
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回独立行政法人評価委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省独立行政法人評価委員会事務局 



第５回独立行政法人評価委員会 

 

日時：平成１６年２月１６日（月） 

会場：三田共用会議所第３特別会議室 

時間：１ ５ ： ０ ０ ～ １ ７ ： ０ ９ 

 

 

 

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）役員の退職手当支給の見直しについて 

      （３）独立行政法人の組織・業務全般の見直しと今後の進め方について 

      （４）その他 

     ４．閉  会 
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午後１５時００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５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。委員の皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい時期に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。 

 本日は有馬委員、小野委員、畑江委員、速水委員、惠委員の５名の方が欠席でございます。

また手島委員、山本委員におかれましては、若干おくれてご出席いただけることになっており

ます。 

 農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第１項におきまして、会員の定足数は過半数の

出席をもってなされということになっておりますが、委員、臨時委員34名のうち、27名が現在

出席しておりますので、本日の委員会は成立を満たしていることをここに申し上げます。 

 それでは、議事に入る前に大臣官房文書課の吉村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 皆さん、こんにちは。 

 ただいま、ご紹介にあずかりました文書課長の吉村でございます。今年１月13日付の異動で

文書課長を務めることになりました。これから独立行政法人評価委員会の委員の先生方には何

かとお世話になりますけれども、よろしくお願いを申し上げます。 

 私自身は、この独立行政法人の関係につきましては、もう随分前、５年前になるんですけれ

ども、ちょうど独立行政法人制度が発足するときに、当時の食品流通局の品質課長というのを

やっておりまして、現在の独立行政法人消費技術センターの所管課長だったので、当時通則法、

それからセンターの単独法を担当しておりました。しかしその後、直接こういった独立行政法

人の関係の仕事に携わることがございませんでしたので、今、一生懸命勉強中ということでご

ざいます。また、よろしくご指導お願いしたいと思います。 

 本日は、こういった形で第５回の評価委員会を開催させていただいておりますが、大変、先

生方はお忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 また、日ごろからこの委員会あるいは分科会を通じて、独立行政法人の業務運営についてご

指導いただいていることにつきまして、改めて御礼申し上げたいと思います。 

 先ほど申しましたが、独立行政法人制度も制度の設計自体は５年前になるわけでございます

し、第１陣が発足したのが13年４月ということでございます。そういうことで、ことしは中期
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目標期間、５年間のちょうど中間点を迎えるということでございます。これまで、この各独立

行政法人の業務実績につきまして、13年度、14年度と評価をいただいてきたわけでございます

けれども、各法人においてはそれぞれの評価、指摘された意見を踏まえた業務運営の改善に努

めているところでございます。 

 また、15年度の評価につきましては、昨年10月に新たに特殊法人等から移行をいたしました

独立行政法人が評価の対象に加わるということでございます。約半年分ということでございま

すけれども、お忙しい中、恐縮でございますけれども、各分科会において、これらについても

客観的かつ厳正な評価をいただきますよう、お願い申し上げたいと思います。 

 さて、本日の会議でございますけれども、この議事にもございますように、各分科会におき

ます、これまでの審議経過、結果といったことにつきまして、各分科会長からご報告いただく

という、それから１点は法人役員の退職手当支給の見直しの取り扱いについてご審議いただく

という予定にいたしております。詳しい内容につきましては、また事務局からご説明申し上げ

ますけれども、これは閣議決定に基づく政府全体の取り組みといたしまして、退職手当を国家

公務員並みに引き下げるとともに、業績を反映する仕組みを導入するというものであります。

これによりまして、法人役員の業務改善に向けたインセンティブがより高まるものと期待して

いるところでございます。 

 このほか、中期目標期間終了時における組織・業務全体にわたる検討に関して、昨年８月に

閣議決定がなされておりまして、政府としての統一方針、それから今後の進め方について、こ

れもご説明をさせていただきたいと思います。 

 本日の議事は以上のとおりでございますけれども、委員、臨時委員の皆様方におかれまして

は、せっかくの評価委員会の場でございますので、ただいま申し上げました議事以外の事項に

つきましても、ご意見をちょうだいできればと思っております。そういった点についても、お

願い申し上げて、冒頭の私のあいさつとさせていただきます。 

 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、次に臨時委員の皆様方を紹介させていただきます。臨時委員につきましては、昨

年３月の評価委員会の場で、事務局から説明がありましたが、特殊法人などの独立行政法人へ

の移行に当たりまして、特殊法人などの業務分野に知見のある方々に中期目標などの審議に参

加いただくということで、昨年５月20日付で、４名の方が任命されております。五十音順に紹

介させていただきます。 
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 まずは安部新一臨時委員でございます。 

○安部臨時委員 安部でございます。よろしくお願いいたします。 

○松本委員長 清野英二臨時委員でございます。忠聡臨時委員でございます。 

○忠臨時委員 よろしくお願いします。 

○松本委員長 後に渡辺紹裕臨時委員でございます。 

○渡辺臨時委員 渡辺でございます。よろしくお願いします。 

○松本委員長 安部臨時委員、清野臨時委員並びに忠臨時委員におかれましては、農業分科会

に所属いただき、また渡辺臨時委員におかれましては農業分科会と林野分科会に所属いただき、

昨年10月に設立された独立行政法人の中期目標などのご審議に参加いただいているところでご

ざいます。 

 また、昨年３月の評価委員会以降、坂本元子委員と西村肇委員が退任されました。ご後任の

委員が任命されておりますので、ご紹介させていただきます。日和佐信子委員でございます。

小坂智規委員でございます。 

○小坂委員 小坂でございます。 

○松本委員長 日和佐委員におかれましては農業分科会に、小坂委員におかれましては水産分

科会にそれぞれ所属いただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日お配りしました資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○文書課課長補佐 大臣官房文書課の課長補佐をしております小山内と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず一番上に第５回独立行政法人評

価委員会議事次第という紙を１枚ご用意させていただきました。以降、資料１として、委員名

簿、こちらは６枚つづりで、ホッチキスでとじてございます。そして資料２としまして、１枚

目のところに農業分科会の審議の経過及び結果についてと書いてございますけれども、こちら

各分科会ごとに１枚になってございます。４枚でホッチキスどめしてございます。そして、資

料３でございますけれども、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、５枚でホッチキスでつづっております。それから資料４でございますが、こち

ら中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについてという閣議決

定の文書、こちら５枚でホッチキスでとめてございます。それから 後でございますが、資料

５として、こちら15年７月１日に政策評価・独法評価委員会が決定と書いてございます、独立

行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の取り組みの方針ということでございます。
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こちらは両面印刷で12ページが 後になっております。こちらもホッチキスどめでご用意させ

ていただいております。 

 資料の不足、それから印刷の不鮮明等ございますでしょうか。特段、今現在なければ、また

会の途中でもお気づきになられましたら、挙手にて事務局までお願いいたします。 

○松本委員長 それでは、議事に入ります。 

 １番目の議題、各分科会の審議の経過及び結果についてでございます。昨年３月の評価委員

会以降、14事業年度の評価結果の取りまとめ、10月に設立されました法人に関する事項など、

各分科会にてご審議いただいているところでございます。本日は委員の皆様にお集まりいただ

いておりますので、昨年３月以降の各分科会における審議の経過及び結果につきまして、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、各分科会長から

報告していただきたいと思います。 

 それでは、まず私が分科会長をしております農業分科会から報告させていただきます。 

 農業分科会は平成15年３月３日に第８回の農業分科会を開催いたしました。ここでは、議事

の内容といたしまして、まず委員の改選に伴い、分科会長の選任及び分科会長代理に坂本委員

を指名いたしました。それから特殊法人などの独立行政法人化に伴い、農畜産業振興機構、農

業者年金基金、農林漁業信用基金、水資源機構の新設４法人が農業分科会所属となりましたの

で、プロジェクトチーム、ＰＴの再編を行いまして、また既存の６法人の各ＰＴにおいて、評

価基準の見直し作業と今後の評価作業の実施を了承したところでございます。さらに農薬取締

法の改正に伴う農薬検査所の中期目標などの変更、並びに農業者大学校の研修などカリキュラ

ム改正に関する業務方法書の変更について審議し、これらの大臣に対する意見を決定したわけ

でございます。 

 次に平成15年４月の中旬にかけまして、既存の６法人、ＰＴ会議を各１回持ちました。各Ｐ

Ｔにおきまして、評価基準の見直しについて検討いたしました。 

 それから平成15年６月２日に第９回農業分科会を開催いたしました。ここでは４つほどござ

いまして、１つは各法人の評価基準の検討結果について、各ＰＴ代表者により説明を受け、評

価基準を決定いたしました。２番目に各法人より14年度の業務実績の概要について報告いたし

ました。３番目に食の安全・安心に係る関係法律の施行に伴う農林水産消費技術センター、肥

飼料検査所、農薬検査所、種苗管理センターの中期目標などの変更について審議し、処理の手

続を了承したところでございます。そして、第４番目に農畜産業振興機構ほか新設３法人の中

期目標などの事務局（案）について審議いたしました。 
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 次いで、平成15年の６月中旬から７月中旬にかけて、既存の６法人のＰＴ会議、各１回を行

っております。各ＰＴにおいて、14年度業務実績の評価作業を実施いたしました。 

 平成15年８月11日には第10回の農業分科会を開催いたしました。ここでは議事の内容はおお

むね５つございまして、１つ目が分科会長代理の坂本委員が辞任されましたことに伴い、分科

会長代理に鈴木委員を指名いたしました。２番目に各法人の14年度業務実績評価結果について、

決定をいたしました。３番目に各法人の14年度財務諸表について審議し、大臣に対する意見を

決定いたしました。４番目に農業者大学校の研修などカリキュラムに関する業務方法書の変更

について審議いたしまして、大臣に対する意見を決定いたしました。そして、第５に農畜産業

振興機構ほか新設３法人の中期目標について審議をいたしました。 

 次いで、平成15年９月８日に第11回の農業分科会を開催いたしました。ここでは農畜産業振

興機構ほか新設３法人の中期目標につきまして審議し、処理の手続を了承したところでござい

ます。また、農畜産業振興機構ほか新設３法人の評価基準作成の進め方についても、決定を見

ております。 

 平成15年７月下旬から９月の下旬にかけまして、水資源機構４省合同ＰＴ、これは都合３回

行われておりますが、この会議を持ちました。水資源機構につきましては、ご承知のとおり、

国土交通省、厚生労働省、経済産業省の４省が共同の所管となっておりますことから、中期目

標について、４省合同のＰＴで検討しているところでございます。 

 平成15年の10月から11月の中旬にかけて、今度は新設３法人のＰＴ会議、各１回を持ってお

ります。農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金の評価基準について検討をい

たしました。 

 平成15年11月13日には、第12回の農業分科会を開催いたしました。ここでは主に３つの議事

内容がございます。１つは農畜産業振興機構ほか新設３法人の評価基準の検討状況について、

各ＰＴ代表者から報告を受けました。２番目には、牛の固体識別のための情報の管理及び伝達

に関する特別措置法の施行に伴う家畜改良センターの中期目標などの変更、農業者年金基金の

保険料の納付額などの通知に関する業務方法書の変更並びに農薬検査所の特定農薬の検査に関

する業務方法書の変更について審議いたしまして、大臣に対する意見を決定したところでござ

います。 

 そして、３番目に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

律の施行に伴う農林水産消費技術センター、肥飼料検査所、農薬検査所、種苗管理センター、

家畜改良センターの中期目標などの変更について審議し、処理の手続を了承したところでござ
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います。 

 以上が、農業分科会の昨年３月以降の審議過程並びに結果についてでございます。 

 それでは次に農業技術分科会について、小林分科会長から報告をお願いいたします。 

○小林（正）委員 農業技術分科会の小林です。 

 お手元の資料のとおり、３月３日には分科会長の選任及び分科会長代理の指名を行いまして、

佐藤洋平委員に分科会長代理の指名をいたしました。同時に、平成14年度に係る業務の実績に

関する評価についての検討をいたしまして、ここで全体の計画を立てました。 

 ５月12日に、15年度の第１回の農業技術分科会を開催いたしまして、平成14年度の業務実績

に関する評価に当たり、農業技術分科会における評価基準の考え方及び各法人の評価基準を決

定いたしました。また、各法人の平成14年度の業務実績について、各法人理事長によるプレゼ

ンテーションを実施しまして、これは丸１日、朝から晩までプレゼンテーションをしていただ

き、６つの法人のプレゼンテーションを拝聴いたしました。 

 それから、この分科会では部会を設けておりまして、６つの法人に対して、１委員が２つ以

上の研究所を担当する部会を設けております。つまり、各法人ごとに設置した部会において、

各法人の14年度の業務実績についてヒアリング、それから現地調査を行いました。これは平成

15年の５月26日から28日、30日とほぼ１週間をかけて行いました。 

 その後、７月の初めを締め切りとしまして、書面評価を皆さんに提出していただきました。 

 ７月29日から８月１日にかけて、それぞれ部会を開催いたしまして、各委員の書面評価結果

を踏まえて、各法人の評価を検討するとともに、財務諸表について検討をいたしました。 

 ８月１２日には、第２回の分科会を開催いたし、財務諸表について審議し、大臣への意見を

決定いたしました。同時に各法人の平成14年度の業務実績に関する評価を決定いたしました。

また、10月１日から新しく発足する独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の中期目

標と中期計画について審議をいたしました。これは非常に長い呼称なので、以降、「新機構」

と略させていただきます。 ９月17日には、第３回の農業技術分科会を開催いたし、新機構の

中期目標、中期計画等の審議をし、大臣への意見を決定いたしました。同時に、新機構の評価

基準の作成をどのように進めたらいいかということについて検討いたしました。 

 本年に入りまして、１月13日に第４回の農業技術分科会を開催いたしました。ここでは総務

省政策評価・独立行政法人評価委員会からの意見について検討いたしました。幸いなことに、

今回はほとんどコメントがついておりませんでしたので、余り盛り上がりはみせませんでした

が、その意見について検討いたしました。それから平成14年度の評価実施結果及び平成15年度
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の評価のあり方について検討いたしました。また、新機構の評価基準案を審議いたしました。

これについては、３月に開かれます第５回の農業技術分科会において、決定をする予定でおり

ます。 

 以上です。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、林野分科会について、木平分科会長からご報告をお願いします。 

○木平委員 それでは林野分科会の経過についてご報告いたします。 

 私は木平と申します。この分科会は森林総合研究所、林木育種センターの２つの法人及びこ

の10月から新たに法人に加わりました緑資源機構、この３つを担当しております。 

 ３月以降、６回の分科会を開きました。まず昨年の３月３日に第９回の分科会を開きまして、

そこで分科会長、木平及びその代理として、速水を選出いたしました。また、第４回独立行政

法人評価委員会の概要について説明を受け、林木育種センター及び森林総合研究所の評価基準

について審議を行い、改正をいたしました。 

 ６月９日に第10回の分科会を開きまして、昨年の10月１日に設立予定の独立行政法人緑資源

機構に係る中期目標案について説明を受けたところです。 

 ６月23日には11回目の分科会を開きまして、そこでは林木育種センター及び森林総合研究所

の業務の実績について、法人から説明を受け、平成14年度の事業の年度評価について審議を行

ったところです。 

 ７月17日には、林木育種センター及び森林総合研究所の財務諸表の大臣に対する意見を決定

いたしました。また、同じく２つの法人についての評価結果案について審議を行い、その内容

を了承し、文言の修正は分科会長一任ということにいたしました。 

 ７月30日に、分科会長が修正案を確認の上、了解し、両法人林木育種センター及び森林総合

研究所の評価結果の決定をいたしました。 

 ８月22日には第13回の林野分科会を開きまして、緑資源機構に係る中期目標案について説明

を受け、審議を行いました。９月16日、14回目の分科会においては、緑資源機構に係る中期目

標案について、説明、審議、処理の手続を了承いたしました。 

 以上が、林野分科会の経過報告です。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 後に水産分科会について、土井分科会長代理から報告をお願いします。 

○土井委員 土井でございます。水産分科会についてご報告いたします。 
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 私ども、この担当している法人は水産総合研究センターというところと、水産大学校、さ

け・ます資源管理センターの３つを担当しております。このうち、水産総合研究センターとい

うのはかなり大きな組織でありまして、これに昨年は海洋水産資源開発センターと、日本栽培

漁業協会の２つが入ってきまして、改めて評価基準等について検討したことであります。 

 １年間で４回の分科会を開きましたが、いずれも長時間の審議になりまして、夜遅くなった

のは非常に印象に残っております。それだけ大変だったかもしれません。 

 決定事項としましては、４月に第７回の分科会において、申し上げた３つの法人についての

変更について決定したところであります。 

 それから第９回、８月27日ですが、これもこの３つについて、それぞれ審議しまして、大臣

への意見も決定したところであります。もう一つつけ加えますと、北方領土問題対策協会とい

うのがまた入ってまいりまして、これについても別途審議がありまして、大変活発な意見が出

たところであります。押しなべて申し上げて、委員それぞれ独自の意見を持っておられるので、

かなり活発な分科会であることを報告いたします。 

 終わります。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 ご案内のとおり、昨年10月に独立行政法人の設立あるいは統合が行われておりますので、今

後、各分科会におかれましては、これらの法人に係る評価基準の作成や変更、さらには本年８

月に向けて、評価結果の取りまとめをお願いすることとなります。特に評価については、作業

量がふえてしまうわけでございますので、事務局にも円滑な評価に向けての配慮をお願いした

いと思います。また、皆様方におかれましても、この点、よろしくお願いをいたします。 

 それでは議事の２番目に移らせていただきます。役員の退職手当の支給見直しについてでご

ざいます。昨年の12月19日に独立行政法人などの役員の退職手当について閣議決定がなされま

して、退職手当の支給について見直すこととされました。具体的な内容はこの後、大臣官房参

事官から説明いただきますが、役員の退職手当の水準を国家公務員並みに引き下げるとともに、

役員の退職手当の算定に業績を反映することとし、その際の業績勘案率を評価委員会が決定す

るものというものでございます。 

 それでは、今回の閣議決定の背景や内容につきまして、大臣官房の大角参事官から説明をい

ただき、その後に今後の評価委員会での取り扱いについて、事務局の考え方を説明いただくこ

とにいたします。それでは、よろしくお願いします。 

○大臣官房参事官 大臣官房の大角でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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 お手元に資料３、「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５枚の資料があろうかと思います。内閣官房からの資料をベースにしておりますので、やや

お見苦しい資料で恐縮でございますが、この資料に則してご説明申し上げたいと思います。こ

の独立行政法人等の役員の退職手当の見直しにつきましては、今のお話にもございましたとお

り、昨年の12月19日に閣議決定で決められております。閣議決定の本文につきましては、今の

資料３の中の４枚目の方に本体をつけさせていただいておりますけれども、その趣旨等につき

まして、１枚目からの紙に則しまして、ご説明申し上げたいと思います。 

 本見直しにつきましては、内閣官房の方を中心に見直されたわけでございます。見直しの趣

旨といたしましては、ごらんのとおりでございますけれども、特殊法人等の役員の退職手当に

つきまして、今までは民間の役員の退職金の水準を勘案して定められてきておりまして、独立

行政法人につきましても、それに合わせた水準としている法人が多かったところでございます。

しかしながら、こういった法人とも、一度退職して、高額の退職金を得た者がさらに役員に就

任し、退職後、相当の退職金を得るということにつきまして、各方面からいろいろなご議論が

あったところでございます。 

 このため、これまでは法人の業績のいかんにかかわらず、退職手当を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ところでございますけれども、このたび、昨年の12月

これを改めまして、独立行政法人及び特殊法人等が公共性の高い業務を担うものであることと

いうことに着目し、役員の退職手当の基礎水準を国家公務員並みにするとともに、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、法人運営について国民の信頼の確保を図

ろうというような趣旨から見直されたものでございます。 

 その見直し前の退職手当の現状につきましては、それぞれの役員の方々の報酬月額×0.28

×在任月数×業績勘案率というのが独立行政法人におきましては中心でございました。ある

いは特殊法人の方は、報酬月額×0.28×在任月数となっていたわけでございます。 

 特殊法人の役員の報酬月額につきましては、既に14年の３月なり、累次の閣議決定で報酬月

額の見直しがされておりまして、14年３月の閣議決定の段階ではそれぞれの国家公務員の国の

指定職の役員程度並み以下という形におおむねなっていたわけでございます。いわゆる国家公

務員並みというふうに既になっていたわけでございますが、この掛ける0.28の部分につきまし

ては、その14年の見直しの際に100分の36から100分の28という形で、一定の削減はしたわけで

ございますけれども、国家公務員の考え方よりはやや高いという形になっていたわけでござい

ます。独立行政法人はその特殊法人の考え方に準じて0.28にしているところが多かったという
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実情にございます。なお、農林水産省関係の独立行政法人におきましては、この改正前から既

に、後に申し上げる率0.125になっていたところが半分近くあったわけでございますけれども、

一般的には0.28が多かったという状況でございました。 

 それでは今回の見直しの内容でございます。今回の見直しの内容につきましては、独立行政

法人、特殊法人、認可法人が対象となっております。なお、「ＮＨＫ等々を除く」とございま

すが、当省の関係では、例えば全国農業協同組合中央会さんとか、全国農業会議所さんとか、

そういったような特定の団体については、対象外となっているわけでございます。 

 独立行政法人の算定式でございますが、ごらんのとおり、報酬月額×0.125×在任月数×業

績勘案率（0.0～2.0の範囲内で評価委員会が定める率）となっております。こちらの0.125に

つきましては、国家公務員の退職手当の考え方が、在職年、１年につき、おおむね1.5月ほど

退職手当がふえるという構造におおむねなっておりまして、これを月に換算して0.125という

ような水準に変えるというものでございます。 

 そうした上で、あと業績勘案率を0.0から2.0の範囲内で、こちらの評価委員会を含め、各府

省さんの評価委員会の方でご検討いただくということでございますが、その率を乗じることと

しており、そういったものによって、法人の運営実績等をより適切に反映し得る仕組みとした

いというものでございます。 

 おめくりいただきまして、特殊法人・認可法人、これも同様の考え方でやるわけでございま

すけれども、当省ですと、日本中央競馬会、地方競馬全国協会、農林漁業金融公庫、農水産業

協同組合貯金保険機構の４つがあるんですけれども、こういったものにつきまして、評価委員

会というシステムが法律上規定されておりません。したがいまして、ごらんのとおり、各法人

が外部の専門家に委嘱することとなり、法人が独自に評価委員会を設置するといったようなこ

とを前提としているところでございます。 

 それから業績勘案率の適正性の確保とございますが、独立行政法人につきましては、基礎と

なる査定率は1.0である旨を徹底するというような考え方でございます。イでございますけれ

ども、独立行政法人につきまして、各省の独立行政法人評価委員会で率を決定するに当たりま

しては、あらかじめ総務省さんの方の政策評価・独立行政法人評価委員会に通知した上で行う

という形となっております。この場合、総務省の評価委員会さんの方は、その案の率について、

各省の委員会に意見を言うことができるというシステムになっております。 

 また各省の委員会が1.5を超える、または0.5を下回る査定を行おうとする場合には、速やか

に各主務大臣を経由して、内閣官房長官に報告するというスキームになっております。 
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 またウでございますけれども、各役員に支給されます退職手当の額につきましては、ごらん

の15年の９月閣議決定の４、これは資料の５枚目の 後の紙につけております。この４番のと

ころにございますが、４番の２行目ぐらいから独立行政法人及び主務大臣には総務大臣が定め

る様式により、役員報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準を国家公務員等と比較できる形

でわかりやすく公表することとするというようなことが閣議決定されているわけでございます

けれども、この公表にあわせて、こちらのものについても公表するというような形となってお

ります。 

 この公表につきましては、皆様ご承知の方も多いかと思いますけれども、財務諸表の主務大

臣への提出時期というのは事業年度終了３月以内と通則法にございまして、事実６月となって

おります。このときの公表に合わせまして、この退職手当につきましても支給額、在職期間、

あるいはそれぞれの評価委員会の決定等々の内容を掲げて公表するというような形になってい

るものでございます。 

 特殊法人・認可法人につきましても同様のスキームというようなことを想定しているもので

ございます。 

 おめくりいただきまして、３枚目でございます。12月24日に内閣官房の方で作成しましたそ

れぞれ業績勘案率を当てはめの一例というメルクマール、これはあくまでもメルクマールでご

ざいまして、まさに一例ということでございます。ごらんのとおり、中期目標を基準としてと

いう例になっておりますが、中期目標に規定する大半の目標の達成状況が著しく高いというと

きは1.5から2.0、総合的に勘案して、中期目標以上のときは1.0から1.5、おおむね中期目標ど

おりの場合1.0、総合的に勘案して、中期目標が達成されないという場合には0.5から1.0、著

しく低い結果の場合が0.0から0.5という、一つの考え方の例がございます。 

 なお、注の１にございますとおり、年度ごとの実績評価をもとに判断することも可能という

形でございまして、それぞれの在職期間、当然中期目標期間のすべて在職なさっておられない

方の方がむしろ多いかと思います。年度ごとの実績評価をもとに判断するということも可能と

ここで示されております。 

 また注の２では、目的積立金といったものの積立状況も勘案することが重要ではないか。特

に1.5以上を超える場合は、原則として任期中のいずれかの年度に目的積立金を積み立てるこ

とが必要ではないかという考え方を示しております。もちろん、これは繰り返しになりますが、

内閣官房が作成しました一つの考え方ということでございまして、そもそも抽象的でございま

すけれども、特にこれに拘束されるというような性格のものではございません。 
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 私の方からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○文書課長 それでは続いて、私の方から、今、大角参事官から説明のありました業績勘案率

の評価委員会における取り扱いにつきまして、事務局として、本日ご審議いただきたい事項に

ついて申し上げたいと思います。２点ございます。 

 １点は業績勘案率に係る一連の事務をそれぞれの分科会に議決権限の委任をしてはどうかと

いうことでございます。 

もう１点は評価委員会でご審議いただく資料でございますけれども、１つは退職する役員の

担当部門に係る業績評価の結果、もう１つは業績評価の結果に付された所見に対する取り組み

状況、３つ目はその他特に記すべき事項ということでございます。このほか、ご審議いただく

際の資料として、あらかじめ盛り込むべき事項がございましたら、本日、ご意見をちょうだい

したいと思います。 

 今の２点について繰り返して、少し内容にも敷衍してご説明をさせていただきます。先ほど

説明がありましたように、業績勘案率は退職した役員が在職期間中にどのような功績を残した

かを数値であらわすということでございますけれども、これは評価委員会の決定に際して、退

職した役員の担当業務に係ります業績評価の結果が１つの重要な判断要素になるというふうに

考えています。そういったことで、評価委員会が決定をする業績勘案率に関する一連の事務、

これは法人の業績評価そのものの事務を担当していただいております分科会に議決権限を委任

してはどうかということでございます。 

 なお、この業績勘案率に係る一連の事務につきましては、分科会に議決権限を委任する事務

のメルクマールであります法人の個別性が高いもの、迅速な対応が必要となるものに合致する

ものというふうに考えております。 

 次に２点目の、評価委員会でご審議いただく際の資料の記載事項でございます。この業績勘

案率を決定する上で、業績評価の結果というのは重要な判断要素の１つになるわけでございま

すけれども、これは法人全体のものでありますので、これだけでは必ずしも個々の役員の功績

を十分に評価することができない場合も考えられます。このため、功績を的確に把握できるよ

うにということで、評価委員会でご審議いただく資料には、業績評価の結果に加えて、次の２

つの事項を盛り込みたいと考えております。まず１つ目でありますけれども、業績評価の結果

に付された所見に対する取り組み状況でございます。所見、これは既に分科会の決定で付され

ておりますけれども、これは業務運営の改善に向けて、評価委員会が法人に期待する事柄とし

て指摘した事項であります。担当役員がこれに対してどのように取り組んだか、取り組みに着
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手した時期、その内容につきまして、これは役員の功績を判断する重要な要素になると考えて

おります。２つ目でございますけれども、業績評価の結果や所見に対する取り組み状況にはあ

らわれない、その他特に記すべき事項でございます。これは例えば目的積立金が得られた場合

の貢献度、あるいは緊急の業務が発生した場合の対応ということが考えられますが、こういっ

たことも役員の功績を判断する重要な要素になると考えております。以上が、私ども事務局の

方で考えております資料のイメージでございますけれども、このほかに役員の功績を判断する

上で、あらかじめ資料に盛り込むべき事項がございましたら、意見をちょうだいできればと思

います。 

 それから、ご参考までに、ただいまの業績勘案率の決定に至るまでの手順について、簡単に

ご説明をいたしたいと思います。役員が退職した場合、その後、それぞれの法人は速やかに

個々の役員の業績勘案率に係る資料を用意して、評価委員会に提出するということになります。

評価委員会は提出された資料をもとに、業績勘案率について検討し、妥当とされた業績勘案率

の案を総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に通知をするということになります。総務

省の政策評価・独立行政法人評価委員会から意見があった場合には、これを踏まえて評価委員

会として業績勘案率を決定する。こういう流れになろうかと思っております。 

 今後、役員に退職手当を支給する際にはこういった手続が必要になるわけでございます。た

だ、この新しい業績勘案率というのは、本年１月以降の在職期間から適用されるということで

ございます。したがって、昨年12月以前の在職期間については、従来の算定式が適用されます。

そういう意味で、昨年12月以前の在職期間に相当する退職手当額は原則として確定していると

いうことになります。この相当分については、退職後、速やかに支払うということが可能にな

っておりますが、１月以降の分は今申し上げましたような手続で決定を経て支払うというよう

な形になると考えております。この点もお含みおきいただければと思います。私の方からは以

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、ただいま、事務局から説明のあった事項について順番に審議を行いたいと思いま

す。まず１つ目でございます。業績勘案率に係る一連の事務について、各分科会に議決権限を

委任してはどうかという事項について、ご意見・ご質問のある方は挙手でお願いします。小林

委員、どうぞ。 

○小林（正）委員 そのことにかかる前に、全体に関する質問、意見を述べたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 
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○松本委員長 どうぞ。 

○小林（正）委員 まず、業績勘案率というのを評価委員会が決定する、議決するということ

の法的根拠はどこにあるのでしょうか。根拠法はどれに当たるのですか。 

○文書課課長補佐 法律上の根拠ということでございますけれども、こちらにつきましては、

独立行政法人通則法という法律がございます。そちらの第32条、年度の業績の評価ということ

になってございますが、こちらの条項の関連で、役員の功績も評価すると解釈すると。こちら

の閣議決定の際に内閣官房の方からそういう解釈だということで話がありました。 

○小林（正）委員 52条には、たしか役員の報酬等とありますね。これを見る限り、退職金に

ついては、特定独立行政法人は役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届

け出ると。これを変更する場合も同様であると。その届け出られた主務大臣がこの評価委員会

にその基準が妥当であるかどうかということを諮るということになっています。この手続と先

ほどの32条の方の手続とどちらが優先される問題なのでしょうか。 

○文書課課長補佐 先ほど大臣官房の大角参事官の方から、背景も含めてご説明があったと思

いますけれども……。 

○小林（正）委員 閣議決定は別ですよ。私がお伺いしているのは法的な根拠ですから。 

○文書課課長補佐 はい。52条のお話でございますけれども、基本的に役員の報酬それから退

職手当につきましては、規程を法人自身が定めて、それを届け出るということになってござい

ます。それに対して、意見があれば、評価委員会の方から意見を言うことができるという法律

上の仕組みになってございます。本来はそういうことで、これまでやってまいりました。ただ、

ちょっとまた先ほどの閣議決定の方の話に戻らざる得ないわけでございますけれども、いろい

ろ各方面の批判もあったりして、こういう閣議決定がなされました。法律上も、先ほど申しま

したように、独立行政法人通則法の32条の関連ということで事務的には読めるということでご

ざいまして、そのような事柄が決まりましたものですから、それに基づいて評価委員会として

事務を行っていただきたいというものでございます。 

○小林（正）委員 まだちょっと納得しかねるところもあるのですが。実際に「国の行政組織

等の減量・効率化に関する基本計画」の中の独立行政法人関連のところでは、「特定独立行政

法人の役員の報酬等については、52条の趣旨に適合しているかどうかについても評価を行うこ

ととする」ということです。決して32条の方ではなくて、52条の方で評価をしろというふうに

言っているのです。この辺のところとの整合性はどうなりますか。 

○大臣官房参事官 私の方から申し上げますけれども、実際、この閣議決定をする際に、私の
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方でも52条を引用しまして、内閣官房の方にこちらの関係上、ここでは基準とございますけれ

ども、こういった個々の業績勘案率を決定していただくということの関係はどうなっているの

かという質問をさせていただいたところでございます。その際の内閣官房の見解といたしまし

ては、52条はあくまでも支給の基準に関する手続でございまして、今回の個々の役員の業績勘

案率の決定をお願いするのは、こちらを根拠とするものではなくて、それぞれの32条の方の業

績の評価というものの一環として、それぞれの役員の業績勘案率をご検討いただきたいという

のが内閣官房からの見解という回答だったところでございます。 

○小林（正）委員 業務の運営に関しての評価をやっているときに、今後、個々の人間の報酬

が適当であるかどうかということまでもやるということは、かなり評価委員会の性質を変える

ものだろうと思います。全体の運営がうまくいっているかどうかということについての評価と

いうのは我々がやるべきことですが、個人の評価まで踏み込んでいいものかどうかというとこ

ろなんです。ですから、これは閣議決定の問題があるといえば問題があるんでしょうけれども、

その辺のところを少し法的な基準というか、根拠というのを整理しておかないと、分科会の方

に持ち帰ったところで、混乱するもとになると思います。 

 しかも、簡単な基準というのを示されていますけれども、これは０と言ったら、一銭も出さ

ないということですよね。あるいは２倍を出すと、２倍といっても民間の基準よりも下がって

いるという状況です。こういう状況がそれ全体についての是とするかどうかということについ

ての審議はしないで、ただ単にこの率だけを審議するということで本当ににいいのかどうかと

いうことです。 

○大臣官房参事官 ご指摘も非常に理解できるところでございますけれども、今回のまさに閣

議決定の考え方がそういった業績の評価、それぞれの一律ではなく、それぞれの役員さん方の

業績を見て退職手当を考えていただきたいと。そのそれぞれの役員の業績につきましては、そ

れぞれ事業の業務の実績の評価の一連の事項と整理して、それぞれの各省さんの評価委員会の

方にその率の決定の方をお願いしたいという考え方で、閣議決定のときにそれぞれのこの独立

行政法人制度を所管している制度官庁の方も含め、検討した結果、そのような閣議決定がなさ

れたというところでご理解いただけないかなと思っております。 

○小林（正）委員 一般の法人ではいいかもしれませんが、我々が抱えている研究独法の場合

には、それぞれの研究者がどれだけの成果を上げるかということにかかっているわけですから、

それの連帯責任として理事に責任を問うということになりますね。ある１つの課題に対しての

成果が上がらないとすれば、その責任は理事にあると。今度は理事全体の連帯責任というのは
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どういうふうになるのでしょうか。個別の理事のそれぞれの業績というふうに考えるわけです

か。 

 つまり、我々が評価するときには、全体として機関の評価を 終的な目標としています。そ

れぞれの個別事項の良し悪しについては、それぞれの研究機関の中での自己点検評価委員会が

ありますから、そこでの評価が正しいかどうかということを我々は評価するという形をとって

いますが、結局その評価に基づいて、今度は理事が評価される。そしてそれぞれの担当の理事

というようにやっていった場合に、全体的な責任というのは、例えば理事長がやめた場合には、

それぞれのその下にいる担当理事がちゃんとやっていたかどうか、ということの総合分析で、

今度は理事長を評価することになる。これでは、算定する基準というのが非常にあいまいだろ

うと思うのです。しかもこれは、農水省の中での各分科会にそのまま振ってしまったら、分科

会ごとの基準の整合性という問題、それから各府省にある評価委員会での算定の基準の一致性

というところが非常に問題になってくると思うのです。 

○大臣官房参事官 基本的には、それぞれの役員さん方がどういった業務をご担当されている

のか、その役員さんが担当されている業務に関連する業績の事業の評価がどうなっているのか

というのが中心になるようでございますが、ただ理事長の場合はどうなのか、あるいは今のよ

うに申し上げても、個々法人ごとに役員のやっておられる業務の内容はそれぞれが重複してい

るケース、あるいはきれいに分かれているケース、さまざまあろうかと思います。したがいま

して、そこはそれぞれの法人それぞれの内容を見ながら検討せざるを得ないところなのかなと

思っております。 

 またお話の中で、各分科会にそれぞれでやっても困るんではないかというお話もあったかと

思いますけれども、私ども事務局といたしましても、これが各省さんとも、１月からこの制度

が発足しているわけでございますけれども、まだ具体的な事例というのがほとんどない状況と

なっております。いずれにしても、私どもとしても今後どういうような例が出てくるのか、ど

ういう状況になるのかというのは調べてみたいと思っております。 

○小林（正）委員 そういう状況では、委任された方とすれば、甚だ迷惑のような気がします。 

 もう一つ……。 

○手島委員 今のご意見の趣旨は、１つは役員の個別の評価にまで踏み込んでいいかどうかと

いう点と、もう一つ、後半言われたことは、それは方法が非常に難しいということをおっしゃ

ったように思うんですけれども、私は役員の評価に踏み込む方がいいと考えています。 

○小林（正）委員 私が言っているのは、評価することはやぶさかではないんです。 
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○手島委員 ああ、そうですか。 

○小林（正）委員 これをなぜ評価委員会がやらなきゃいけないかということです。 

○手島委員 評価委員会は、実際にこの組織全体の成果が計画に対比したり、全体から見てど

うであったかということを評価していくわけですから、当然そこの組織をマネジメントしてお

られる役員の方、これも余り多い人数じゃありませんね。ほんの小人数だと思うんですけれど

も、その方々がどんなふうに働かれたかということも、当然見てしかるべきだろうと思います。 

○小林（正）委員 それを52条に基づいて評価しろと書いてあるんですよ。 

○手島委員 私はその52条が何だかわかりませんけれども、それが全く何か根拠がないという

ことではどうもなさそうだと思いますけどね。 

○小林（正）委員 手続上から言って、52条にのっとった手続をしていないのですよ。 

○手島委員 ちょっと手続のことはわかりませんが、本来こういう組織のできばえを評価する

ときには、当然マネジメントをやっている方の評価にも結びつけてしかるべきだと思いますし、

それを結びつけて見れる立場にあるのはきっと評価委員なんだと思います。ですから、私はこ

れはわりと実際的な方法なんじゃないかなと思います。 

 それからその方法が非常に厳密に考えていくと、正しいか正しくないかとか、それから各組

織によってでこぼこが出るんじゃないかというのは、新しい評価を持ち込むときには必ずある

ことで、 初のうちはしようがないんです。そういうことはいろいろ試行錯誤を繰り返して、

だんだんこういう方法というのは磨かれていくわけで、これは恐らく大学の先生の評価なんか

も今後はいろいろなことで起きてくると思うんですけれども……。 

○小林（正）委員 いや、これは退職金が決定してしまうんですよ。 

○手島委員 そういうようなことは……。 

○小林（正）委員 一度決定したものは、あとで覆すことができませんから。基本的にはこれ

は遡及することはできませんから、例えば、同じように勤めを果たしていた理事に対して、あ

る省の研究機関では1.0を掛けたと、別な省では1.5を掛けていたということが判った場合、後

で調整は効かないわけです、支給してしまったものであれば。それでもいいというわけですか。 

○手島委員 そうです。評価というのはそういうものですよ。ただ、それをなるだけ……。 

○小林（正）委員 いや、それは評価はいいけれども、個人に対する退職金の支給に係るもの

ですから。 

○手島委員 偏らないように運用していくことはみんなで気をつけてやっていく方法がいっぱ

いあるわけです。先ほどおっしゃったようにいろいろと全体を見て、もし意見があればいろい
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ろ直してみるとか、そういう討議の場はいっぱいあるわけですから、私はそれは構わないと思

います。 

○小林（正）委員 その討議の場といいますと、法令では総務省の委員会に我々の方が決めた

意見を出し、それに対して彼らが意見を言うわけですが、総務省の評価委員会というのはどう

いう基準でもって判断するのですか。 

○文書課課長補佐 その部分は私どもの方も非常に関心があるものですから、この閣議決定の

動きがあったときから、総務省の事務方にはよくよく話はしております。あらかじめ、こうい

う基準を彼らが持つのであれば、我々もそういう基準を参考にしながらやらなきゃいけないで

しょうし、全く何も示されないままで、我々がまじめに議論して、通知して、それについて、

何か好き勝手を言われる、これは非常に困るんですということは我々も向こうの総務省の事務

方には強く伝えています。ただ、先ほどちょっと大角参事官からもお話がありましたように、

なかなか彼らも事例がまだないということもあって、一度もまだ総務省の中で、委員さんを交

えて議論がされていないんです。なので、そういう場が今後持たれると思いますので、そうい

う議論はしっかりして、総務省の方でどういうふうな意見の出し方をするのか示してください

と事務的には私どもの方から申し入れするようにしていきたいと思います。 

○小林（正）委員 これは実際に事例が起きる可能性というのはいつごろありますか。 

○文書課課長補佐 それは退職者がいつ出るかということになりますので、あらかじめ、この

場でなかなか……。 

○小林（正）委員 それまでに総務省の方の議論は出るんですか。 

○文書課課長補佐 それはどこかの省のどこかの法人が順番にどこか出ていくということなん

でしょうけれども、ちょっと繰り返しになりますけれども、先ほども大角参事官からもお話が

ありましたように、まずいろいろ事例を見ていかなければ、私どもの方もこうしたらいいんじ

ゃないかというところまで、なかなかお示しできないということはご理解いただきたいと思い

ます。 

○小林（正）委員 まずいろんな例を積み重ねていって、改善していくということであります

が、そこまでに至る過程ではもう決定してしまった事例がたくさん出てくるわけですね。それ

は遡及して修正することはほとんど不可能ですよね。そういうような状況で、行政を進めてい

いものなのですか。その辺をお聞きしたい。 

○文書課課長補佐 そこは先ほど手島先生にからもお話があったわけですけれども、なかなか

やったことがない制度なものですから、一歩一歩確かめながら進んでいかざるを得ないと私ど
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もも思っております。そういう中で慎重に審議をしながら、そういうことがないように気をつ

けてやっていきたいと思っております。 

○小林（正）委員 閣議決定の文言をよく見ると、各府省が所管の独立行政法人に対し要請す

ると書いてあるんです。これは52条に基づく手続きを示しているように私は思うんですけどね。 

○大臣官房参事官 そこは繰り返しになりますけれども、52条の方ではなくて、あくまでも32

条の実績に関する評価の中で、法人の実績の評価と各役員の評価というのは密接不可分一体の

ものであると。そちらの中での業務をお願いするというのが回答で……。 

○小林（正）委員 いや、そうではないです。これは、独立行政法人に対し、要請するのです

よ。評価委員会に対して要請しているわけじゃないでしょう、これは。 

○大臣官房参事官 独立行政法人に対して要請するとございましたが、特殊法人と違いまして、

一般の指導監督権は各省は独立行政法人の方には持っておりません。こういった手続でお願い

したいというのは、あくまでも要請であるということで、要請という言葉を閣議決定では使っ

たと聞いております。 

○小林（正）委員 これをよく読むと、各府省は所管の独立行政法人に対し、退職金算定の基

準をこういうふうに変更する届けを出すように要請すると書いてあるんです。これはまさに52

条じゃないですか。この基準をこのようにしましたというのは、独立行政法人が決めて届け出

ろと書いてあるのは、52条ですよ。 

○文書課長 先ほど来、52条の話と32条の関係についてでございますけれども、これはやや独

立行政法人と政府あるいは役所との関係が、今、大角参事官から申し上げましたような格好に

なっていて、まさに報酬あるいは退職手当についても、それはもう52条に従って、各法人が決

めると、それは法定されているわけです。それを後でまた評価する。これも先生がおっしゃっ

たとおりなんですが、ここではそれを決めていると言っているのではなくて、業績勘案率を決

定して下さいということをお願いしているわけです、退職手当ではなく。ですから、退職手当

全体についてはまさにこういう仕組みで決定をするように要請をしているわけです。その中の

業績勘案率という数字については、各評価委員会で決定をお願いしたいという。 

○小林（正）委員 それはわかります。 

○文書課長 それはまさに、先ほど来説明があったように、やはりこれをお手盛りで決めるわ

けにはいかないので、一定の客観性を持って、第三者の方の目で決定をしていただきたいとい

うことで、こういう閣議決定をしたという趣旨でございますので、52条と32条の関係はそうい

うふうにご理解いただければと思うんです。 
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○小林（正）委員 この閣議決定の文書というのは所管の独立行政法人に対しては、「を基準

とし」ということを要請するんです。その後、今度は大臣から評価委員会に対してこの勘案率

の審議を要請すると言っているんです。ですから、これは52条と32条の両方にかかっている言

葉が書いてあると思うのです。ですから、52条の方にのっとって、法人からの基準の変更の手

続を当然踏まれなければいけないと思うのです。 

○大臣官房参事官 その点につきましては、そういった退職手当の支給の規程というのは各法

人、決めておりまして、そういった規程を各法人に直していただきたいという面については、

確かに52条の手続も含め、要請してくれということで、そういった各法人の方の規程の中に、

それぞれごとにこの評価委員会の決定の業績勘案率の結果に基づいて、退職手当を支給すると

いうような規定をそれぞれに盛り込むよう、お願いしたいという要請が閣議決定の１にあると

いうことです。 

○会田委員 今の小林委員の質問に関連しまして、法人の方では、規程に業績勘案率を入れた

ものに直すということなんですね。それがちょっと説明していただけなかったので、多分、そ

れがご疑問の１つだったと思うんですけれども。 

○大臣官房参事官 法人の方でそれぞれの規程を直しています。ですから、その後こういった

手続がそれぞれとられることとなります。 

○小林（正）委員 規程変更を大臣に届け出て、それから評価委員会の方にかかってくるわけ

で、それを各分科会の方におろすということになるわけです 

○文書課課長補佐 規程につきましては、現在、省内で事務手続を進めていますので、こうい

うふうに直りましたというのをいつもご通知を多分やっていると思いますけれども、同じよう

な形でご説明申し上げます。 

 さらに個々の役員で、やめる人が出るたびに、やめる人それぞれを見て、率をご決定いただ

いて、その率がこちらの直した規程の方に既に率を踏まえて計算してくださいと書かれていま

すので、率が決まれば、こちらの方に戻ってきて、計算されて支払われるという仕組みになっ

てございます。 

○小林（正）委員 ですから、各分科会におろすというのはいいんですが、具体的にその手続

としては、まず各独法からそれぞれ退職金算定基準の変更が出て、それが大臣経由でこの委員

会に諮られて、分科会の方におろされるということになります。その手続があって、そこに業

績勘案率という言葉が初めて出てくるわけです。それについて、この議題である分科会で決め

るということの手続に入るんだろうと思いますが、その前の手続を落としてしまって、いきな
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り業績勘案率を分科会におろすというのはちょっとおかしいんじゃないかということを申し上

げているのです。 

○文書課課長補佐 すみません、今、省内の事務手続を急いで進めておりますので、本来、間

に合うようにお示しすればよかったんですが、それはおわびいたします。 

○松本委員長 それでよろしゅうございますか。 

 そのほかどうぞ。德江委員。 

○德江委員 前に役員報酬の規程の検討の中で、特に期末手当の評価の問題が出たと思うんで

すけれども、期末手当の評価についても、やはり評価につながるということなものですから、

退職金とそれから期末手当の評価の仕方を共通にする必要があるのかなと。ただ、今回はとり

あえず退職金だけに限定してやるのかどうか、ちょっとその辺をお尋ねしたいと思います。 

○文書課課長補佐 德江先生の今のお話でございますが、農業分科会の場ではそういうご発言

もいただいておりますので、私もよく記憶しているわけでございますけれども、今回の措置に

つきましては、閣議決定に基づく措置ということで、とりあえず退職手当の方をこういうやり

方でやってみましょうということでございます。報酬の方、期末手当とか、月額の方でござい

ますけれども、こちらの方につきましては、法律にそもそも書いてございますように、法人が

規程をつくって、それを大臣に届け出るということで、法人が自主的に決めるというスタイル

で、その中に実際書かれているものを見ますと、役員の功績を考慮して、上げ下げできるとい

うのがすべての規程に入ってございます。法律上、規程をつくるのは法人ということでござい

ますので、法人の方で法律の運用にしっかり従ってやっていただければ、上下するということ

でございますけれども、そちらは従前どおり、今回は閣議決定等もございませんので、法律に

従って、当面やらせていただきたいと。 

 退職金の方につきましては、今回こういう閣議決定で統一的にやるということになりました

ので、こちらの方を今回やらせていただきたいということでございます。 

○德江委員 先ほども小林委員の方からもお話がありましたように、役員個人の責任と役員全

体の連帯責任とどう関係づけるか、業績評価上、解決しなければならない点があると思います。

特に研究法人ではこの点の考慮が必要であると考えられます。研究法人とそれ以外の業務執行

法人とでは評価の仕方が違うのではないかということです。したがいまして、きょうはこの辺

を検討していただきたいということで、分科会に投げられても私としては、評価の仕方を具体

的に述べることは難しいなと感じています。抽象的よりも実際に13年度、14年度業績評価が出

ておりますので、その辺をもとに、評価をするにはどうしたらいいかという、その辺の具体的
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な何かアイデアというんでしょうか、その辺が出ないかと。業績評価の実績を見て、それでひ

とつ考えてみるというのも必要かと思います。それはだれがやるかというのも問題なものです

から、具体的な考え方を事務局で作成していただいて、それを分科会の方で検討し、まとめる

ということではいかがでしょうか。非常に難しいなと思っていますので、ちょっとそういうご

提案をさせていただきたいと思いました。 

○松本委員長 間委員、どうぞ。 

○間委員 単純な質問というか、あれですけれども、勘案率の当てはめの一例というのがある

んですけれども、これが０からというのが非常におもしろくないといいますか、要するに0.5

から以上だったらまだいいんですけれども、少なくとも退職金で０というのはあり得ないんじ

ゃないかなと思いますし、ですから、単なる例だよということで示されたようですけれども、

やはりそこは 低限、これだけは、例えば0.5から以上ということなら話もわかるんですけれ

ども、０というのは例としてもおかしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○大臣官房参事官 私からお答えします。資料３の４枚目にございますが、閣議決定の本体の

方にございまして、１の（１）で、0.0から2.0の範囲内でとございます。閣議決定自体が一応

0.0もあり得るという想定で決定しておりまして、実際に本当に0.0のケースというのは非常に

特異なケースではないのかと思われますけれども、一応閣議決定でございますので、メルクマ

ールの方もそれに準じているとご理解いただければと。 

○松本委員長 手島委員。 

○手島委員 0.0もあり得るというふうにしておく方がいいんじゃないかと思います。世の中

はいろんなことがありまして、会社の役員の退職金なんかも全く出せないようなケースもある

んですけれども――それでいいわけじゃないんですよ――そういうことも非常に異常なことで

はあるんですけれども、やっぱりそういうこともないとは言えませんので、よく、何であんな

人に退職金が出るのかなということをたまに言われたりすることもありますので、やっぱり可

能性としては０から２ということでいいと思うんです。ただ、ここにあるように、それは非常

に異例な場合だから、0.5から1.5の範囲外に出る場合にはどうするとか、いろいろ書いてあり

ます。ですから、そういうところは軽々にそういうことはやれないような歯どめは、方法とし

てもしてあるようですから、私は可能性としては一応用意しておいた方がいいんじゃないでし

ょうか。 

○山野井委員 終的にという意味で評価をするのは一応分科会が一番詳しく検討しています

から分科会で行うのがよいと考えます。今までの小林委員のおっしゃった手続上の問題は私は



 

 23 

よくわかりませんが、 終的に分科会というのは正解だと思いますけれども、ただ、今までや

ってきましたのは、幾つかの項目について評価はしてきましたけれども、そこに個人がどう絡

んでいるのか、理事の方々がどういう担当で、どの程度深く入り込んでおられるかということ

については、全くわからないわけです。そういう情報がない中で評価をやっていますから。そ

うすると、今回は退任される理事さん、経営にどれだけ深く入ったかということになりますけ

れども、手島委員のおっしゃるようにどういう業績があろうと、それは役員だというふうに割

り切ることもできますけれども、しかし 近の例の特許の問題のように、実際にやった人の価

値というのはすごくあるわけです。それは本当に命令としてやったかどうかわかりませんが。

そうなりますと、この問題は相当難しいですが、個人レベルで評価するのがよいと考えます。 

 ですから、我々分科会のメンバーとしては、相当覚悟して、いろいろなデータを集めてやる

ことになる。ということは、つまり法人の方の協力が必要なんです。その人が何を今までどう

いうふうに担当されたのかという情報がない中で、しかも先ほどおっしゃったように、これは

１回決めちゃいますと、リカバリーがききませんので、その人の将来に対して大きな影響を及

ぼす可能性がありますので、したがって担当データを集めなきゃいけません。やることについ

ては構いませんけれども、その覚悟が分科会に必要だと、そのことを強く感じます。 

○松本委員長 それでは梶川委員、どうぞ。 

○梶川委員 １つは確認でございますが、これは一般の業績の評価と同じように、白紙の状態

といってはおかしいんでございますけれども、その法人が原案をつくるとかいうことではなく

て、白紙の状態で我々が評価をすると。ある種の原案がおありになるものに意見を言うという

ことではなくて、基本的に、総説的にこの勘案率を今のご議論であれば分科会で評定するとい

うことで、まずよろしいわけでございますね。原案はどこにもないと。 

○文書課課長補佐 今、原案のお話がございましたけれども、原案につきましては、法人の役

員でございますので、その方が法人の中でどういうお仕事をしたかというのがやっぱり一番わ

かる法人に率の原案をつくっていただく。それから、何でその率にしたかという説明事項もあ

わせて付記していただく。その中には、先ほどもご説明がありましたように、例えば理事さん

であれば、年度評価に担当の項目がございますから、そういったことをつけ合わせてみるとか、

あとは評価の際に付された所見がございますので、そういうのが該当の理事さんであれば、ど

のように取り組んだかと、あとはこれに出てこないような緊急の事態が発生して、何か特別な

ことをやったとか、そういうのがあれば、付記してもらって、こういう資料からこういう率に

させていただきたいというのを法人につくっていただいて、それをお示しいただいて議論する
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というふうに考えております。 

○梶川委員 そうすると、原案がある上に意見を申し上げるということでございますか。これ

は多分原案がないのに決定をするというニュアンスと、原案があるところで意見を申し上げる

というのとはかなり機能として違われると思うんですが、それがこの閣議決定も含めて、この

レターの中と整合しているということは、逆に言えば所轄官庁の総務省さん等々と含めて、そ

れは今のでよろしいんでしょうか。 

○文書課課長補佐 そこのやり方自身は特段、こういうやり方をしてくださいというのはござ

いませんので、私ども事務局としましては、繰り返しになりますが、まずはその役員がどうい

うお仕事をしたかというのが もわかっている法人の方にご用意いただいて、それを分科会の

場でご審議いただいて、妥当かどうかというのを見ていただくというふうに考えています。 

○小林（正）委員 意見を言うのは52条に基づく手続きとなっているんですよ。 

○文書課長 繰り返しになりますが、今の議論は業績勘案率の方でありまして、退職手当では

ないんです。退職手当の支給基準は52条ですが、業績勘案率の法的根拠は32条の関連というこ

とと、それからもう一つは、今やや不明確だったんですが、意見をいただくのではなくて、や

はりご決定いただくんです。ただ、案はそれぞれの法人でつくると。それをもとに率を決定い

ただくということをお願いしているわけです。 

○梶川委員 その辺は、多少が私が個人的にはニュアンスが、業績の評価の場合には、例えば

業績を評価される独立行政法人の案を自分の中でつくってこられて、それに意見を付すという

ことでは同義にとれるのかというと、少し説明責任のニュアンスが違うのではないかというよ

うな思いがあるので、もし32条で解釈すると、それは今、申し上げている評価委員としては首

を締めることになるんですけれども、原案があるところに意見を付すということが、評価を決

定するということと同義になるのかどうかというのは、ちょっと私は、今、お聞きして疑問を

持ったので、もともとは白紙のところでつけるのかなという恐怖感があったものでございます

ので、今確認をさせていただきたかったというのが１つでございます。 

 それから、もしそうであれば、今ちょっと変わってしまったのですが、山野井委員がおっし

ゃられた内部管理データに関して、それが不正義であるという状態について、だれが第一義的

な責任をとって、その結果がどういうふうに反映したらいいのか。例えば内部のそれぞれの部

門別の管理データをきちっといただけない限りは、一般の企業で言えば、到底役員の個別業績

まで評価できないと。多分そういうセグメント毎のちゃんとしたコスト計算ができているのか

ということについて、今の場合、原案をもし法人がされるのであれば、法人はそこまでそろえ
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て出していただけるということが前提であって、疑わしい場合には、こちらは判断できないわ

けですから、その場合には、逆に説明責任を全部法人が持っていただけるのであれば、今のご

回答は評価委員としては非常にありがたいご回答だと思います。もしそうでないとすれば、評

価委員会として、あらかじめ相当こういうデータをそろえてくれという前提状態の部門別のコ

スト計算であるとか、すべてセグメントに分けたそれぞれの所轄、命令権限に応じた――これ

は普通の業績評価以上に定性情報では多分意思決定をするのにかなりきつくなりますので、か

なり定量的な部門別管理情報を文章で書かれるだけではなくて、数字等でやっぱりサポートし

ていただけなければかなり難しいと。今、それほどの財務等々を含めた管理体制が整っている

かということが、今の業績評価の中では感じられない要素もありますので、早急にそういう前

提条件の整備が必要になるんじゃないかと申し上げたかったんですが、逆に言えば、それは法

人が間違いなくやって、持ってきていただけるんだろうと、私は今のご回答では解釈しますの

で、もしそれがそろっていなければ、評価としては相当不利益や、困られるということには逆

になると思います。 

○松本委員長 小林委員、どうぞ。 

○小林（正）委員 今のご説明でいくと、我々がこれを決定することになるんですか。意見を

言うというのではなくて、出てきた原案があって、それに対して、意見を言うという形ではな

くて。 

○松本委員長 決定ということですね。 

○小林（正）委員 それでいいかどうかを決定するということですか。そのときに、決定をす

るのであれば、この評価委員会という、「評価」というのは透明性と公平性がいつも担保され

ていなければ、評価というのは信頼を失うことになります。この業績を評価するというときに、

しっかりとした基準がない限り、公正で透明な評価というのはほとんどできないと思います。

ですから、単純に文書課の方では簡単に分科会の方に振ってしまえばいいということになるで

しょうが、これによって、この評価委員会が信頼を失うということもあり得るということまで

も、考えてほしいと思います。梶川委員が言われたように、だれから見ても間違いのない評価

だと言えるのは、十分な資料が提出されなければいけませんし、そうでなければこの評価は

我々分科会とすれば、むしろ拒否したいぐらいのものです。 

○文書課長 今、各委員から、特に業績勘案率決定の審議に当たっての資料の重要性について

ご指摘がありましたので、これは本日はかなり抽象的な形でしか、お話ししていないわけであ

りますけれども、個々のケースになったときに、出されましたご意見を十分踏まえて、各独立
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行政法人の方とも相談をして、先ほど申しましたように、独立行政法人が一義的には資料を整

理するという形になりますけれども、それについて、私どもも当然一緒になって、十分な整理

をして、お諮り申し上げたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○松本委員長 小坂委員、どうぞ。 

○小坂委員 聞き落としたのかもしれませんけれども、質問なんですけれども、16年の１月１

日以降という形で、退職金に対してそういうような業績勘案率を考えてということですけれど

も、事務局としては、 大どれぐらい退職時までの年限が、例えば平成16年から始まって、一

番長い人はどこまでいくとお考えになっているのか。 

 ということは、５年も６年も後に、例えば、その人の評価をするという形になっていくのか、

それとも２年ごとに必ず一度評価をやめるやめないにかかわらず、もしくはどういう形になっ

ていますかわかりませんけれども、３年任期、２年任期という形になっているのであれば、再

任、留任される時点で必ずやるというのか。それによって、皆さん、先輩たちのされた議論と

いうのは、かなり違ってくるんじゃないかと思うんです。 

 もし、10年、例えば26年ぐらいにやめるという人が出てきたとする。そのときにだれもいな

くて、古い資料を出せとだれが言える。もしくは資料をおつくりになった方も、全然知らん人

の――知らんと言わないけれども――10年前からさかのぼって資料をおつくりになるというこ

とであるならば、これはちょっと大問題です。先ほどの手島委員のお話にあったように、企業

として現在の業績をベースにして、過去、悪かったときは引き上げてきて、ここまで来たから、

それなりのものを払います。もしくは今、ものすごく悪いと。こんな会社にしたのはだれかと。

株主のために非常に問題があるから、今、払いませんという話は非常に単純明快でわかるんで

すけれども、私も一番心配しているのは、たとえ３年でも５年でも、それぐらい後にやらなき

ゃいけないということになると、中期計画等々の業績評価はその時点でいろんな資料が欲しい

とか、ここがどうだという質問もできましょうけれども、５年たった後で、だれがどこにそう

いう資料を出せとか、質問ができることになるんでしょうか。 

 以上。 

○文書課課長補佐 今の年数がたった場合の過去の資料をだれが説明責任を負うかということ

でございますけれども、こちらもなかなか今回新たに始める制度なものでございますので、ま

さにいろんなご意見をいただいていますけれども、そういう意見を踏まえながら、じゃ、法人

としてどういう資料を用意していったらいいのかということをよく法人とも相談しながら、年

数がたったとしても、ちゃんとそういうものはご説明できるような、きちんとそういう資料づ
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くりを法人の方と相談しながらやっていくと。 

○小坂委員 続きなんですけれども、もしそれであるならば、今法人としての独立行政法人評

価委員会として、その都度法人を評価しているわけです。それだけは５年後、10年後に、その

人にとっての評価をするというのは、非常におかしい話だし、問題があるし、場合によっては

その役員が別のセクションの担当役員をすることも当然出てくるわけです。ということになる

と、非常に問題がある。 

 それから例えば、よく考えられる姿としては、理事か専務理事か何かしていて、場合によっ

ては、上位の職、理事長なりになるというようなことにもなってくると、非常に評価ができな

いということになってくるんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがなんですか。 

○文書課課長補佐 そのような場合であっても、在任期間中にどういうことをしたかは、きっ

ちり資料で残してもらうということが、先ほど梶川委員が言われたような、まさに資料の整備

ということを法人とよく相談をしながら進めていきたいと思っております。 

○小坂委員 それはちょっと無理な話です。歴史を振り返るのと一緒で、つくった人が残して

いったやつを、その後何年もたった後にそれをもう一回という議論は非常にできにくい話じゃ

ないかと。 

○日和佐委員 考え方なんですけれども、法人の業績評価と全く別個に個人を個別に評価する

というのは非常に難しいと私は思っております。ですから、基本的には法人の業績評価があっ

て、その上で、個人の評価があるという仕組みにしないと、これは本当に難しくなってしまう

と思うんです。現実に法人の業績としてはＡという評価を受けていても、個人的に0.5という

ような評価というのはほとんどあり得ない話ですので、そのあたりは連動するような考え方で

評価をしていかざるを得ないと思います。 

○松本委員長 会田委員、どうぞ。 

○会田委員 質問だけ２点させていただきます。１点がスケジュールの確認なんですが、先ほ

ど業績勘案率について、理由とともに、３カ月以内に公表するということなんですが、これは

役員が退職後３カ月以内、そうすると３月末だと６月末までにこれを公表しなくちゃいけない

のかと。我々の任期は来年２月までで、どれだけ入れ替わりがあるかわかりませんけれども、

着任してすぐに６月末までに意見を全部言わなくちゃいけないのかという、スケジュールの確

認が１点。 

 もう一点が共管法人について、これは２つの省あるいは３つの省にまたがっているのがある

と思いますけれども、共同決定なのか、それとも意見を聞いて、主管が決定するのか、その２
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点について回答をお願いいたします。 

○松本委員長 まずスケジュールについて。 

○大臣官房参事官 スケジュールにつきましては、確かに財務諸表の公表はそうなっているわ

けでございますけれども、その時点で決まっていれば、決まっているものをその段階で公表す

るという考え方でと思っておりますので、ですから、この業績勘案率の決定自体が６月までに

やらなければいけないということではないと考えております。例えばまだ業績勘案率が決定さ

れておらず、退職手当が支給されていなければ、公表の段階では当然支給されていませんので、

調整中なりということで、そういう意味での公表になろうと思っております。 

○松本委員長 それから共同決定。 

○文書課課長補佐 それからもう一点の共管の法人の扱いでございますけれども、これは私ど

もの方からご説明させていただいたように、役員の功績と年度評価、業績評価の結果をリンク

させることから考えれば、我が省の評価委員会が評価作業をしている法人、つまり農水省が主

になって所管している法人、21法人ございますけれども、そちらについて率を決定すると。じ

ゃ、そうじゃない法人は何があるかと申しますと、具体的には国土交通省が主になっています、

北海道開発土木研究所、これは技術分科会でございます。それから水資源機構、こちらは国土

交通省が主で、厚労省と経産省と農水省が従の関係で共管になってございます。こちらは農業

分科会です。それから北方領土問題対策協会は水産分科会でございます。内閣府が主になって

ございますので、今申しました３法人につきましては、そちらの主になっている省の評価委員

会の方で率を決定いただくと。なお、農林漁業信用基金というのが農業分科会にございます。

こちらにつきましては、財務省と対等共管になってございますので、これはそれぞれの評価委

員会で率を決定するということで考えております。 

○松本委員長 それでは小林委員、どうぞ。 

○小林（信）委員 後に、今の業績勘案率を評価委員会が決めるというやり方なんですけれ

ども、そもそも独立行政法人化するというねらい自体は各組織の自律性なり独立性というもの

を担保するということであったと思うんです。それが、退職金が高いかどうかという議論は別

にして、そのことから、逆に何か独立行政法人自体の独立性なり自律性というものを損なうよ

うなことになりかねないという危惧を持っております。先ほどからの議論の中で、一応各独法

が、それぞれの原案をもって、どうだという形で示していただけるということであれば、それ

なりの独立性というか、自律性というものがあると思いますけれども、この３ページにある業

績勘案率当てはめの例ということで言いますと、これはまさに組織の評価ということでありま



 

 29 

して、先ほど日和佐委員から出ましたように、組織の評価と個人の評価をどういうふうに考え

るのかということについて言うと、このメルクマールでは個人の評価はどうするかということ

は出ていないわけです。その辺はやはりもう少し検討していただけないかということでござい

ます。 

 基本的には組織の評価ということでやらざるを得ないんだと思いますけれども、やり方とい

うことと、それからこの退職金をこういう形で決めてしまうというやり方自体に対する危惧と

いうことでございます。 

○土井委員 勘案率について、現場から意見が、あるいは原案が出てくるという話ですけれど

も、その場合、果たして1.0以下の資料が出てくるだろうかと思うんです。前におられた大先

輩に対して、幾ら悪い人だって、去り行く人には悪口は言えないですよ。そうした場合、0.何

ぼというのは、どうやって僕らは判断していいのかとなりますね。ですから、この出し方につ

いて、ちょっとご勉強願えたらという意見が１つです。 

○松本委員長 今の意見に対して。 

○文書課長 まさに評価を数字に当てはめるということの難しさについて、委員各先生からご

指摘をいただいていますが、先ほど日和佐委員からも出ましたように、やはり基本的には法人

についての業績評価が も重要な要素になるということでありますし、その場合に、このメル

クマールにも明確には出ていないんですけれども、中期目標もいわゆる中項目程度で分かれて

出ていて、それについて業績評価をいただいておりますので、それと理事さんの担当分野とい

うものとを重ね合わせて、この理事の担当分野の中項目程度の業績評価がどうであったかとい

うことが一番重要な要素になると考えています。 

 ただ、それと1.0とか、1.2をどういうふうに対比させるのかというのは、率直に申し上げて、

まだ具体的な考え方を持っておりませんし、また逆に先ほど来出ておりますように、それを評

価委員会の方に投げられても、ちょっと判断のしようがないというのも、そのとおりだと思い

ますので、その辺はまた実際に今、土井委員からも出ました数字の出し方のところで、十分に

関係方面とも調整をして、それなりに説明可能な整理をした上で、お諮りしたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○松本委員長 じゃ、かなり時間が差し迫っていますので、これで 後にします。１つ目の議

題については、以上です。 

○夏目委員 今のお話から議論を聞いておりまして、やはり業績評価が基準になるのであれば、

例えば私の関係している法人なんかでは、既に理事長始め役員の業績にかかわるものが大変業
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務評価書の中に細かく、もう出てきております。そういうところをやはり工夫しながら、新し

い評価の仕方をみんなで検討していかざるを得ないと私は考えますし、また、それについては

多分各法人が責任を持って出してきますでしょうから、それに直接かかわる分科会で、やはり

議論する以外に、ほかで結論を出すというのは難しいのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

○山本委員 基本的に、組織としての業績評価を見ながらというのは非常にわかるんですけれ

ども、逆に言うと、役員のこれからの経営者としての資質とか、個人の経営能力というのが問

われている時代に、余りにも組織だけの評価ではなく、ごくたまに個人的に著しく怠惰である

がためにとか、著しく怠惰であったとか、著しい失策を行ったと言えば、当然それは個人の責

任としてもとっていただきたいし、逆に非常にすばらしいスタンドプレーなり、あるいは著し

い業績があったということは、こちらも積極的に評価したいと考えます。 

○松本委員長 ありがとうございました。 

 それでは、この１つ目の業績勘案率に係る一連の事務について、ご意見をちょうだいしたわ

けでございますが、非常にたくさんの貴重な意見を、ただいまいただきました。それで、とて

もこの場で、皆さんに各分科会にこの勘案率の議決権限を委任してはどうかということをまだ

問う段階ではないと思いますので、事務局で、今のそれぞれの委員から出ました、たくさんの

意見を整理し、そして検討していただいて、もう一度、これについては審議をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○小林（正）委員 経過的な措置として、例えばこの３月にやめる人がいた場合はどうするん

ですか。３月、４月に退職される人がいたら。 

○文書課課長補佐 具体的に、いつ、どういう方がやめるかというのは全くわかりませんけれ

ども、こういうお話でどんどん進めていきますので、法人の方でも資料を整理していただくと。

我々の方もいろいろご意見をいただきましたけれども、そういうものを集約しながら、法人の

方にこういうものを出してください、こういうものを整理してくださいというのをすり合わせ

ながらやっていきたいと思っています。 

○小林（正）委員 私はいわゆる分権をするということに関しては、ここで決めてもいいかな

と思っていたんです。ただし、その条件として、どういう基準でやるかということについて、

明確にしないと、透明性ができないと。 

○松本委員長 そうですね。ちょっと私、これでこのまま各分科会に……。 
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○小林（正）委員 分科会におろすということは決めてもいいと思うのですよ。ただ、おろす

に際しての条件をここではっきりとみんなで話しておく必要がある。 

○松本委員長 いかがでしょうか。条件を付した上で、各分科会に委託すると、委任するとい

うご提案が出ましたけれども。 

○小林（正）委員 そうでないと、今、言った……。 

○松本委員長 条件というのが。 

○小林（正）委員 いや、３月でやめるような人が出た場合に、これは急いでやらなくちゃい

けないですから、そういう意味では分科会の方に……。 

○松本委員長 時間的に待てないという。 

○小林（正）委員 そう。権限の委譲だけは決めておいてもいいような気がします。 

○山本委員 賛成です。 

○松本委員長 賛成。 

○山本委員 はい。 

○松本委員長 よろしゅうございますか。どうぞ。 

○手島委員 手続上の具体的なものが何も決まっていないのであれば、おろされても困っちゃ

うと思うんですね。その場合は経過措置として、今までの方法を臨時に二、三カ月は適用する

とか、あるいはそういうものを勘案してやるとか、何かそういう便法を考えるしかないんじゃ

ないでしょうか。 

○松本委員長 德江委員、どうぞ。 

○德江委員 それも１つの条件として入れておけばよろしいです。 

○松本委員長 条件として。 

○德江委員 はい、条件です。以上です。 

○土井委員 土井と申しますが、慌ててそんなに急ぐことはないと思いますね。やはり今まで

の経過措置で見て、おろしても何も説明もできないですよ、おろおろしちゃって。で、ありま

すので、おっしゃったように、緊急の場合が出た場合は、経過措置でやると。次の会合までに

事務局の方でここをこうして整理したものをもう一遍見せてもらうというふうにして、今回決

議するのはちょっとどうかと思っています。 

○手島委員 経過措置というのは、この率の問題ですね。 

○松本委員長 ええ、率の問題です。 

○手島委員 2.8のままにしておくということじゃないですね。 
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○松本委員長 じゃない。あくまでも勘案率の。 

○文書課長 事務局の方からですけれども、今、ご意見がありまして、私も申し上げましたよ

うに、この決定というのが非常に重みのある決定でありますし、それを具体に数字にあらわれ

てしまうという意味で、非常に難しい決定であるということは、重々承知しておりますので、

そういう意味で、今、確かに委員長の方からもまとめていただきましたように、具体的にどう

いう資料で審議をするのかということがはっきりしていないので、そこをということがござい

ましたが、これは率直に申し上げて、やはり具体の事例がないと、逆に言うと、こういう資料

というものをかちっとお示しすることも恐らくできない。本当の意味で、委員の先生方にご納

得いただくような資料はできないと思いますので、そういう意味で、今、出されましたご意見

等というものを十分踏まえて、できるだけきっちりした資料をつくる。ただ、恐らく今、出ま

したご意見を拝聴していましても、なかなかそれが１回では決定ということにはならないとい

うことも十分踏まえて、何回か委員の先生方と全体、あるいは個別に往復をしながら、分科会

の方でそういった作業を進めさせていただくということについては、ちょっとご了承いただけ

ればと思います。 

○松本委員長 それでは、今、事務局の方からご説明がありましたように、今まで出していた

だきました皆様方の意見を取りまとめて、反映させて、そしてそれを土台に、もう一度事務局

の方で、こういう案でどうだろうかという、１つの条件を付した格好で、各分科会に議決権限

を委任するというふうに進めていきたいと思いますが、これでいかがでしょうか。 

（「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、次のまだ２番目の審議事項がございます。まず年度評価の結果、それと評価に付

された所見に対する取り組み状況、それからその他特に記すべき事項のほか、あらかじめこの

ような事項を盛り込んではどうかというものがありましたら、ご意見をちょうだいしたいと思

います。 

○文書課課長補佐 今、松本先生からご説明いただきました事項の件でございますけれども、

まさに先ほどの議論の中で、資料の整備が必要だ等々の指摘していただいている部分と非常に

関連するわけでございます。事務局としてもう一度含めて整理して、お示しするということで

一緒に扱わせていただきたいと思います。 

 すみません、よろしくお願いします。 

○松本委員長 それでは、２番目の事項はもう既に一番目の事項の中に、相当、意見が出され
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ましたので、それも含めて、事務局の方で取りまとめていただくということにしたいと思いま

す。 

 それでは時間がかかりましたけれども、業績勘案率を分科会でご審議いただく際の資料につ

きましては、ただいま各委員からご意見をちょうだいしましたことを踏まえまして、検討し、

整備していただくということで、事務局にはお願いをしたいと思います。 

 なお、今後、分科会の場で審議いただく過程で、法人の個別性などの要因から、このような

事項が必要ということもあるでしょうから、そのような場合には、別途の資料のご用意をいた

だくことで進めていただければと思います。どうかよろしくお願い申します。 

 それでは第３番目の議題、「独立行政法人組織・業務全般の見直しと今後の進め方につい

て」という議題でございます。これは昨年の８月に独立行政法人の中期目標期間終了時におけ

る組織・業務全般の見直しに関する閣議決定が行われておりますけれども、この組織・業務全

般の見直しについては、分科会へ議決権限の委任を行っておりませんので、評価委員会で見直

しの内容について審議し、農林水産大臣に意見を提出するということになります。 

 それでは、閣議決定の内容と今後の進め方をあわせて、事務局から説明をいただきたいと思

います。 

○文書課課長補佐 資料４と資料５のご説明になりますので、ちょっと長くなりますが、手短

にやりますけれども、ちょっと座って失礼させていただきます。 

 まず資料４でございますけれども、こちら、中期目標期間終了時において、主務大臣は、業

務を継続する必要性、あるいは組織のあり方等々、全般にわたる検討を行いまして、所要の措

置を講ずると法律に書いてございます。 

 今回、ご用意させていただきました、こちらの資料４の閣議決定でございますが、こちらに

つきましては、主務大臣がそのような検討をする際の見直しの視点、あるいは政府としてのそ

れに係る統一的な手順等の統一方針というものでございます。 

 主務大臣という言葉が出てきますけれども、これは法律上の担当大臣ということで、農林水

産大臣とご理解いただければと思います。まず資料４の閣議決定に至る経緯を簡単にお話しさ

せていただきますけれども、このような閣議決定に至った理由なんですけれども、独立行政法

人通則法という法律がございますけれども、こちらは平成11年の通常国会において、可決成立

してございます。その可決成立に際しまして、衆参両院の委員会におきまして、附帯決議とい

うのが行われておりまして、その場で、政府は組織・業務全般にわたる検討について、15年度

までに客観的な基準を検討してくださいというようなことで決議がなされております。その決
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議を受けて、15年度ということで、昨年８月に閣議決定がされたというものでございます。 

 それでは、中身を手短にお話しさせていただきますけれども、資料４の１ページ目なんです

けれども、上半分、こちらは今回の閣議決定の見直しに係る理念というものが整理されてござ

いますけれども、下の方に書いてございますように、主務大臣は以下に定めるところにより、

民間にできることは民間にゆだねるとの観点から、独立行政法人の組織・業務全般について、

極力整理・縮小する方向で見直すこととするということで書いてございます。 

 順番に１から始まるわけでございますけれども、まず１番の「審議会の勧告と見直し内容の

予算への反映」ということでございます。こちら、独立行政法人通則法35条第３項というのが

ございますけれども、その中で中期目標期間が終わった段階で、法人の主要な事務事業の改廃

に関しまして、審議会と書いてございますが、総務省の政策評価・独法評価委員会が主務大臣

に勧告できるとされてございます。また一方で、次の目標期間というのが始まるわけでござい

ますけれども、その開始のときに間に合わせて見直しの内容を反映することも非常に重要な部

分でございます。 

 ということがございますので、総務省の評価委員会としましては、別紙１というのがござい

ますけれども、こちらの３ページ目にございます。別紙と書いて、１番と書いて、（１）

（２）（３）（４）までが別紙１の基準１になるわけですが、こういう視点を盛り込んだ勧告

の方針を作成してくださいということになってございます。こちらにつきましては、資料５と

してご用意いたしておりますが、既に決定されているものがございます。ちょっと日付けは前

後しておりますけれども、閣議決定に基づく取り組みの方針ということで、資料５が決定され

ております。というのが１番でございます。 

 ２番でございますが、「概算要求及び概算決定に向けた取組」ということで、主務大臣は１

番で申し上げました総務省の評価委員会の勧告方針というのがあるわけですけれども、それに

沿って総務省の評価委員会が勧告あるいは勧告の方向性の指摘を行うということを踏まえまし

て、別紙にあります基準２、それから基準３というものを盛り込んだ、独法の見直しの当初案

というものをつくりまして、それに合わせて国の予算要求を行うということでございます。 

 ご案内のとおり、国の予算と申しますのは、各省から８月末までに概算の案を決定しまして、

財務省に要求すると。それを12月までにかけて、事務的に詰めて、12月に閣議決定するという

ことでございますので、８月に向けて、農林水産省の独立行政法人の 終年度は17年度でござ

いますから、17年の８月までに見直しの当初案をつくって、それに沿った予算の要求を行うと

いうことになろうかと思います。 
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 基準２と基準３というのは、３ページ目の下から４ページ目にかけてございますけれども、

まず基準２というのは３ページの下から４行目のところから始まるわけですが、事務事業の改

廃に関して、事務事業を廃止する、あるいは移管する、あるいは次のページに行きまして、重

点化とか、いろいろなメニューが書いてございます。こういうものに沿って事務事業を見直し

ていくと。 

 それから基準３につきましては、組織の方になりますが、（１）は主たる業務が廃止された

場合には問題がなければ廃止するとか、（２）につきましては、採算性が高く、国の関与が低

いというものについては民営化も検討してくださいと。（３）は身分の問題でございますけれ

ども、どういう問題があるかを整理して、身分を検討するということで、（３）で書いてござ

います。このような基準に基づきまして、こういう事項を盛り込んだ見直し案を17年８月まで

につくっていくということになろうかと思います。 

 ちょっと駆け足ですみません。また２ページ目に戻らせていただきますけれども、そのよう

な案を17年８月までにつくることになります。その後、「また審議会は」というのは総務省の

評価委員会です。こちらは見直し内容が中期目標期間の開始年度に係る予算に反映できるよう、

早期に予算の編成作業に間に合うタイミングで、勧告の方向性等の指摘を行うということでご

ざいます。具体的には８月に案ができますから、９月以降、総務省の評価委員会の方から事務

事業に関して、こうしたらどうかという指摘が恐らく出てくることになろうかと思います。 

 その後、今度、主務大臣は予算編成の過程におきまして、総務省の評価委員会の指摘を踏ま

えて、見直し内容を再度検討しまして、そして概算決定のときまでですから、12月の下旬ぐら

いまでに政府の行政改革推進本部、こちらは閣僚メンバーの会議でございますが、そこで説明

をし、議を経て決定するという手順で進めていくということになります。 

 ３番でございますが、「概算決定後、次の目標期間までの取組」ということで、17年の年末

までお話をしましたから、今度は年をあけて18年の１月から３月までの期間でございますけれ

ども、そちらにつきましては、見直しの結果、法律改正が必要だとなれば、そういう法律の準

備をすると。それから18年の４月からは次期中期目標の期間がスタートしますので、それに向

けた中期目標、中期計画等の準備の審議をする期間ということになります。 

 ３番の下段の方に書いてございますが、見直し内容の具体化に当たっては、通則法59条によ

り読み替えられる国家公務員法の規定等の趣旨を踏まえつつ、雇用の安定、労働条件等に配慮

し、円滑な実施を図るということが盛り込まれております。 

 そして４番でございますが、審議会、これは総務省の評価委員会でございますが、こちらは
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今まで申し上げた１から３までの過程で決定した内容を踏まえまして、中期目標期間終了後遅

滞なく法律に基づく勧告でございますが、こちらをし、大臣はその勧告を踏まえて、正式に見

直し内容を決定するということになっております。政府として、このような手順に従って、中

期目標期間終了時におけるした見直し作業を進めていくというものでございます。 

 13年４月に設立された農林水産省所管の独立行政法人の中期目標期間はすべて５年ですので、

17年度にこの見直しを一斉に行うことになります。ちなみに他省の関係で申しますと、中期目

標期間が３年の法人が文科省に１つございます。教員研修センターというものでございますが、

こちらは今年が３年目でございますので、こういう手順に沿って見直しをし、昨年12月にその

内容を決定したということでございます。私どもは来年に向けてそのような作業が必要になる

ということでございます。 

 ですから、そういう検討に当たりまして、評価委員会から意見を聴くということになります

ので、ご審議いただくということなろうかと思いますが、実はこの組織・業務全般の見直しに

つきましては、非常に大きな事項でございますので、分科会に議決権限を委任しておりません。

このため、評価委員会の場で、皆さんでご審議いただきまして、どうするかという検討結果を

まとめていただくということになろうかと思います。ただ、分科会所属の先生にあっては、分

科会の法人はよくおわかりかもしれませんが、その他の法人はなかなかおわかりにならないか

と思いますので、その辺も十分審議の進め方で、各法人の内容がわかるようなご説明の場を十

分持ちながら、ご審議いただくとともに、分科会の方でも年度評価等をしてもらっていますの

で、そういうところの意見も踏まえながら、評価委員会として意見を決定していくと考えてお

ります。 

 今後のスケジュール、といってもまだ先の話でございますが、簡単に申しますと、来年の２

月で委員の任期がちょうど満了となります。前回の委員の改選のときには、30名委員がいたう

ちの５名の方がご辞退されたわけでございます。皆さん大体２期やっていただいている方が多

うございますので、次回の改選のことも考えなければなりませんが、17年２月の改選後速やか

にこちらの審議をしていただく、着手するという手順で進めさせていただきたいと思っており

ます。 

 簡単ではありますが、以上で、内容と、それから今後の進め方のご説明を終えさせていただ

きます。 

○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説明についてご意見、ご質問がございましたら、お願い
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いたします。どうぞ。ございませんでしょうか。 

 それでは、17年８月に向けて、組織・業務全般の見直しに係る当初案が作成される際には評

価委員会として審議・意見集約を行うことといたしまして、また今後の進め方の具体的なもの

につきましては、今後、事務局の方でよろしくご検討いただくことといたします。よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、その他でございます。皆様方から何かご意見、ご質問がございましたら、この

場にてちょうだいしたいと思いますが、どうぞ挙手でお願いいたします。ございませんか。 

 それではご質問がございませんようですので、 後に私の方から、各分科会事務局にお願い

を申し上げたいと思います。本日ご審議いただきました法人役員の退職手当の算定に係る業績

勘案率でございますが、今後各分科会において、一連の事務を担当いただくことになるわけで

ございます。したがいまして、分科会には、ここに見えられる委員並びに臨時委員の方々のほ

かに、専門委員の方々も多くいらっしゃるわけでございます。各分科会事務局におかれまして

は、本日の議論の経過等を専門委員の方々によく説明いただきますよう、よろしくお願いをい

たします。 

 後になりますが、本日の議事に関しましては、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きましては、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きました上で、農林水産省のホームページや文書閲覧窓口において行う

ことといたします。資料の取り扱いにつきましても、同様といたします。 

 それでは、大分予定の時間を超過いたしましたが、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。長らくのご審議、本当にありがとうございました。 

 

                               午後１７時０９分 閉会 


