
第４回独立行政法人評価委員会議事録

日 時 ：平成１５年３月３日（月）１０：００～１０：３４

会 場 ：農林水産省第２特別会議室

出席委員：会田委員、井上委員、井原委員、梶川委員、木平委員、小林信一委員、小林正彦委

員、小林麻理員、坂本委員、白木原委員、鈴木委員、髙橋委員、手島委員、土井委

員、德江委員、中村委員、夏目委員、西村委員、間委員、畑江委員、速水委員、松

本委員、宮城委員、山野井委員、山本委員、吉武委員（以上２６名）

議 事 次 第

１．開 会

２．委員紹介

３．官房長挨拶

４．委員長選任

５．委員長代理指名

６．事務局からの説明事項

７．閉 会
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午前１０時 開会

○文書課長 おはようございます。農林水産省の文書課長、竹谷でございます。よろしくお願いい

たします。定刻になりましたので、ただいまより第４回の農林水産省独立行政法人評価委員会を開

催させていただきたいと存じます。

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中をご就任いただき、また、ご出席いただきまし

て、ありがとうございます。本日の委員会につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会令

第６条第１項の規定におきまして、定足数が過半数となっておりますが、本日30名の委員の皆様方

。におかれまして、26名の委員の方が既にご出席いただいておりますので、成立いたしております

それでは、本日の委員会を始めさせていただきたいと存じますが、本日は改選後の初めての委員

会ということになりますので、委員長がまだ決まっておりません。大変恐縮ではございますが、委

員長選任までの間、私、文書課長が進行役を務めさせていただきたいと思いますが、よろしくお願

いいたします。

それでは最初に、委員の皆様方を紹介させていただきたいと存じます。大変恐縮ではございます

が、私の左手の方から順にご紹介をさせていただきます。ご着席のままごあいさつを賜ればと思い

ます。

最初でございますが、会田一雄委員でございます。

続きまして、井上眞理委員でございます。

それから、今回新たにご就任をいただきました井原俊一委員でございます。

次は、梶川融委員でございます。

木平勇吉委員でございます。

小林信一委員でございます。

小林正彦委員でございます。

小林麻里委員でございます。

坂本元子委員でございます。

次は、今回新たにご就任をいただきました白木原國雄委員でございます。白木原委員におかれま

しては、今までは水産分科会の専門委員を務めていらっしゃいました。

続きまして、鈴木三義委員でいらっしゃいます。

今回新たにご就任をいただきました高橋馨委員でございます。

手島忠委員でございます。

土井全二郎委員でございます。
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德江陞委員でいらっしゃいます。

中村祐三委員でいらっしゃいます。

続きまして、今回新たにご就任いただきました夏目智子委員でいらっしゃいます。

西村肇委員でございます。

続きまして、間和彦委員でございます。

続きまして、畑江敬子委員でいらっしゃいます。

続きまして、速水亨委員でございます。

続きまして、松本聰委員でございます。

続きまして、宮城道子委員でございます。

続きまして、山野井昭雄委員でございます。

続きまして、今回新たにご就任いただきました山本和子委員でございます。

今回、やはり新たにご就任いただきました吉武雅子委員でございます。

なお、本日は有馬孝禮委員、小野征一郎委員、佐藤洋平委員、惠小百合委員の４名の委員の方が

所用によりご欠席となっております。現在の時点で26名、ご出席をいただいております。

続きまして、本来でございますと、私どもの官房長の方から一言ごあいさつを申し上げるところ

でございますが、国会の関係がございまして、失礼をいたしておりますので、大変恐縮ですが、官

房長に代わりまして、私の方から若干、あいさつをさせていただければと存じます。

本日、第４回の独立行政法人評価委員会を開催させていただくわけでございますが、委員の皆様

方におかれましては、まことにお忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。

今回、再度お引き受けをいただきました委員におかれましては、引き続きよろしくお願いいたし

たいと存じます。また、新たな委員の方々におかれましては、また新たな視点を盛り込んでいただ

きまして、よろしくお願いしたいと思います。

いずれにいたしましても、皆様方にご指導、ご鞭撻をいただきながら進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

農林水産行政をめぐる状況につきましては、いろいろな課題があるわけでございますが、一昨年

のＢＳＥ感染牛の確認以来、またいろいろな食品の問題が生じておりまして、とりわけ食品の不正

表示の問題が起きる。あるいは、無登録農薬が広く出回っているといったような問題が発生すると

いったことで、食の安全とか安心ということで、消費者の皆様方の信頼というものが大きく揺らい

だここ数年であったわけでございます。

そうした中、行政といたしましては、農林水産省もそうでございますが、政府全体といたしまし
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て、科学的データに基づいて安全の問題に取り組もうということで、リスク分析手法を導入して取

り組んでいこうという方向で今取り組みを進めつつあるわけでございます。

また、経済全体の国際化が進む中で、ＷＴＯの新たな動きもございまして、そうした中、農業に

おきましても、しっかりとした国際的な対応ということも求められ、農業経営の体質強化というこ

とが求められている状況にあるわけでございます。

こうした安全の問題にいたしましても、農業経営の体質強化の問題におきましても、いずれの場

面におきましても、独立行政法人は非常に大きな役割を果たしているところでございます。

独立行政法人は、食の安全の関係でのいろいろな分析なり、あるいは点検といったような業務を

やっておりますし、また生産資材、農薬とか肥料といった生産資材の安全対策の面でも、技術面に

おきまして非常に大きな役割を果たしているところでございます。

また、農林水産のいろいろな試験研究を通じまして、生産性の向上の面におきましても、大きな

役割を果たしているところでございます。

そうした重要な役割を果たしている独立行政法人でございますので、しっかりと取り組みをして

いくことが非常に重要になってきているわけでございます。

独立行政法人制度につきましては、平成13年４月にスタートしまして、ほぼ丸２年たっていると

ころでございます。

そうした状況の中で、国民の皆様方から、独立行政法人としての成果を具体的に求められている

段階に入ってきているわけでございまして、そうした面におきまして、実際にどういう仕事をして

いるのかということ、具体的にどういう仕事をしているのかということ、またそれについてどうい

う評価を踏まえて、どういう業務改善がされているのかということにつきまして、非常に国民の皆

様方の注目を浴びている状況にあるわけでございます。

また、それに加えまして、昨年の10月に臨時国会で、独立行政法人の第２期生という形で、政府

全体では46の特殊法人等が独立行政法人化をいたしました。農林水産省におきましては、６つの特

殊法人と認可法人が新たに独立行政法人になるとともに、２つの認可法人が既存の独立法人と統合

するという形で、新たな変化も加わってきているところでございます。そうした新たに独立行政法

人になります法人につきましても、その動向というものが国民の皆様から注視をされているという

状況にあるわけでございます。

そうした状況でございますので、委員の皆様方におかれましては、今年においても引き続き既存

の独立行政法人につきまして、しっかりとご評価をいただきたいという点が１つと、また新たに独

立行政法人になります法人につきましても、また中期目標の設定等から始まりまして、ご審議を賜
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りながら進めてまいりたいと考えている次第でございます。

そういった面で、今年におきましても、非常に委員の皆様方には大変なご負担をおかけするかと

思いますけれども、いろいろご指導を賜りながら、この評価委員会の運営を進めていただきたいと

思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。

簡単ではございますが、以上でございます。ありがとうございました。

それでは、続きまして、議事に戻らせていただきます。

本日は、最初の議事といたしまして、最初に申し上げましたように、委員改選後の最初の委員会

でございますので、委員長の選任をいただきたいと思います。

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

きまして、委員の皆様方の互選によるということになっております。この点につきまして、いかが

取り計らいましょうか。何かございましたら。

○中村委員 去年に引き続き、松本委員に委員長をお願いしたいと思います。

○文書課長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○文書課長 それでは、異議なしとご賛同をいただきましたので、松本委員に引き続き委員長をお

願いしたいと存じますが、よろしくお願いいたします。

それでは松本委員、委員長席にご着席いただければ。

それでは、松本委員に委員長をお引き受けいただきましたので、最初に委員長にごあいさつを一

言いただきたいと存じますとともに、その後の議事につきましては、委員長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。

○松本委員長 鬼の霍乱と申しましょうか、めったに引いたことのない風邪をこじらせまして、大

変お聞き苦しい声になっておりますが、一生懸命務めたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。

ご承知のように、農林水産省の今度新たに独立行政法人に加わるものを含めますと、非常に大き

、な、ほかの省庁にはない大所帯を抱えることになります。当然ながら、我が国の食の安全な確保

こうした食料を中心とした農林水産行政の頂点に立つ省庁として、それはまた当然のことと思いま

す。

昨年、一昨年来から、こうした独立行政法人の評価委員会、皆様方の大変熱意あるご審議のもと

に、ほぼ順調に経緯しておるわけでございまして、今後もひとつ皆さん方、よろしくご審議のほど、

お願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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それでは、ただいまから私の方で議事を進行させていただきます。

まず、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第３項の規定により、委員長の職務の代理を

する委員を委員長があらかじめ指名することになっております。つきましては、木平委員に、引き

続き委員長代理をお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○松本委員長 ありがとうございました。それでは木平委員、よろしくお願いいたします。

それでは、事務局から配付資料と今後のスケジュールにつきまして、ご説明をお願いしたいと思

います。

○文書課調査官 それでは、事務局の方から配付資料と今後のスケジュールについて説明させてい

ただきます。

お手元に４種類、資料が行っているかと思います。

まず初めに、資料１でございますが、こちらは先月２月14日に新たに改選になりました改選後の

委員名簿。委員と専門委員。２枚目以降は、各分科会ごとの名簿ということで、名前は重複してお

ります。これが今後新体制の名簿でございます。

次に、資料２でございますが、資料２には、各分科会における審議の経過及び結果についてペー

パーがまとめてございます。こちらは、独立行政法人の議事規則によりまして、各分科会長は、そ

の分科会に係る審議事案の議事が終了したときは、その審議の経過及び結果について委員会に報告

するという規定が設けられてございます。昨年７月に、一度審議の経過及び結果についてご報告い

ただいたわけでございます。それ以降の審議実績をまとめたものでございます。

内容につきましては、各分科会とも評価作業をしていただいているということで、同様でござい

ます。委員会への報告はこの資料の配付をもってかえさせていただきたいと思います。

次に、資料３でございます。こちらは、去年７月の第３回の評価委員会のときに決めていただき

ました評価委員会から分科会への議決の権限の委任の関係でございます。こちらは独立行政法人の

評価委員会令の第５条第６項に基づきまして、全体の委員会で決めるところによりまして、分科会

の決議を全体委員会の決議とすることができるという規定がございます。それに基づいて権限委任

をするものでございます。

内容自体は、昨年７月に決めていただいた事項と同じでございますが、今回新たにご就任いただ

いた委員もいらっしゃることから配付させていただきました。

また、今後、先ほど課長から説明したとおり、新しく独立行政法人に、あわせて６つの法人が入

ってまいります。これらの法人につきましても、前回決めていただきましたこの議決委任に従いま
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して審議をしていただきたいと思っております。

次に、資料４、15年10月に設立される独立行政法人の担当分科会の関係でございます。こちらは

昨年の臨時国会におきまして、特殊法人等を独立行政法人化するという関係で、政府全体で46の法

律が出たわけでございます。これに伴いまして、農林水産省の独立行政法人評価委員会、この委員

、会で事務を処理することになる法人が６、設立されるということになっております。具体的には

この表の右側の欄に書いてござい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、水

資源機構、緑資源機構、北方領土問題対策協会、この６つでございます。

これらの法人につきましては、現在、農業の分野は農業分科会、そのうち農業技術については農

、業技術分科会、林野分野は林野分科会、水産分野は水産分科会と、今、分けられておりますので

この分け方に従いまして、それぞれの分科会に分担していただきたいと考えております。

配付した資料についての説明は以上でございます。

もう１つ、今後のスケジュールについて若干説明させていただきたいと思います。

今年度、今後のスケジュールといたしまして、大きく２つございます。

１点目は14年度の業務実績の評価作業ということで、これは去年実施していただいた13年の業務

評価の14年度の分でございます。もう１つは先ほど説明しました、今年の10月から新たに独立行政

法人化される法人の中期目標等の審議でございます。

初めに、14年度の業務実績の評価作業の関係でございますが、これは前年と同様、各分科会にお

、いて評価作業をしていただくことになります。13年度の評価の際には、皆様方におかれましては

膨大な資料を熟読していただくとともに、熱心なご議論、ご検討をいただいて、本当にありがとう

ございました。取りまとめた評価結果については、既に各法人に通知されておりまして、これに従

って、それぞれの法人において業務運営の改善が図られているというふうに理解しております。

具体的な改善の内容につきましては、既に各分科会から適宜ご報告もさせていただいているとこ

、ろですが、14年度の業務実績の評価の前に、この改善状況についてフォローアップいたしまして

再度全体を通して説明させていただきたいと思っております。

、それと、14年度の評価作業の時期でございますが、評価結果につきましては、各法人において

次の業務年度、14年度ですと、次の15年度の業務運営になるべく早く改善につなげていくことが必

要となっております。

、さらに、業務実績に対する国民各層からの関心が高まる中、評価のいろいろな厳格化とともに

迅速化が求められております。具体的に言いますと、昨年７年に開催された総理と各省の評価委員

会委員長との懇談、当委員会からは木平委員に出ていただきましたが、これにおきまして、総理か
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ら評価の迅速化ということが言われております。

また、去年の12月の総務省の政策評価独立行政法人評価委員会の意見においても、評価の迅速化

ということが意見として出されております。

こういう状況を踏まえまして、皆様方には大変お忙しい中、恐縮なところがあるのですが、今回

の14年度の業務実績の評価につきましては、ことしの８月を目標に作業を進めさせていただきたい

というふうに思っております。このため、評価作業の開始につきましては、去年は７月から始めた

ところですが、これをなるべく早い時期からやりたいというふうに思っております。

評価においては、業務実績報告書、財務諸表などの資料を法人から出していただく必要がござい

、ます。これについては今、各法人に、なるべく早く資料を作成し、提出するようにということで

作業を早めていただくことをしておるところでございます。

ただ、財務諸表については、一方で法人によりましては、会計監査人の監査ですとか、そういう

手続も必要になるところがございます。したがいまして、法人の準備状況によりましては、例えば

業務実績報告書の部分からでも、評価作業を始めていただくということで、目標としては５月の中

下旬にも作業の開始というところに行くべく資料を整えたいというふうに思っております。

もう一つ、昨年度の業務実績の評価に対しまして、総務省の方の評価委員会から、一次意見、二

次意見という形で意見が出てきておるわけですが、これにつきましても、今後の14年度の評価作業

の中でご検討いただきたいと思っております。

さらに、評価結果、14年度を取りまとめられた際には、独立行政法人の通則法の規定に従いまし

て、また各法人に通知するとともに、総務省の方の評価委員会に通知するという段取りになってご

ざいます。

以上が14年度の評価実績の関係でございます。

次に、10月１日に新しく設立される法人の関係でございます。

これにつきましては、先ほどの資料４にもありましたとおり、６つ、そのうち当省がメインで所

管しているものは４つでございますが、これらにつきまして、主務大臣が中期目標を作成し、これ

を受けて各法人が中期計画ですとか業務報告書をつくるという作業がございます。また、この際に

は、評価委員会からご意見を聞くという手続になってございます。

スケジュールといたしましては、中期目標の策定または変更につきまして、ことしの５月末、あ

るいは６月に、別途、今、特殊法人等改革の方の進捗をフォローしております特殊法人等改革推進

本部参与会議という場で中期目標のヒアリング等が予定されてございます。その関係もございまし

て、できればそのヒアリングの前に一度委員の皆様方に、その案を事前にお示ししたいと思ってお



- 8 -

ります。

また、中期目標の具体的な委員会における審議、これは具体的には分科会で行っていただくこと

となると思いますが、それにつきましては、実質的には６月中旬以降ということになります。この

際には、新しく設立される法人につきましては、従来の法人とかなり業務内容が違うというものも

多うございます。これらについては、今いらっしゃる30名の委員のほかに、新たに臨時委員という

のを数名、また任命させていただきまして、現在の委員の皆様方とご協力のもと、ご審議をいただ

きたいと考えてございます。

私の方から、説明は以上でございます。

○松本委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に対しまして、ご質問、討議を受けます。どうぞ。ございませんで

しょうか。

○会田委員 資料４に関連しまして、手短に３点ばかり質問させていただきたいと思います。

。１つが、括弧書きされている法人がございますが、この括弧書きの意味が何かということです

２点目が、統合される法人は、法人格が９月30日になるのでしょうか。あるいは10月１日になる

のでしょうか。消滅すると考えていいのかどうかというのが２点目でございます。

３点目が、新たに設立される法人は、恐らく資産評価委員会で資産負債の評価が行われると思う

のですが、統合される場合には、統合される法人からの資産負債の引継について時価評価等はどう

行われるのか、その３点でございます。

○松本委員長 それでは、回答をお願いいたします。

○文書課調査官 それでは説明させていただきます。

ちょっと説明が足りなくて恐縮でした。括弧書きの部分でございます。現在の法人にも北海道開

発土木研究所については括弧書きになっております。この括弧書きの部分については、農林省以外

、の省の大臣が主管という形で、例えば評価につきましても、そこの評価委員会が評価をする際に

こちらの評価委員会に意見を聞くという形の仕組みになっているもので、例えば現行でも北海道開

発土木研究所がこのような状況になっております。

これと同様に、水資源機構、北方領土問題対策協会につきましても、ほかの省、あるいは評価委

員会等が作業をする際に意見を聞くという形で、当委員会でご審議いただくという形になるカテゴ

リーのものでございます。

次に、統合される法人の法人格でございますが、これにつきましては、10月１日をもちまして新

たに独立行政法人が設立されるに伴いまして、今ある法人については、資産・業務を承継した上で
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消滅するというスキームになってございます。

それと、資産評価の関係ですが、資産評価は、13年と同様でございますが、時価によるというこ

とになっております。したがいまして、新たな法人についても、資産はすべて時価で一度評価され、

それが新しい法人の資産として、その評価額で引き継がれるというふうになってございます。

ただ、各個別の資産についての具体的な評価の仕方については、まだ完全に明確には決まってご

ざいませんで、具体的にどう評価していくのかというのが今後の作業になろうかと思います。

以上でございます。

○松本委員長 よろしゅうございましょうか。

○会田委員 ありがとうございます。

○松本委員長 それではほかにどうぞ。ございませんか。

それでは、本日の議事につきましては、議事規則に従いまして、議事録にて公開とさせていただ

きます。また、議事録の公開につきましては、議事録ができ上がり次第、各委員の皆様方に内容を

確認していただいた上で、農林水産省のホームページや文書閲覧窓口において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なります。

それでは、ほかにございませんようですので、以上をもちまして、第４回独立行政法人評価委員

会を閉会といたします。

この後、農業分科会、農業技術分科会、林野分科会が開催されることとなっておりますが、こち

らについて事務局から連絡事項がございますので、しばらくお待ちください。

○事務局 この後の分科会の予定でございます。既に皆様の方にご案内申し上げているかと思いま

すけれども、農業分科会につきましては、11時から、この第２特別会議室において、それから農業

、技術分科会につきましては、13時から技術会議委員室におきまして、林野分科会につきましては

11時から共用第15会議室において、それぞれ開催を予定しているところでございます。

農業分科会所属の委員の皆様におかれましては、分科会、引き続きこの場で開始いたしますので、

お時間は30分ぐらいございますけれども、この場でお待ちいただければと思います。

それから、農業技術分科会の委員の皆様におかれましては、開始までちょっとお時間がございま

す。事務局で控え室を用意しておりますようですので、この後、担当が控え室までご案内させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

また、林野分科会の委員の方につきましては、この後、担当が会議室までご案内させていただく

ようにしております。

水産分科会につきましては、本日は開催を予定しておりませんので、ご了承ください。
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本日は、お忙しいところ、どうもありがとうございました。

午前１０時３４分 閉会


