議が始まっていく中で、当

然にしてそのような管理部門等について統合した方が効率的ではないかというような意見が出

てくる可能性がございます。この中ではこういう形で、ある程度は盛り込まさせていただいて

いるのですが、その後、どのような意見が出てくるかわかりません。そういったものにそれぞ

れ対応してできる限りそういったことに応えていけるように整理していくと、準備していくと

いうことが必要ではないかというふうに認識しているところでございます。 

○松本委員長 いかがでしょうか、よろしゅうございますか。 

○小林（正）委員 あくまでも受け身の相手次第という戦略でいくわけですね。 

○松本委員長 積極的な対応の仕方というのはいかがでしょうか。 

○文書課長 今回見直しをした中でそれぞれの法人ごとの評価ということをベースに検討を進

めてきたわけでございますので、類似のものを例えば一緒にして、その管理部門を一緒にでき

ないかというようなご指摘というのは論理的にはあり得るのだろうと思います。しかしながら、

我々検討の中で今、ご指摘のありましたような例えば検査法人というものを一緒にできないか

というふうなことも、実は内々事務的にはいろいろ検討したわけでございますけれども、例え

ば同じ検査という括りでいってもその検査の対象となるものが異なってくると実際のところ、

どれだけその効率性が上がるであろうかと。 

 それから、例えば学校という教育文教施設というような括りでいった場合におきましても、

例えば農業者大学校と水産大学校では物理的なロケーションがまったく異なるところでござい

ますし、その教育の内容というのも異なっております。したがいまして事務局でいろいろ議論

をしたところにおきましては、なかなか今の段階でこれを見直すことによって、効率性が上が

るということはなかなか現実には難しいのかなという感じがいたしております。しかしながら、
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またこれからいろいろ議論をしていく中で、実際に法人のそれぞれの縦割りの部分のみならず

共通項ですね、どういうふうに考えていくかということもまた検討をしていくことが必要にな

る局面も出てくるのかなというふうには考えております。 

○小林（正）委員 そういう答弁に値するようなものを何か書いておいた方がいいんじゃない

ですか。実際にそういうものを検討したけれども、従来どおり独立組織でいくことにしたのだ

という説明を。 

○松本委員長 なるほど。そういうところも入れるということですね。 

○小林（正）委員 そうです。その必要があるような気がいたしますけれども。 

○松本委員長 それでは山野井委員どうぞ。 

○山野井委員 今の小林委員と基本的に同じなんですが、要するに法人同士をどのように一

緒にするかというレベルの前に、今うかがっていますと業務の中でオーバーラップしているの

ではないかと思われるものを含めて、関係がよくわからないのがいくつかあるのです。例えば

消費技術センターで品質表示の問題その他をやっておられますが、これは行政上の問題として

よくわかりますけれども、食品総合研究所でもいろいろ検討されていますよね。それとの関係

とか、あるいは種苗管理センターの仕事と農業生物資源研のお仕事との関係ですね。ずっと見

た中でいくつかかなりオーバーラップしている可能性がありますので、したがって、法人同士

どうするかという前の段階として、よくその業務の中身を見直した上で、あるいは一緒にした

方がいいんじゃないかとかこういう面がいくつかあるようにも思いますので、そこは検討して

おかないと出てくるような気がします。意見でございます。 

○松本委員長 どうですか事務局、今の意見に対して。 

○文書課長 今、両委員からご指摘のありましたような観点の検討というのはこれからの議論

の中でも重要な点になってまいります。したがいまして、また農水省の方でそのあたりの検討

は引き続き行ってまいりたいと思います。 

○松本委員長 はい。それでは日和佐委員どうぞ。 

○日和佐委員 私もほぼ同じ意見なんですが、先ほどおっしゃいましたように単なる検査上と

いうその機能だけで統合するというのは、これは非常に問題が大きいと思います。したがって、

そうではなくて全体を見渡して再構築するとすれば、どのような組織構造が考えられるかとい

うことを一度検討してみる必要があるのではないかというふうに思っております。かつて非常

に重要であった研究テーマ、例えば蚕、蚕糸だとかですね。それからサトウキビだとかああい

うものはその時代の変化によって、現在での重要性というのはいったいどうなのかということ
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も検討する必要があるであろうと思いますし、それから環境に係わってはですね、私の一番関

係のないところを申し上げて的外れかもしれないんですけれども、例えば森林総合研究所や農

業環境技術研究所だとか農業工学研究所等は、かなりテーマとしては関連性を持っていると思

うんですね。そういうところはもっと連携をした方がより事業は進展するのではないかという

ふうに思いますし、さけ・ます等は水産総合研究センター等の関連性をもっと強くした方がい

いのではないか。かえってその方が変化として事業の進展がいくのではないか。ですから、縮

小するという考え方ではなくて連携をすることによって、さらに充実発展させていくことがで

きるという視点に立って、再度検討をしてみる必要があるのではないかというふうに思いまし

た。 

○松本委員長 ありがとうございます。ただいま諸先生方からご意見をいただきましたけれど

も、いずれも全体をもう一度見直してもっと効率よく運営できるような、そういう再構築に向

けて一つ全体的に考え直したらどうかという、非常に重要かつ積極的な意見を頂戴したわけで

ございます。私としてはこれについてもう若干ご意見があれば頂戴したいと、こういうふうに

思いますが、はいどうぞ。 

 德江委員どうぞ。 

○德江委員 まさにそのとおりでございます。ちょっと今回は前倒しで時期が早まったという

ことがありまして、どこまで検討できるかなという心配をしていたんですけれども、ただ今の

ご意見に加えて意見を述べさせていただきます。 

 今までの論点がやはりこちらというか民間側ではなくて、官の方の立場で一貫しております

ね。したがって、できれば例えばコストがかかるとか採算が合わないとか成果を得るまで長期

間かかるとか、だからこれは民間ができないという、本当にそうなんですかということをちょ

っと聞きたいわけですね。そうしますと、これはこの委員の中にもやはり民間の方がいらっし

ゃいますが、民間がやはり参入できることだってあるんじゃないか。その場合にはやはりその

辺のどこができないか、あるいはどういう面が障壁になっているか。そういうことも考えたい。

こういう事務・事業の改廃を検討する場合には、民との比較もしなければならないと思います

し、絶対的な基準もあれば比較基準もありますものですから、その辺でちょっとデータが不足

しているんじゃないかと、そういう思います。 

 ですから、これは質問ですけれども、そういう民間の声というんでしょうか、民間からのデ

ータを集めたかどうかその辺が一つ聞きたいところです。それは集める時間がなかったからこ

ちら側の論理で大体推定を含めてつくったということかもしれません。そういうデータを収集
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したかどうかが１つ。それからこれから中期目標期間終了までの３カ年内に事務・事業の改廃

を検討するに当たっては、やはり民の方のデータと比較をしたいな、というような感じがしま

した。 

 以上です。 

○松本委員長 それでは、ただいまの德江委員の２つの点について。まずデータの収集に着手

したかどうかというような、そういう点は事務局いかがでしょうか。 

○文書課補佐 これはそれぞれにおいてどこまで民間のデータを分析してやったかどうかとい

うのは差があるところかとは思うんですが、やはりご指摘のようなこともあります。といった

ことも含めて今後検討していく必要はあると思うんですが、なかなかやはり法人の性格上、民

間と比べがたい。無理に比べると誤解が生じるようなおそれも出てくる。そういったことも含

めて慎重に扱わなくてはいけないのかなと考えております。 

 あと１点付け加えさせていただきますと、今回、この見直し素案を出させていただいたもの

は事前に様式が示されておりまして、この中で法人ごとに、かつその事業ごとにという制約の

中でつくるようにという指示のもとできたもので、なかなか十分、今あったようなご意見にそ

れぞれ答えられるようなことにはまとまってないのかもしれないのですが、できる限りその様

式の範囲の中で、かつその法人の専門性を強調するだとか、そういったことで他の法人とのい

わゆる根本的な違う部分というのでしょうか。といったところは見直し素案の中で、できる限

り盛り込まさせていただいているところになってございます。 

○松本委員長 そのほか意見を。はい、どうぞ。 

○梶川委員 ちょっと論点が変わってよろしいですか。 

○松本委員長 ええ、結構ですよ。どうぞ。 

○梶川委員 これ全体の中で、特に組織・身分に関するところなんでございますけれども、公

権力行使による組織の必要性というか情報の収集性であるとか中立公平性と、あとその民間人

の争議行為の業務データの防止という、これが一つひとつは確かにそうだと思うのでございま

すが、これはそもそも官が係わるための理屈であって、この独法が特徴的にその要素を今求め

られているかどうかということが、今非常に説得力のある説明が必要なのではないかと思うん

ですね。 

 特にこの争議行為に関しましてここまで並びますと、何となく民間がどのくらい争議行為を

して、業務が停滞しているのかと。民間人が一年中争議行為をしているようなニュアンスを受

けるほどの並び方であって、やっぱり独法においてかかる教育機関の争議行為の防止といった
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ら、大学等々すべての教育において争議行為が防止されていないと問題になるのかと。ほかの

ことの説得力まで私は失ってしまうような気がするんですね。一部にはもちろん争議行為の防

止によって緊急事態に対応しなければいけない独法の業務性格もおありだと思うんですが、そ

れを前後に並べますと何となくどれもこれも一緒になってしまって、非常に公的存在であるこ

との一般論を掲げているだけのように読み手としては感じてしまうなと。当初、分科会で聴い

ているときにはそれほどの違和感はなかったんですが、これ全部並べられますと非常にちょっ

とそういう民間人としましては、終始そういう行為を行い、守秘義務が一切守れないのではな

いかというような被害妄想に陥る並びであったものでございますので、一言感想を申し上げた

いと思いました。 

○松本委員長 感想ではなくて事務局側の意見もちょっと聞きたいと思います。どうぞ。 

○文書課長 今回の見直しで職員の身分について公務員型については非公務員型にするかの判

断というのは、こういう観点で検討するようにといわれておりますのが、基本的には独立行政

法人というのは原則は非公務員型であると。しかしながら業務の停滞があると困るようなもの

は公務員型にするというような例外の形になるので、業務の停滞があると困るような事例があ

るのかどうかと。そういう観点で実は制度の独立行政法人の見直しがございまして、そういう

意味で、必ず争議権があるからストライキをするというものではないことはよく承知をしてお

りますが、仮に停滞した場合にどういう支障があるかという観点で整理するということで、同

じような文言が並んでいるというようなご指摘を受けるような整理の仕方になっていると思い

ますが。 

 一つ、農林水産業の独立行政法人に特徴的なことといいますのは、農林水産物を対象とした

事業が多いものですから、それが試験研究機関であったり種苗生産であったり、あるいは文教

施設であったりというふうなことはあるわけですけれども、仮に業務がストップした場合には、

それまで行っていた研究でありますとか種苗生産業務でありますとか、そういったものが止ま

ると困りますよということがあるという、そういうところで書いたわけでございます。 

 ただ、そこはもちろん、実は濃淡がございまして、例えば生物生産といったときにもスパン

の違いみたいなものもありますし、それからもう１つ別の観点といたしましては、いわゆる食

品等に関する検査でありますとかそういう安全確保の業務、これはやはりなかなか中断がある

ということであると、やはり国民の生命、健康にいろいろ支障があるということがございまし

て、そういう止まればどんな問題があるかを整理をするという観点で整理しておりますので、

ご指摘ありましたように、確かに争議権があれば常にストライキをするのだとか仕事が止まる
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のだというように認識しておるわけではないんですが、そういうスキームのもとで整理をした

ということであります。 

○松本委員長 はい、どうぞ。引き続いてどうぞ。ちょっとお待ちください。 

○梶川委員 今おっしゃられたようにですね、私は原則非公務員型に関して、特にそういう特

徴が強く、独法の業務に性格があるということの説明が特に必要なんだと思うんですね。そう

いう観点からすると、要するに「特に」であったり「顕著」であったり、極めて業務の固有性

からその辺が非常に特徴的にご説明ができるというものを、今回ご説明いただくという形の書

きぶりからすると、少し全体が私の受けたような錯覚を受けるほど一般論的な業務形態を説明

されているように見受けられて、もう少しきめ細かく掘り下げて、その「特に」というところ

をご説明する必要が各独法の業務の性格上必要なのではないかということだと思って、ご発言

させていただきました。 

○松本委員長 特段よろしいですね。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意見なんですけれども、私も先ほどおっしゃられたご意見

にまったく同感なんですがね。特にこの業務が中断すると重大な支障があるということについ

ては、だからすべて公務員でなければだめだというのは、ちょっともう説得力がないんじゃな

いでしょうかね。 

 １つは、いやらしい言い方ですけれども、ＪＲなんかでも昔の官営のときの方がはるかにス

トライキが多くて、みんな利用者が迷惑をこうむったのは昔の方が相当ひどかった。ＪＲにな

ったらずっとそういうことはなくなってきたのですけれども、飛行機でも同じようなことある

んですが、だからこういう理屈づけをしておくとＩＬＯの勧告でも受け入れたりなんかするよ

うなことになったら、これは全部論拠がひっくり返っちゃうと、そういうことはないかもしれ

ませんけれどもね。この業務が中断するリスクというのは労働争議などももちろんありますけ

れども、そのほかに経営が行き詰まるとか債務的な問題だとか、いろいろそういうこともある

わけですね。したがって、そういう意味では今の組織の方がリスクは比較的少ないというとこ

ろが本当なのではないかと思うんですね。絶対だということはどうも何か逆に力みすぎちゃっ

て、説得力がなくなっているなというような感じがいたします。 

 それからもう１つは、これでいくとこういうことはもうすべて未来永劫に公務員型、公務員

型の定義というのはちょっとよくわかりませんけれども、未来永劫に公務員型でなければいか

んというようなことになってしまう書き方をずっと各組織でされているわけなんですけれども、

これは必ずしもそうでもないと思うんですね。すべての業務をいっぺんでということではない
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かもしれませんが、この業務の中のいろんな部分を順次アウトソーシングしておられるという

ようなことは、もう現実に相当あると思うんですね。これからも相当その部分を外部に委託し

てやっていくというようなことがこれからかなり起きてくるだろうし、その方がセンターとし

て効率もいいし、仕事の品質もよくなるというようなこともあると思いますので、中断を求め

るものはこの労働争議があるから外部委託はできないという、株式会社とか公務員以外の組織

では運営できないという論調は、これはもうやめたがいいんじゃないかと思うんですね。 

 例えば非常に重要な問題でＩＴの関係の例えば情報システムのメンテナンスとか何とかとい

うのは、あれ全部役所でやっておられるわけではないと思うんですけれども、そういうような

ことというのは既にいっぱいあると思うんですね。ですから、公務員型にしなければ絶対でき

ないというその論調の張り方は、ちょっとこれから通用しないんじゃないかと。もう少し違う

言い方で、私この結論に反対しているわけではないんですよ。今のこの現在の各独立行政法人

の業務を当面今の組織でやっていくというのは、それは非常に現実的でいいと思うんですけれ

ども。それが今の論評で言っていくというのはどうもうまくないんじゃないかなと。そういう

中断のリスクが比較的少ないという意味で、当面は今の組織でそれぞれやっていった方が、

個々に違うと思うんですけれどもね、何かそのぐらいの言い方の方が説得力があるのではない

でしょうかね。それからまた、将来に対しては柔軟性を持たせておいた方がいいというふうに

思います。例えば郵便配達だってこれは絶対公務員でなければだめだと昔は言っていたと思う

んですけれども、最近は民間でやってもちゃんとやっているところも出てきているわけですか

ら。そういう意味では何かここの城から一歩退いたらあとはないぞというほど悲壮感を持たな

いで、もう少し将来に国全体として本当にいい方向がとれるように軟らかい表現にしておかれ

た方がいいような気がしますけれどもね。 

○松本委員長 はい、わかりました。どうですか、事務局何かご意見ありますか。 

○文書課長 公務員型、非公務員型のところにつきましては、先ほど申し上げましたような業

務がストップしたときにどうするかという観点で整理をするというような方針で作業をしたも

のですから。と申しますのは、公務員型と非公務員型の場合のやはり職員の取扱いの違いとい

うのは争議権の有る無しという部分がかなり大きいということがございまして、そのような観

点で整理をさせていただいております。 

 ただ、ご指摘のように争議だけが問題ではないだろうとか、それから未来永劫同じ考え方で

いくべきであるのかというようなご指摘は、またよく理解をできるところでもございますので、

このいわば職員の取扱いの部分につきましては、今のご指摘のようなことも今後併せて考えて
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いく必要があるのではないかと思っております。 

○松本委員長 そのほか、もう１つか２つ。はい、では小林委員どうぞ。 

○小林（正）委員 ここで事務局から逐一答えてもらう必要はないのですが、全体的な考え方

としてそれぞれの独法がなぜ独立して今のままでやらなければいけないのかということを、よ

く説明しなさいというのを共通事項として私共は指摘したのですけれども。 

○松本委員長 ええ、そうですね。 

○小林（正）委員 ですけれども、ここではみんな一律の説明ではこれは何の強調もしていな

いですよね。私たちの方ではこの６つある独法の中で、これは民間でもできるんじゃないか。

例えば食総研究などというのは民間の研究所がたくさんある。しかし機構なんていうのは農業

の研究ですから実際に農家は研究所持てないから国が代わってやる研究だから。しかも国がや

る限りは公務員型の方がいいだろうとか、そういう検討をした結果、こういう表現になってい

るのかということが一番問題なんですよ。 

○松本委員長 その点どうでしょうか。 

○文書課長 今回の見直しにあたりましては、それぞれの法人ごとに検討をして書いておりま

すので、これは表現の上では一つの共通の様式に落とし込んでおりますので、あまり特色が出

ていないように見られるところもあろうかと思いますが、基本的にはそれぞれの法人の特性に

応じて記述をしたわけでございます。 

 例えば先ほど来、ご指摘のあります業務の停滞がどういう影響を及ぼすかというふうなこと

についていえば、農業工学研究所にいえば、これはこれ自体生物相手にしているわけではござ

いませんので、災害との関係で記述をしております。それから検査・検定機関などにおきまし

ても、これは検査・検定ということでほかの生物を取り扱っているところとはまた別の観点で

記述をしております。そこがあまり際立った違いがないではないかというご指摘かと思います

けれども、検討のプロセスはそれぞれの法人ごとにそれぞれの項目につきまして検討したもの

でございます。 

○松本委員長 はい、どうぞ。 

○山野井委員 先ほど梶川委員の指摘されたとおり、私もここまで同じパターンの表現だとは

思っていませんでしたので。そういう点で私も民間の一人として申し上げたいのですが、これ

は法人によって非常に濃淡があって一律に言えないことはあるんですけれども、今の課長様の

お話で、こういう立場だからこういう表現になりますとの説明は、わかりました。ただしやっ

ぱり案として出した場合は、非公務員型にするとか、あるいはさらに進んで民間という形にし
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たときにどういうメリットがあるのか。それに対してこういうデメリットがありますよ、一方、

現状続けた場合、こういうメリットがありますと、その内容を明示する。勿論その濃淡におい

ては、法人によって違うと思いますよ。同じ法人でも違うし、中の業務でも違うんですが、そ

ういう対比の中で結論としてこうですと。私は結論そのものについて反対しているわけではな

いんですけれども、そうしませんと、これは民間にした場合、こういう問題がありますという

立場でお書きになったからこういうことになったと思うんですけれども、この書き方だけです

と判断としてはみんなこう、先ほど梶川委員おっしゃったように、これでは民間化は全部こう

なっちゃうのかということになるので。それで先ほど調査しましたかという話が出たのはそこ

にあったと思うんですね、德江委員のおっしゃられたのは。 

 ですから、もうちょっとその辺をご配慮いただいた方がいいんじゃないかと思います。結局

そのデメリットはもちろんあります。法人によっては民間化なんかまったく向かないというの

が確かにあります。しかし、中にはそうでないのもあるのですね。そこをもうちょっと対比の

中で結論として「こうです」と言っていただければ問題ないんじゃないかなというふうに思う

んですけれども。これ意見です。 

○松本委員長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○会田委員 私も民間に属するものとして先ほど来、いろいろ各委員から出ています採算性の

面でも民間への移行ですとか、あるいは労働争議の点から公務員型を維持しなければいけない

ということについては異論があるんですけれども、もう時間も限られていますので１点だけ確

認させていただければと。 

 先ほど梶川委員の方からも出ましたが、公権力の行使という点について、これは公務員型の

独法だと公権力の行使が容易だという書き方をされている箇所があったかと思うんですが、そ

ういう理解なんでしょうか。それは国が公権力を行使できるような措置を講じていればいいん

ではないかなと思うんですけれども、その点について確認させてください。 

○松本委員長 それでは、その点いかがでしょうか。 

○文書課補佐 おそらくこの各法人ごと、それぞれごとに示されている見解の中でそのような

公権力の行使ということを理由に公務員型を残すべきと主張したものについては、国自らが例

えば立入検査とかに入るということではなくて、その法人自らが例えば立入検査に入るとか、

そういった意味で法人自らが公権力の行使に直接係わっているというような観点について述べ

た見解だというふうに理解しているところでございます。そういう意味では、やはり法人その

ものに何らかの公権力の行使ができるような、何かそういった裏づけがないとまずいのではな
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いかというような整理ではないかなと思います。 

○松本委員長 会田委員、いかがですか。 

○会田委員 いや、正直納得しているわけではないんですけれども、時間も限られていますか

ら結構です。ありがとうございました。 

○松本委員長 時間も限られておりまして、このままずっと議論を続けていきたいと思うので

ありますが、大変申しわけございません。本日いただきました非常に重要な貴重な意見、この

意見につきましては早急に事務局と調整を行う必要があろうかと思っております。そしてなる

べく早い時期にその措置を講じさせていただきたいと思いまして、それを含めて今後の取扱い

につきましては、私に一任をさせていただきたいというお願いでございます。いかがでしょう

か。 

（「了解」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。今後の

予定につきましては事務局より何かございましたらお願いをします。 

○文書課補佐 さまざまな意見をありがとうございます。見直し素案につきましては速やかに、

本日いただきましたご意見を踏まえて調整させていただきますが、委員長にそのご了解を得た

あとに関係各方面との協議を経ることということになるかと今後ございます。最終的には総務

省の政策評価・独立行政法人評価委員会から提示される勧告の方向性を踏まえて、必要に応じ

て修正するという形になるのですが、その際にはその修正案について委員の皆様より何らかの

形でご意見をいただけるような工夫をしたいというふうに考えておりますので、その際はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それと国土交通省が所管しております北海道開発土木研究所についてなんですが、一部の業

務が国土交通省と農林水産省の共管となってございます。当該業務につきましても事務・事業

の見直しの対象となるところでございますが、国交省との共管ということでございまして、今

後国交省と協議を行いつつ、この件につきましても委員の皆様より何らかの形でご意見をいた

だけるような工夫をいたしたいと考えておりますので、併せてよろしくお願いいたしたいと思

います。 

 以上です。 

○松本委員長 それでは、次の議題に移らせていただきます。次は「評価基準の見直しについ

て」ということでございます。平成16年度以降の業務実績評価にかかる評価基準の取扱いにつ

いて事務局より示されておりますので、まずそのご説明をお願いしたいと思います。 
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○文書課補佐 それでは、「評価基準の見直しについて」という資料について、資料６でござ

います。私の方からご説明させていただきたいと思います。 

 農林水産省所管独立行政法人の現行の評価基準では、これまで公益性の高い事業をやってい

たという、今後もそうなんですけれども、いうこともございまして、計画を大幅に超えて達成

した場合のランクを設けていないと。このため目標を上回る業績の評価がなされていないこと

から法人の目標を上回る効率化、サービスの質の向上等に向けた取組みを行うインセンティブ

につながらない可能性もございます。また、参考１の方に示させているんですけれども、各省

の評価基準についても４段階または５段階評価となっているところでございます。そのような

ことを勘案しまして、16年度にかかる業務実績評価から新たな基準が適用できるよう、評価基

準等の見直しを検討することとしたいという提案でございます。 

 本日は、まず具体案のその検討ということではなくて、評価基準の見直しを行うということ

について、まずご意見をうかがいたいと考えておりまして、仮にその見直しを行うことについ

て了承を得られましたら、十分な検討を行った上で平成16年度の業務実績評価の検討に支障の

ないよう、できる限り早いタイミングで、評価委員会に具体案を示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。 

 以上です。 

○松本委員長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○小林（正）委員 現行の評価基準の作成は各分科会に下ろしていることではなかったですか。

それを今度はこの親委員会の方でもう一回引き取って見直すということですか。 

○文書課補佐 当初設定させていただいたときも親委員会の方で大枠を示させていただいた上

で、その個別具体については分科会の方でそれぞれ決めていただくという形になっておりまし

たので、同じような手続きをとらせていただこうと考えているところでございます。 

○小林（正）委員 第１回のこの評価委員会のときに、私は分科会の方にそれを任せるように

強く主張しました。その結果、分科会の、特に私たちのは研究独法ですから、研究の段階では

予想された成果以上のものが当然出てくるということで、私たちの方は項目２ですか、大項目

の２の中項目については「Ｓ」という評価の段階を加えました。しかし、今後は各分科会に任

せておいたことを、親委員会の方で評価基準を策定し指示するということになるわけですか。 

○文書課補佐 どこまでその親委員会がかかわるべきかという部分もあるかと思うんですが、

ただ、おおよそ４段階にするのか５段階にするのかといった枠組みぐらいは、まず親委員会で

統一的な……。 
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○小林（正）委員 いや、その経緯からいって、それはおかしいと言っているんですよ、私は。

手続きが間違っているということを言っているんですよ。 

 つまり、私たちの方からいえば、最終的にはＡＢＣだけの評価で、農水省の評価基準ではＡ

というのは達成率ですから100％まで、その上がないのが当然です。ところが、その次の議題

の業績勘案率に関しては機関の評価あるいは大・中項目の評価に関してはＡだから達成率の中

間値とし100以上のことはないということにしている。これは農水省の評価基準だからといっ

て最終的にはそこに合せているんですよ。ですから、むしろ私たちの方では、業績勘案率は、

例えばＡのランクを150から100までとか、そういうふうにすれば閣議決定の基準と同じような

ことができるわけです。だから、業績勘案率に端を発して、評価基準を４段階にするか５段階

にするとかいうことまでも含めて提案されるというのは、ちょっと筋が違っているのではない

かというような気がいたします。 

○文書課補佐 具体的な案については、今日了承されたという前提がないと検討に至らないと

いうことになるんですけれども、もし仮に了承されたという前提においては今後検討していく

中で、どこまで柔軟性を持たせる必要があるのかと。それぞれ今おっしゃられたように、法人

によってそれぞれ特色があります。そういったことも踏まえてどこまでのところを親委員会で

決めて、そこからどこから先を分科会で決めるのかということも含めて、併せて手続きも含め

て検討をさせていただきたいと思っております。 

○松本委員長 ちょっとお待ちください。それでは、文書課長、何か補足。 

○文書課長 今のお話は要するに手順論といいますか、要するに親委員会で基本的なスキーム

を決めてというような提案をさせていただいているわけですけれども、その手順というのが今

までの経緯からすると、おかしいのではないかというご指摘でございますね。 

 今の手順論につきましては重要なご指摘でございますので、また検討させていただきます。 

○松本委員長 はい、手島委員どうぞ。 

○手島委員 同じ問題なんですけれども、私どものプロジェクトチームもこのＡＢＣの３段階

ではちょっと不足なので、その上にＳとかですね、そういうものを付けた方がいいという提案

を小林先生のところと同じ項だったと思うんですが、私どももやらせていただいて、それで結

局そのときの話では、全体としては研究開発的なテーマについてはＳというものをつくっても

いいけれども、それ以外についてはＡＢＣの３段階で、まあ、我慢してくれやと。そういうよ

うな話だったのではないかと思うんですけれどもね。基本的に３段階評価なんだという枠組み

でやっていけというのが今の現行の姿だと思うんですけれども、それを今回改めてＳとかある
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いはＣの下にＤをつくるとかいうふうに、４段階ないし５段階評価に全体の枠組みとしてそう

いう考え方に変えていこうということは、私はこの際、非常にいいことなのではないかという

ふうに思いますけれどもね。 

 ですけれども、項目によってはＳとかＤがあり得ない項目というのも中には逆にあるわけで、

そこはケース・バイ・ケースで決めていけばいいと思うんですけれどもね。しかし最初に言わ

れたように研究開発だけがＳがあり得るというわけでも多分ないと思いますので、もっと広く

そういうものが使える項目もあると思いますので、私はこの際、段階を広げるということにつ

いて非常にいいんじゃないかというふうに思います。ただ、あまり硬直的何パーセント以上は

Ｓとか何とかというものをここで決めてしまうと、ものによっては何かそのパーセンテージが

合わないものもあるかもしれないので、その辺の使い方はむしろケース・バイ・ケースである

程度融通が効くようにしておいた方がいいのではないかなと思いますけれどもね。ちょっとそ

の辺のこと、もう少し詰めていただければと思います。 

○松本委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

 それでは、先ほどいただきましたご意見につきましては、これも早急に事務局と調整を行い

まして、必要な措置を講じたいと。そういうふうに思っておりますが、よろしゅうございまし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○松本委員長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 ４番目の議題でございます。「役員退職手当支給にかかる業務勘案率について」でございま

す。本年の２月の評価委員会におきまして、役員退職手当支給にかかる業績勘案率についてご

審議をいただいたところでございますが、その際、各分科会に業績勘案率の議決権限を分科会

に委任を行ったところでございます。 

 その条件として各委員のご意見を反映させることになっております。そのご意見の中に業績

勘案率の算定にかかる統一的な基準を作成すべきとの意見がございまして、事務局よりその算

定にかかる基準が示されておりますので、ここでそのご説明をお願いをいたします。 

○文書課補佐 役員退職金にかかる業績勘案率について、統一的な算定基準ということで説明

させていただく前に、復習の意味も込めてその退職手当の見直しについての趣旨というものを、

ちょっと簡単に今一度振り返らさせていただきたいと思います。 

 参考２というペーパーがございます。独立行政法人及び特殊法人等の役員の退職手当の見直

しについてというものでございます。そこの見直しの趣旨というところでございます。特殊法
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人等の役員の退職手当は民間の役員の退職金の水準を勘案して定めており、独立行政法人につ

いてもそれに合わせた水準としている法人が多い。しかしながら、現在独立行政法人及び特殊

法人を通じ、一度退職して高額な退職金を得た者がさらに役員に就任し、退職後、相当な退職

金を得ることについて引き続き議論があるところ、このため、これまでは法人の業績如何にか

かわらず、退職手当は民間並みの水準とすることを前提として見直しを行ってきたが、この度、

これを改め独立行政法人及び特殊法人等、公共性の高い業務を担うものであることに着目し、

役員の退職手当の基礎水準を国家公務員並みとするとともに、法人の運営実績を退職手当に反

映させるように仕組みを見直し、法人運営についての国民の信頼の確保を図るという趣旨でご

ざいます。 

 ２番として、退職手当の現状、これは15年12月までということになるのですが、報酬月額、

に、これは各独法任意ということなんですが、0.28を掛けたもの、これに在任月数という形で

決まっておりました。この0.28という水準がやはり国家公務員の水準と比べると非常に高いと

いうことでございます。 

 ３番の今回の見直しの内容ということで、下に掲げられている数式を、報酬月額に、これは

国家公務員並み、これ年率1.5を12で割ったもので0.125ということなんですが、この0.125を

乗じて、これに在任月数を乗じて、これに業績勘案を乗じる。というような考え方に見直そう

という趣旨でございます。 

 資料７の方をお願いいたします。「農林水産省所管の独立行政法人の役員退職金に係る業績

勘案率について（案）」ということでございます。 

 まず、基本的な考え方でございます。退職役員の在職期間に対応する年度業務実績評価をも

とに算出した業績勘案率を基本とし、当該退職役員に特段の個人業績がある場合にはこれを考

慮し、農林水産省独立行政法人評価委員会が決定する。 

 算定方法、（２）です。基本となる業績勘案率のその算定、これにつきましては、当該退職

役員が在職した各事業年度に係る評価委員会の業務実績評価に基づきまして、２つ式がござい

ます。評価項目の中項目ということに着目しまして、それぞれ各評価の達成率の幅のおおむね

中間値というものをとりまして、Ａ評価を１、Ｂ評価を0.7、Ｃ評価を0.25としまして、加重

平均により算出する方式とする案でございます。この際、法人によってその中項目にウエイト

がある場合とない場合がございます。ない場合は上の式のようにその評価数で加重平均、ある

場合は下の式のとおり、ウエイトの総和で加重平均とする案でございます。なお、※印にあり

ますとおり中項目がない場合は大項目で、中項目のウエイトが大項目の内数、これは中項目が
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ある場合ということになるのですけれども内数となっておりますので、中項目のウエイトに大

項目のウエイトを乗じたものというものが、ここでいう中項目とさせていただいているところ

でございます。 

 このような式によって当然端数が出るのですが、これは小数点第１位未満の端数があるとき

にはこれを四捨五入ということで、基本的に少数第１位までというふうにさせていただこうと

思っているところでございます。これは内閣総務官室にも確認したところ、統一的にそうしろ

ということではないのですが、おおむねそういうことではないかという回答が得られたのと、

他省においても第１位でとめているというようなことを勘案して、このようなことでさせてい

ただいてはどうかという点でございます。 

 ２つ目として、退職役員に係る個人業績の勘案でございます。当該退職役員に特段の個人業

績がある場合においては、その実績に応じて業績勘案率を増減させることができる。というこ

とでございまして、ちょっと３ページ目のところに退職役員に係る特段の個人業績について

（案）というものがございます。これを簡単に説明させていただきます。 

 退職役員に係る特段の個人業績を勘案する際は、基本業績勘案率からの増減の幅、これは

0.1以内というふうにさせていただこうと考えているのですが、これは総務省政策評価・独法

評価委員会分科会より過日示されました役員退職金にかかる業績勘案率に関する方針、これに

おきましても個人業績を勘案する際は、これらの程度が付随的なものとなっており、法人等の

業績に比べて重視しすぎていないこと、こういったことがなされていることや、他の法人で個

人業績を勘案している例、こういったものを参考にしまして0.1以内とさせているところでご

ざいます。 

 また、評価委員会の皆様がより客観的な判断ができるようにということで、各法人が退職役

員のかかる個人業績を勘案するにあたっては、下に示しているような事例を示させていただい

て、当該役員の取り組んだこととその成果の関係をできる限り客観的、具体的に示すよう促す

ような形をとりました。 全体は説明しないんですけれども、例えばプラスの評価となる事例

という中では、退職役員のイニシアチブ、こういったもとで例えば経営効率化等にかかる具体

的目標に向けて、当該役員が主体的な立場で以下に示すような具体的なアクション、例えばプ

ロジェクトチームを立ち上げてその中で中心的な役割を果たすだとか、第３者委員会の設置を

行うだとか、そういった取組みを行った結果、当該目標を大幅に上回る達成を果たすというよ

うなことを、資料でもって客観的、具体的に法人に示していただくと。これに基づいて評価委

員会の方で判断していただけないかという提案でございます。 
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 ２ページ目の方に戻らさせていただきまして、決定プロセスでございます。まずは今申し上

げたとおり、法人から評価委員会への申請ということでございます。役員の退職者が出た場合

には当該法人は評価委員会に業績勘案率の決定に係る申請を行う。議決権限が分科会に委任さ

れているということで、分科会ということになります。その際、当該退職役員の在職期間に係

る業務実績評価に基づいた基本業績勘案率を示す。また個人業績がある場合は、その客観的、

具体的根拠を示す資料を提示するという点。 

 評価委員会の方でご了承いただいたときは、総務省政策評価・独法評価委員会の通知を行う。

総務省政策評価・独法評価委員会の意見を踏まえて業績勘案率を決定して、この決定後、速や

かに当該退職役員が所属していた法人に対しこれを通知するというプロセスでございます。 

 ３番の検討事項のところなんですが、このとおりのようなやり方をした場合に、基本業績勘

案率につきましては、当該退職役員の在職期間に対応した年度業務実績評価に基づいて算定さ

れることとなりますが、その場合、退職時期によっては長期間にわたって退職金の額が確定し

ないというような可能性もございます。このため、各法人において上記問題を回避する所要の

措置を検討する必要があるということで、例えば業績勘案率を１において、ただその際に過払

いが発生しないように一定割合程度で算定して、仮払いを行う等の考え方がございます。こう

いったことを退職給与規定に規定するといったことについて、法人の方で検討していただくと

いう点がございます。 

 以上が説明でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からのご説明に対しま

して、ご質問あるいはご意見の時間に振り当てます。どうぞ。 

○小林（正）委員 私ばかりが発言しているようで恐縮ですが。これ要するところ、この最初

の段落の文脈で見る限りは、０から２という閣議決定の方針に合っているんですが、実際の算

式からみると、基本業績勘案率というのは１を超えず、最初に言っている「業績勘案率の決定

のときに1.5を上回る場合」などということは、絶対にあり得ないことです。ですから、この

中でも矛盾しているわけですけれども、さらに個人業績の評価で基本業績勘案率を増減すると

いっても0.1が限度でしょう。つまり、この２つの文書の案を合計しても最大1.1にしかならな

いですね。最初の文脈とこれは非常に矛盾しているんですよ。 

 なぜ、矛盾しているかということは、これ１を超えないという算式にあります。例えば閣議

決定の方からいけば独立行政法人について基礎となる算定率は1.0である旨決定するとありま

すが、基礎となるというのは標準ですから、これに上乗せするのがプラスであって、これから
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減ずるのがマイナスなのです。ところが、これは基礎となる算式でもう下げている。基本業績

勘案率中にマイナスを入れちゃっているわけですよ、評価に際して目標の達成率を用いて判定

を行い、退職手当の業績勘案率の算定に際して判定をまた達成率の中間値を用いて算出してい

るからおかしなことになるのです。だから例えばＡというのを1.00を掛けるのではなくて、こ

こには1.2を掛けるとか1.25を掛けるとかそういうことをしなければ、これはどうしたって１

にはならないですよね。 

 つまりね、この算式は翻訳すると、農水省の独法はやって当たり前のことをやっていないと

いうことをいっているのです。つまり、他府省の法人は０から２までの可能性があるにもかか

わらず、農水省の法人では0.15から1.1までしかない。ということは、農水省の独法の理事た

ちはろくな仕事をしていないと最初から言っているようなものなのです。 

 そんなことでいいんですか、これ。やっぱり可能性として０から２までは置いとかなければ

だめですよ、これ。 

○文書課補佐 業績勘案率の当てはめの一例というものが内閣官房の方から示されている中で、

およそその在職期間を通じて総合的に勘案して、おおむね中期目標どおりの実績となった場合

に業績勘案率は大体１だろうと。 

 農水省の場合は、他省と大きく違うところは当初設定した計画を超えて、超えた評価の部分

というのが現在ございません。その中での３段階評価というふうなことを考えますと、今例え

ば今回の15年度の実績評価の中でもＡ評価とされていたというのは、おおむねその中期目標ど

おりの実績となった場合ということに相当するのではないかということもございまして、今回

お示しさせていただいている中では、このＡ評価を１ということで置かせていただいていると

ころでございます。 

 ただ、そういった考え方について未来永劫いいのかと。今おっしゃられたような他省との横

並び等々を考えますと、やはりそういった点は見直していく必要があるんじゃないかというこ

ともございまして、だからということではないんですが、先ほど説明させていただいた評価基

準の見直しということで、Ａ評価を上回る評価ということも含めて、今後見直していくという

ようなことでさせていただこうというふうに考えているところでございます。その中で１を超

える評価ということも含めて、合せて考えていく必要があるのではないかというふうに考えて

いるところでございます。 

○小林（正）委員 その考え方はわかりますが、業績勘案率の算出に不都合を生じるから評価

基準を変えるというのは本末転倒で、今は業績勘案率の算定に際しＡ評価を何点にするかとい
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う問題なのです。ですから、例えばΣの中のＡに掛けるところに1.00と書いてあるのを1.25に

すればいいんじゃないですか。私が申し上げているのはそういうことなんです。例えば国土交

通省はＡ評価に相当する「順調」というのは129％から100％としているわけでしょう。ですか

ら、ここに1.25なり1.3を掛け、最終的には標準偏差で求めれば、総合的にその機関の評価が

Ａになっているところは、中項目で算定したときに大体１になるというふうになるんじゃない

ですか。 

○文書課補佐 ただ、この中項目でＡ評価という部分の達成率との考え方からすると、おおむ

ねその９割以上と。９割以上でＡの達成率ということとの関係でのＡ評価となっていることを

考えると、やはりそこを1.25と考えるよりは１というふうに考える方が、より実際の評価に近

いのではないかということを考えまして、Ａ評価については１を対応させるべきではないかと

いうことでさせていただいているところでございます。 

○小林（正）委員 いや、ここで今言っているのは、業績勘案率の算定に際し用いた判定結果

のウエイトですよね、掛け率でしょう。評価そのものとは違うんですよ、これは。それを混同

してはいけないと思うんですよ。 

○大角参事官 すみません、大臣官房参事官の大角と申します。退職手当の方の関係で所管し

ておりますので若干私の方から申し上げますが、今申し上げているのは現行の各評価の決め方

を前提とさせて、この業績勘案率を考えさせていただいているわけですが、現行のそれぞれの

業績評価の考え方が今の農水省の、今の基準ですと90％以上の達成率でＡ、それから50から

89％でＢ、49％以下でＣとご承知のとおりなっているわけでございます。ここにありますウエ

イトは、Ａが90％以上というときに達成率0.9を考えたときに、仮にここに1.2なりを置くとす

ると、国民の目から見たときに達成率が90以上なのに1.2ものものをもらうのかというような

話も出て来うるということで、0.9以上ということをまるめて１と。それからＢについては50

から89の間をおおむねとって0.7、Ｃの場合は49％以下でその間をとって0.25という案にさせ

ていただいているわけです。 

 ただ、15年度の実績評価につきましては、今それぞれの各分科会なりでご審議いただいてい

るわけですけれども、15年度は既に終了しており、その15年度の業務評価は90％以上の達成率

でＡという考え方を今から変えることはできないことから、それを前提に業績勘案率の考え方

もこうなっているわけでございます。しかし、確かに先生おっしゃるとおり、農水省はなんぼ

頑張っても1.0なのかということになりかねないわけでございます。 

 そうすると、先ほどの案の、資料６にございましたように評価基準そのものを見直していく
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というようなことが行われ、それが16年度の実績評価からそのように新しい基準で評価されて

いくとなりますと、もちろんどう直るかにもよるんですけれども、16年度以降の退職手当につ

きましては、その16年度の実績評価の基準の直ったものを踏まえて、改めて業績勘案率の修正

も検討するというようなことになろうかと思います。ですから、少なくとも確実に適応される

のは15年度の分についてのみであります。 

○小林（正）委員 それはわかっています。いわゆるその数値目標の評価の基準とこれを合せ

るという、それは１と0.7と0.25でいいんです。そしたらこのΣの前に係数を掛けたらどうで

すか。 

○小坂委員 ちょっといいですか、小坂ですが。今ご説明をいただいていることが非常に理解

できなくて困っているんです。はっきりいってどうすれば２になるんですか。資料参考の２と

いうこのペーパーは何なんですか。ここに書いてあることは関係ない話なんですか、あるんで

すか。閣議決定でこれになっているわけです。最高２まであるんじゃないですか、そうしたら

どうしたら２になるかという姿が出てこないのだったら事務局案は何もならないんじゃないで

すか。これは小林委員のおっしゃるようにね、頑張っても１、それならこれは２と書かなけれ

ばいけない、はじめから。何か議論が聴こえない、見えないという話では、これは委員として

出て来て時間の無駄だ。 

○文書課長 閣議決定の方で０から２といいますのは、その政府といたしまして従来、業績に

関係なく一律に出していたものを幅を持たせようということであります。それで幅を持たせる

際に法人の業績と個人の業績、これを勘案するということで定めていくわけでありますけれど

も、先ほど参事官の方から説明いたしましたとおり、農林水産省におきましては基本的に３段

階の評価をしておりますので、この３段階の評価の中でどのようにこの業績勘案率を決めてい

くかということになるわけです。 

 その際、Ａの部分につきまして90％以上の達成率ということになりますので超過達成をして、

例えば110％業績が上がっているところもあり得るわけですけれども、そこを平均的に見て1.0

ということでやるのが最も公平ではないかということで考えたわけでございます。それで先ほ

どご指摘ありましたように、このΣの前に一定の率を掛けるということは、１以上の数字を乗

せるという意味でございますか。 

 そうしますと、例えばＢ評価の場合、50から90の間の70という値をとっているわけですけれ

ども、それに１以上を数を掛けると、要は過大の評価をすることになるのではないかと。つま

り平均的に見ると70％の業績達成度しかないのに、例えばその1.2を掛けるとかいうことにな
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りますと、高くなるのではないかということでΣの前に付けていないということなんですが。 

○小坂委員 私の質問はそういうことじゃなくて、どういうふうにしたら２になるのかと聞い

ているんです。 

○松本委員長 はい、そうですね。 

○小坂委員 単純に答えていただければいい話で、先ほどの資料６といいますか議題の３番と

の関係を含めて、私は当然、２になるという姿が出てくるのだというふうに、ここへ来てから

パラパラと資料を見て考えていたわけです。だけど言っていることが全然違うし、それはちょ

っと何かあまりにも国民の目をというか余分な面を考え過ぎて、本来しっかり働いたら規定の

中でやるべき話であって、その辺がちょっと欠けているんじゃないか。 

○松本委員長 ２とはどういうものであるかという。 

○小坂委員 そうです。 

○松本委員長 はい。では、ちょっと。 

○文書課長 ０から２といいますのは、例えば０というのはまったく達成ができていないよう

な場合でありましょうし、２というのは目標としたものを大きく上回るようなものであろうと

思います。それで参考２の２枚目にもございますけれども、業績勘案率の適正性の確保という

ことで、ア、イ、ウとございまして、０から２という幅のことをもちろん言っているわけでご

ざいますけれども、その際、基礎となる査定率は１なんだと。それからイのところの後段にご

ざいますように、1.5を超える査定や0.5を下回る査定を行う場合には内閣官房長官に報告をす

るということで、もちろん幅といたしましては０から２の幅があるわけですけれども、全体と

して見ると１になるように、近づけるようにという考え方がここにございまして……。 

○小坂委員 ちょっと待ってください。今の説明もまたおかしいでしょう。それだったらどう

して1.5に近づく姿はどうなるのかと、今までの説明からだと絶対1.5にならないでしょう。

1.5になるんですか。今あなたの説明のとおりだと1.5になるんですか。 

○文書課長 今お示ししております案は最大で１になるということでありますので、例えば２

になるとか、その1.5になるということはないんです。実は我々、この業績勘案率を検討する

際に０から２の幅のものをつくろうとすると、先ほど小林委員からもお話ありましたように、

例えばΣの前に２を掛ければ最大２までいくんですが、それをやりますと例えばＣランクでも

１ぐらいになってしまうというような問題がございますので、そのような形にならないように

今の基準、その判断基準が３段階でありますので、その３段階の幅の中で評価をするとすれば

いろいろご指摘があるのはよく理解できるわけですけれども、15年度の評価については３段階
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評価しか、今評価基準がないわけです。その中で０から２の幅というのはなかなかとれないの

だけれども、そこで公平な形というのは、こういう形が一番いいのではないかというふうに考

えた次第なんです。 

 ですから、０から２の幅をつくろうと思えば、その評価の仕方自体をもう少し段階を増やす

ような形で評価基準をつくらないと、退職手当の部分だけを０から２の幅で定めるということ

はなかなか難しいのではないかということで、今の案をご提示させていただいておるわけでご

ざいます。 

○小坂委員 質問の答えになっていない。さっきから同じこと聴いてもしようがないでしょう、

一回聴けば大体わかるんですから。質問の答えにはなっていない。だからどういうふうにすれ

ば２なのかもしくは1.5以上は大臣に届出て認可を受けなければならないか何かと書いてあり

ますけれども、それだったら1.5にするにはどうするのか、２にするのにはどうすればいいか

というものが出てこないと。先ほどの小林委員のお話じゃないけれども、農水省の関連の人た

ちは頭から半人前の仕事しかしていませんよというのと一緒じゃないですか。で、15年度はそ

ういうことで準備が間に合わなかったから、16年度はこういうふうにしてちゃんと評価ができ

るようにしたいんだという話であれば十分理解できる。ということです。 

○松本委員長 今のご意見に対して、では、事務局から再度。 

○小坂委員 いや、もういいです。もう聴いてもしようがない。 

○松本委員長 もういいですか。 

○小林（正）委員 それでうなずいておられたけれども、例えば15年度にやめた人はこれで、

16年度にやめた人はこれだけだと、ものすごい差が出てくる。そのことについてはどう考える

わけですか、それでいいんですか。 

○文書課長 この業績勘案率の定め方につきましては、今の15年度の評価の仕方というのがも

う決まっておりますので、15年度はそれを前提としてこういう案にしてはどうかということを

ご提示させていただいておるわけですけれども。 

○小林（正）委員 いや、だからそこで言っているのはさっきからどんなに頑張ったって、個

人の業績評価を入れたって、どんなに頑張っても1.1にしかならないわけでしょう。だからこ

れはもともとのその文章の中に1.5を上回る場合とか、0.5を下回る場合とか、こういうことを

書いていたらおかしいでしょう。これ自体の文章がそごを来しているということを先ほどから

みんな言っているんですよ。 

○文書課長 実は各省で事前に、農水省の前に業績勘案率を定めておるわけですけれども、例
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えば総務省などを見ますと、やはり２までの幅にはならないような定め方になっておりまして、

０から２までの幅という、この政府全体の定め方の中でそれぞれが考え方を示しておるわけで

ございます。したがいまして、今回０から２までの幅をつくることが重要であるのかというと、

事務局といたしましては今の評価基準に対応させた形で定めるのがいいのではないかというふ

うに考えた次第ですけれども、本日またいろいろご意見が……。 

○小林（正）委員 例えば、今の評価基準でいっても国土交通省はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃとやって、

Ａは129から100％という勘案率を付けているわけでしょう。で、Ｓが付けば150％が130％だか

ら、これ当然ここにくる、1.5にきますよね。だからむしろＡとＢの間をこの評価の基準にし

ているんですよ、彼らは。基準１になるようにしているわけでしょう。 

 だからそういう考え方でいったら1.0とか0.7、0.25というのは、それぞれの今までの評価の

達成率の100％超える達成率は考えないで、それを平均的なところを掛け合わせた数値である

から、そのΣの前に1.5なり何なりを掛ければ少なくともそれなりの対応ができるような気が

するんですけれどもね。もし達成率の1.0というのにこだわるのであれば。 

○松本委員長 なるほど。要するにＡというのは少なくとも1.00内外のものではないという、

もっと上の基準であるということですね。 

○小林（正）委員 そうですね、幅を持たせている。 

○松本委員長 幅を持たせるということですね、わかりました。 

○小林（正）委員 それからもう１点いいですか。これ全然関係ない、関係あるかどうか。そ

の個人業績の方なんですけれども、例えばその例として「監事にあっては」というところあり

ますね。「監事にあっては、財務状況、業務執行の状況等の監査に当たって、明らかに妥当で

ないと判断される状況があった場合に」、それをちゃんと指摘した場合にはプラスに値すると

いっているわけですよ。 

 このあとの方でいくと、「財務状況、業務執行の状況等の監査に当たって、明らかに妥当で

ないと判断される状況があったにもかかわらず」、つまり明らかに妥当でないと判断される状

況というのは同じなんですよ。ですから、それを指摘したかどうかで、この人は必ず監事は

0.1をプラスで受けるかマイナスに受けるか。これではプラスマイナス０の基準がないですよ、

どちらかになってしまいますよね。 

 つまり、監事は明らかに妥当でないと判断される状況があった場合、この場合に必ずプラス

の査定を受けるか、マイナスの査定を受けるかということですね。明らかに妥当でないと判断

される状況があった場合にこれを指摘しないのはおかしく、指摘して当たり前なことをプラス
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にするというのは大体おかしいですよね。 

○文書課補佐 おっしゃられるとおり指摘するのは監事の当然の業務ということなんですが、

ここであるとおりですね、そこの部分をどの程度評価するということの中で具体的な改善がな

されたという文言をそのあとに置いたつもりなんですけれども。この個人業績についてこのよ

うな考え方、事例でというところについては、あくまで事例という範囲ということと、これに

ついては今後さまざまなもっとほか事例等も出るかと思います。そういったことも踏まえて適

宜修正なり追加なりしていく必要があるのかなということで作成したものでございます。ただ、

おっしゃられるようなところが非常にわかりずらいというような部分があれば適宜修正を加え

ていきたいと思っています。 

○小林（正）委員 こういったものの表現をするときの文言の書き方ですけれども、ここに

「明らかに妥当でないと判断される状況があった場合に」というのを共通して使ったら、だめ

なんですよ。そうすると、そうでないかそれを指摘したかしないか。その２つしか選択肢がな

くなってしまうので、文言の書き方の上でこれは問題があるということを指摘しておきたいと

思っています。 

○松本委員長 そういう文言を入れることによって、それがあるかないかという。 

○小林（正）委員 そうです。だからこれは指摘したかしないかで、どちらかになってしまう。 

○松本委員長 もうどちらかになってしまうので、こういう一般的な書き方というのをやめた

方がいいというご意見ですね。 

○小林（正）委員 そうです。だから妥当でないことを指摘したということであればいいんで

すよ、それを明らかに妥当でないと。これだれが見ても妥当でないと判断されることでしょう。

それを指摘してそれで評価されるというのは、ちょっとおかしいような気もするんですけれど

もね。ですから、この文言の使い方……。 

○松本委員長 文言の使い方、わかりました。 

○大角参事官 すみません、若干ちょっと一言だけ申し上げたいんですけれども、皆さんご承

知のとおり、農水省の今の基準の評価ですと、中項目の評価はかなりの部分Ａが多いという状

況となっております。そして今回の業績勘案率の決め方の基本は閣議決定にもございまして、

その後いろいろ総務省の評価委員会の分科会などの方針でも、1.0を基本としてくれ、基本は

1.0ですというような考え方が強く出ております。 

 そうすると、Ａがほとんどという状況を前提にして考えましたときに、ここのＡの部分に対

応する業績勘案率を1.0にするという形でやらないと、全体の率が1.0が中心にならないという
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状況にあるというのが１点ございます。そういったような中で16年度以降の基準をどう見直す

のかというような話を別途の議論としてあるわけでございまして……。 

○小林（正）委員 ちょっとその基本とするというのはどこに書いてあります。基礎となる査

定率は1.0、基礎なんですよ。これ年金のあれでも基礎年金というのがあって、それからプラ

スするかマイナスするか。そういうことなのですよ。 

○大角参事官 すみません、若干補足します。ここの資料の閣議決定のとはまた別に、本日お

配りすべきだったかもしれませんが、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の中の独立

行政法人評価分科会というのがございまして、7月23日に、そこで決定されている方針の中に、

業績勘案率は独立行政法人の役員退職金を国家公務員並みにするという今般の退職金の見直し

の趣旨に鑑み、1.0を基本とする。というのがその決定の中にございまして、そちらの方を申

し上げさせていただいたものでございます。すみません、本日お配りすべきだったかもしれま

せん。申しわけございません。 

○松本委員長 よろしゅうございますか。 

○小林（正）委員 基準が1.0であればそれに加減して、それで何もなければ1.0だということ

になると思うんですけれどもね。 

○大角参事官 そうです。 

○小林（正）委員 今のは何もなくても１以下であるということになる。 

○松本委員長 そのほかにどうぞ。はい、山本委員どうぞ。 

○山本委員 私もやはりせっかく２まで評価するべきだという政府のフレームワークが出た以

上、２も評価でき得るような評価基準にしておくべきだという考え方には賛成です。今回、農

水省の方のその業績評価自体が減点法でしか出ないという考え方の中で、このような形が出て

きたとある程度は理解できるんですが、むしろ一番最初の基本的な考え方のところにその旨、

どうしてこういう考え方をしたかということをきちっと明記していただければ、小坂先生の方

の疑問もきちっとわかったでしょうし、それにしても1.1はちょっと少な過ぎて、せめてもう

ちょっと評価、1.5なりまでは評価できるとか、あるいは本当にノーベル賞とるようなところ

は２までいくとかというような、何らかの基準が今年度についてもあってもいいし、これがあ

くまでも今のお考えだと暫定的なものであるというお考えなら、これもことしの15年度におけ

る暫定的なものであるということは明記していただきたかったと思います。 

 それともう１つですね、非常に気になるのは小数点以下第１位未満を四捨五入というところ

なんですが、総務省もそうだと。横並びでそうだということなんですが、仮に1,000万円の退
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職金を受ける方がいて、95％の方が100になるとなると50万円違うのですが、50万円というお

金が、そのもらう理事長の方々には、はした金かもしれませんけれども、庶民とか国民にとっ

てどれほどのお金かということをやはり考えて決めていかないと、本当にいらない国民の怒り

をかうといいますか反発をかうといいますか。やっぱり50万円分働かなかったのだから50万円

少なくてもいいじゃないか。逆に50万働いた人は50万もらえばいいじゃないかというところも

ある範囲の額なのではないかと。国民の金銭感覚にあわせた検討ももう少し細かくしていただ

ければと思います。 

○松本委員長 ありがとうございました。どうですか、今のご意見。 

○文書課長 今のご意見の中で、１つは我々としてはこれ15年度のものについての基準をまず

定めて、15年度につきましては評価基準そのものが３段階で決まっておりますものですから、

これを今から直すということにもなりませんので、そのつもりで定めるとともに先ほどの議題

の中で評価の基準そのものを、もう少し多段階でやってはどうかというご提案をさせていただ

いたのは、16年度以後は０から２の幅にもっていけるようにという思いがあってのことであり

ますけれども。 

 ものの順番からしますと、16年度の評価基準が定まる前にこちらだけを15年度というふうに

書くこともできないものですからそういうことを書いておりませんが、考え方の中では先ほど

ご指摘ありましたように、あくまで15年度の評価について、今の評価の段階を前提としたもの

という考え方であるのはご指摘のとおりでございます。 

 それから、小数点以下１位か２位かということでございますけれども、私どもの方では総務

省の方にはどの程度で刻みを設けるべきかということを照会しました際に、基本的にはコンマ

以下１位ということでやってもらいたいという話がありましたので、事務局案といたしまして

は小数点以１位ということで考えております。しかしながら、これは評価委員会の方でお定め

になる基準でございますので、もう少しきめ細かくつくるべしということであれば、またそう

いう基準案を作成させていただきたいと思います。 

○松本委員長 よろしゅうございますか。そのほかどうぞ。 

 ございませんでしたら時間も相当追っておりますので、ただいまいただきました非常に貴重

なご意見につきましては、この件につきましても早急に事務局と調整をいたしまして、必要な

措置をとらせていただきたいと思いますが、今後の取扱いにつきましては先ほど同様、私に一

任させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「了解」の声あり） 
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○松本委員長 はい、わかりました。 

○会田委員 よろしいでしょうか。 

○松本委員長 はい、どうぞ会田委員。 

○会田委員 すみません、これ日付が８月30日評価委員会というふうになっているんですよね。

これおそらくきょう以降退職される方が適用になるかと思うんですが、そういう理解でよろし

いのか。 

○松本委員長 はい、どうぞ。その点について説明をお願いします。 

○大角参事官 すみません、私の方で申し上げます。業績勘案率の考え方は16年１月以降に退

職された方に対して適用されるとなっております。その場合15年12月までの在職期間分は従前

の計算率、法人によって違うのですが、標準報酬月額×0.28だったり0.125だったりするので

すが、それで15年12月分まで計算します。16年１月以降の在職期間分に業績勘案率が適用され

る。 

○小林（正）委員 いやいや、言っているのはこの日付の問題であって、さかのぼって適用す

るということをどっかに書いておかなければだめだということを言っている。そういうことだ

と思うんですけれどもね。 

○大角参事官 わかりました。 

○会田委員 さかのぼって適用することでいいのかどうかということも含めて、ちょっと私は

質問したんですよ。これはあくまでもこの評価委員会で決定したということになるので、ちょ

っとそれを確認したかったんですが。 

○大角参事官 はい。16年１月以降にやめられた方については、この評価委員会で決められる

業績勘案率を掛けてくださいというルールとなっておりますので、今回というか、今後決めさ

せていただくものについては、16年１月以降のお辞めになった方々にその計算式を適用させて

いただくということでございます。確かに小林先生のおっしゃるとおり、その旨注記させてい

ただくように検討したいと思います。 

○松本委員長 それで会田先生よろしゅうございますか。 

○会田委員 皆さんがよろしければそれでいいです。 

○松本委員長 いかがでしょうか、よろしゅうございましょうか。 

 それではそのようにさせていただきたいと思います。そのほかということで皆様方からきょ

うの審議全体を通じてあるいはそのほかご意見、ご質問がございましたら、この際、頂戴した

いと思います。どうぞ。 
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 ご意見がございませんようですので、最後になりますが、きょう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。また、議事録の公開については議事録

が出来上がり次第、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

やあるいは文章閲覧窓口において行うことといたします。資料の取扱いにつきましても同様と

なります。 

 最後に事務局よりお願いをいたします。 

○文書課補佐 本日の資料につきましては非常に大部というふうになっておりますので、卓上

にそのまま置いていただければ事務局の方でまた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、以上をもちまして予定の時間を大分超過いたしましたけれども、本

日の評価委員会はこれにて閉会とさせていただきます。皆様方には長時間にわたりまして大変

ご熱心なご審議をいただきまして、ありがとうございました。それでは、これで散会いたしま

す。ありがとうございました。 

午後 ４時４５分 閉会 

 


