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- 1 -

午後１時３０分 開会

○文書課長 それでは定刻になりましたので、開始をさせていただきたいと思います。

本日は皆様ご多用のところ、ご参集をいただきまして、ありがとうございます。第 回独立16

行政法人評価委員会を開催させていただきたいと思います。私、独立行政法人評価委員会の事

務局を担当いたしております農林水産省の大臣官房文書課長、荒川でございます。よろしくお

願い申し上げます。かけさせていただいて、ご説明をさせていただきます。

本日は、今回の委員の改選後初めての評価委員会ということになりますので、委員長が選任

されるまでの間、私のほうで議事を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。

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

数とされております。現在、委員 名のうち 名の方のご出席をいただいておりますので、本26 16

日の委員会は成立要件を満たしていることになります。

それでは、最初に委員の方々のご紹介をさせていただきたいと存じます。今回の委員改選に

おきましては、５名の委員の方が入れかわり、新たにご就任をいただいております。委員の皆

様を、あいうえお順で恐縮でございますが、ご紹介をさせていただきたいと存じます。

青柳委員でございます。

それから、石井委員でございます。

○石井委員 よろしくお願いします。

○文書課長 井上委員でございます。

○井上委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 内山委員でございます。

○内山委員 内山でございます。

○文書課長 それから、大田委員はちょっと遅れておられるようでございます。

それから、小川委員でございます。

○小川委員 小川でございます。よろしくお願いします。

○文書課長 それから梶川委員は、ちょっと遅れるということでございます。

それから、小坂委員でございます。

○小坂委員 小坂でございます。

○文書課長 児玉委員でございます。

○児玉委員 よろしくお願いします。
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○文書課長 小林委員でございます。

佐々木委員でございます。

○佐々木委員 よろしくお願いいたします。

○文書課長 島本委員でございます。

○島本委員 島本でございます。よろしくお願いします。

○文書課長 夏目委員でございます。

○夏目委員 夏目でございます、よろしくお願いいたします。

○文書課長 早坂委員でございます。

○早坂委員 早坂です、よろしくお願いいたします。

○文書課長 平松委員でございます。

○平松委員 平松です、よろしくお願いします。

○文書課長 淵野委員でございます。

○淵野委員 淵野です、よろしくお願いします。

○文書課長 松本委員でございます。

○松本委員 松本です、よろしくお願いします。

○文書課長 安元委員でございます。

○安元委員 安元です、よろしくお願いします。

○文書課長 本日は安倍委員、岡田委員、小野委員、西澤委員、前嶋委員、向井委員、森田委

員、横田委員の８名の方が、所要によりご欠席ということになっておりますので、よろしくお

願いをいたします。

今回、再任という形でお引き受けをいただくことになりました委員の先生方におかれまして

は、引き続きよろしくお願いを申し上げたいと存じます。また、新たにご就任をいただきまし

た委員の先生方におかれましては、また新たなご視点から活発なご議論を賜りますよう、お願

いを申し上げます。

それでは、委員改選後初めての会合でございますので、ここで委員長の選任をお願いしたい

と存じます。委員長の選任につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会令第４条第１

項の規定に基づきまして、委員の互選によるものとされております。皆様方から何かございま

すでしょうか。ご意見のある方、挙手をいただきまして、お手数ですが、マイクのボタンを押

していただきたいと思います。

小林委員、お願いいたします。
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○小林委員 第２期の途中でもありますので、引き続き、松本委員にお願いしてはどうかと思

います。

○文書課長 今、松本委員に引き続きお願いをいたしたいというお話がございましたが、ほか

にございませんでしょうか。

（異議なし）

○文書課長 ありがとうございます。

それでは、特にございませんでしたので、引き続き、松本委員に委員長をお願いするという

ことでよろしゅうございますでしょうか。

（異議なし）

○文書課長 ありがとうございます。

それでは、松本委員長、こちらにいらしていただいて、ご挨拶を頂戴いたしまして、引き続

き議事をお願いをいたしたいと存じます。

（委員長席へ移動）

○松本委員長 委員長にご指名いただきました松本でございます。どうもかわり映えのしない

委員長で誠に申しわけなく思っております。しかしながら、皆様方のご協力のもと、また、新

しい観点から、この評価委員会を活発に、しかも厳正に討議していただきたい、こういうふう

に思います。

厳正にと言いますと、何か非常に形式的で冷たい、そう受け取られがちでございますけれど

も、何か血の通った、温かい、そういう雰囲気の中で、厳正な評価をお願いしたい、こういう

ことで、委員の先生方にはよろしくお願いしたいと、こういうふうに思います。 それでは、

ただいまから私のほう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項の規定によりまして、委員長の職

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

本日、所用により欠席されておりますけれども、小野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、いかがでしょうか。

（異議なし）

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

それでは、まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○文書課長 文書課で課長補佐をしております鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。
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事務局から用意させていただきました資料につきましては、お手元の議事次第、資料１、及

び資料２ということとなっておりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。なお、大変

恐縮ですが、文書課長の荒川は、これから別の会議があるため退席させていただきます。

○文書課長 失礼いたします。よろしくお願いいたします。

○松本委員長 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、及び結果についてでございます。昨

年の８月の評価委員会以降、本日までに農業分科会及び水産分科会が開催されまして、退職役

員の業績勘案率等について審議をいただいているところでございます。分科会における審議の

経過及び結果につきましては、農林水産省独立行政法人評価委員会議事規則第９条第３項の規

定に基づきまして、委員会にご報告いただくことになっております。分科会の審議の状況につ

いては、資料２をご覧いただきまして、各分科会からの御報告とさせていただきたいと思いま

す。それでよろしゅうございますか。

（異議なし）

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

続きまして、議事の（４）評価基準についてでございます。

、 。昨年 月 日に開催されました農業分科会において 評価基準について議論がございました10 29

現在、独立行政法人の年度評価は各分科会において審議・決定することになっておりまして、

評価基準についても各分科会に定めているところでございます。しかし、農業分科会だけでは

なく、他の分科会にも関連する問題提起がございましたために、親委員会の場で議論してはど

うかという、そういう提案がございました。それで、私のほうから、ただいまから紹介したい

と思います。

、 、 、 、 、現在の標準基準では おおむねＳ Ａ Ｂ Ｃ及びＤの５段階の区分を設定しておりまして

定性的な評価指標が定められている場合には、計画に対して業務が順調に進捗している場合に

はＡとし、計画を大幅に上回るか、あるいはそういう結果が得られた場合にはＳを評価し、計

画に対して遅れている場合にはＢ、ＣあるいはＤと評価することになっております。

また、定量的な評価指標が定められている場合には、各分科会におきまして、定めている基

準に従って、同様にＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの評価をするようになっております。

昨年 月の農業分科会では、議論がございましたのは、この定量的な評価指標を定めている10

場合の評価基準の考え方でございます。現在、目標の ％ないし ％以上を達成した場合に、80 90

Ａと評価することになっております。言いかえますと、目標を下回った場合であっても、 ％90
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以上達成できていればＡ評価ということになるのですが、この基準が適切かどうかという点に

ついては、議論がなされたところでございます。

各分科会での議論では、現在のままでよいのではないかとの意見と、やはり見直したほうが

よろしかろうと、こういう双方の意見が出てまいりました。

、 、 、 、また 評価指標の設定が甘いものがあったり あるいは逆に 非常に厳しいものがあったり

ばらつきが大きいと、そういったご意見も頂戴したところでございます。

、 、 、 、なお 各法人の評価基準の現状について ただいまから 事務局から補足がございますので

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○文書課長補佐 それでは補足させていただきます。

事務局のほうで各法人の評価基準につきまして、予算や人件費の削減といった各法人に共通

と思われる項目について、横断的に見てみました。

そうしたところ、まず１点目として、評価項目と設定というのが、そもそも法人ごとにかな

り異なっているということがわかりました。また、共通的な項目であっても、小項目を設けて

評価を行っている分科会や法人もあれば、小項目を設けずに中項目で評価を行っている分科会

や法人も見られました。

次に２点目としては、同一の評価項目であっても、定量的な評価基準を適用している法人も

あれば、定性的な評価基準を適用している法人もあるという状況でございました。

それから３点目といたしましては、委員長からもあったように、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというラン

クの判断基準が異なっているという状況でございました。

以上、現状の補足でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまからこの件につきまして、自由に討論していきたいと思います。どうぞ

ご意見のある方、ご発言をお願いいたします。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 これ、今、統一的な基準を決めようとしているわけですか。そのための意見。

○松本委員長 統一的な基準と必ずしも申し上げているわけじゃなくて、もう少し広く、評価

基準というものをどうお考えいただいたらどうかと考えています。例えば、ばらつき等をどう

いうふうに考えるかとか、そういうことをまずお話ししていただければと思います。

○小林委員 私たちのところは、もともとＡ、Ｂ、Ｃの３段階でした。それを５段階にしてい

るわけですから、Ａの中にＳの項目を設けた、ＣをさらにＤまでやったと。ですから、真ん中
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が本来Ｂだという考え方でもあるのですよ。

だから、Ａは確か達成度 から だったと思うのですが、 以上でしたか、ちょっと90 100 110

記憶が定かでありませんが、それ以上がＳになるというふうになっています。これはほかの分

科会も定量的な評価の決め方ですね。

それぞれちょっと参考に、詳しく紹介していただけたらいいと思います。

○松本委員長 それでは、事務局、お願いできますか。

○文書課長補佐 それではご紹介させていただきます。

先ほど非常に概括的に、各法人、分科会でばらついているということを話しましたので、ど

こまでまとまった説明ができるかと思うんですけれども、例えば、共通項目で業務運営の効率

化による経費の抑制といったところでは、これは農林水産消費安全技術センターでございます

けれども、小項目の共通の指標で、これが定量的な指標になっておりまして、Ｓでは ％以100

上であり、特にすぐれた成果が得られた。それから、Ａで、計画的な達成度合は ％以上で100

あった。Ｂでは、計画値の達成度合 ％以上 ％未満であった。それからＣでは、計画値の70 100

達成度合は ％未満であった。Ｄでは、計画値の達成度合は ％未満であり、その要因は法人70 70

の著しく不適切な対応にあったというようになっております。

それから、例えば農畜産業振興機構の場合ですと、経費の削減の小項目については３段階、

Ａ、Ｂ、Ｃとなっておりまして、Ａでは達成度合は ％以上であった。Ｂでは達成度合は ％90 50

以上 ％未満であった、Ｃでは達成度合は ％未満であったというようになっております。90 50

それから、森林総合研究所ですけれども、こちらでは各評価ランクを共通にしているんです

けれども、このような共通のものの評価においては、Ｓについては中期計画を大幅に上回り業

務が進捗している（達成割合は ％以上 、Ａにつきましては、中期計画に対して業務が順調120 ）

に進捗している（達成割合が ％以上 ％未満 、Ｂにつきましては、中期計画に対して業務90 120 ）

の進捗がやや遅れている（達成割合が ％以上 ％未満 、それからＣにつきましては、中期60 90 ）

計画に対して業務の進捗が遅れている（達成割合が ％以上 ％未満 、それからＤにつきま30 60 ）

しては、中期計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている（達成度合が ％未満 、そういう30 ）

ようになっております。

なかなかちょっと網羅的にご紹介するのが非常に難しいんですけれども、例えばこういった

ように、かなり各分科会、それから法人で異なっているという状況でございます。非常に多様

ですので、今回、資料等をお示しできなかったんですけれども、そのような状況になっている

ということでご理解いただきたいと思います。
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○松本委員長 ありがとうございました。

石井委員、どうぞ。

○石井委員 この考課方法というのは、企業なんかでは随分前から取り入れているんですね。

農水省の独法の場合はよく存じ上げないんですが、この目標の設定をどうするかというのが一

番のポイントで、この目標の設定というのは、どなたがされるんですか。

それから、会社の場合には、評価を、考課を受けるほうも自己評価というのをするんですよ

ね。それで上司と 「おまえのは甘い」だとか、そういうふうなこと、そういうコミュニケー、

ションを通して人材を育成しようという意図もありまして、目標の設定をどなたがやって、自

己のそういう評価というのも入っているのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。

○松本委員長 どうぞ。

○文書課長補佐 目標の設定でございますけれども、一つは大きな目標というのは、当省でい

えば、農林水産大臣が定める中期目標で、それに従って、各独立行政法人で中期計画を立てま

す。中期計画、中期目標につきましては、こちらの独立行政法人評価委員会の承認も得てやる

わけですけれども、そういった手順で目標が決められます。

次に、この評価の目標につきましては、皆さんのご所属されている評価委員会の、実際には

各分科会で評価基準、評価対象とする具体的な目標を定めていただいているという状況になっ

ております。

○松本委員長 よろしゅうございますか。

○小林委員 これは私たちの分科会のことですから、私が答えなければいけないのかもしれま

せんが、各法人ごとに自己点検評価というのは必ずやっています。その評価がちゃんとなされ

ているかどうか。それもあわせて評価します。

これは恐らく、各分科会でみんな違うと思います。例えば、行政的な意味合いの強い法人を

抱えているところと、私たちのように研究法人を抱えているところと、それぞれみんな設置目

的が違いますから、評価の基準も多少変わってくるし、評価の仕方も変えていると思います。

ですから、行政的な法人を抱えているところは、どちらかというと行政監察みたいな視点から

評価されると思うのですが、我々のところは研究機関ですから、研究成果が本当に上がってい

るかどうか。多少行政的なものには目をつぶっても研究成果が上がっているかどうかという視

点を持って見ています。ですから、それぞれの分科会によって、視点が違っているので、この

評価基準についてもなかなか統一というのは難しいかもしれないと思っています。

○松本委員長 Ａをどこに置くか。
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○小林委員 視点としてね。いわゆる、Ｂを本当に真ん中に置いて、その上下でさらに上のほ

うをＳにするか、そういう視点だろうと思うんです。

だから、実際に 以下、 以下というのは、ほとんどないと思いますよね。30 70

これ、実際に評価で 以下というのはありましたか。70

○松本委員長 たまにあるんじゃないの。

○文書課長補佐 申しわけございません、すぐに記憶には当たらないですけれども、余り低い

評価は多くはございません。

○松本委員長 井上委員、どうぞ。

○井上委員 この議論に関しましては、前回の会議で私も意見を言った者の一人なんですけれ

ども、先ほどの評価の紹介の中で、確か 評価というのが、例えば ％以上 ％未満に相当すb 50 90

。 、 、 、 、るものがあります それは 大学の学生に対する評価の中では 点から 点というのは 優50 89

良、可、不可まで入ってしまうわけです。現在は５段階に分かれていますけれども、わかりや

すくいえば、４段階の場合でも入ってしまうわけで、その中で、それを例えばｂと評価された

ら、結局半分まで、 ％まで達成していると、そこそこやっているというような評価になるわ50

けですよね。ですから、５段階にわける以上は、もう一度この数値というのを見直すというこ

とも大事ではないかと思うんですけれども。

○松本委員長 どうぞ。石井委員、どうぞ。

○石井委員 研究部門のところは、よくこの考課のことで問題になるんですけれども、できる

だけやっぱり挑戦的なテーマを与えたいと、与えようと、組織の達成をするために。でも、研

究員の側からすると、そのあれは、大体半期ごとの評価を受けるわけですけれども、とても、

なかなか１年や２年で達成できないと。そうすると、今のあれでしたら、Ｂとか、とんでもな

いとＣにランクされるわけですね。それで２年ぐらいに大発見というなのをやったと。やった

にしても、せいぜいＳですよね。そうすると、過去の数年間の評価結果は取り戻せない。だか

ら、どちらかといったら、すぐ短期で達成できるような、ここだと１年かもしれない、やさし

いテーマを選択しがちなんですけれども、そういう嫌いはございませんか。

○松本委員長 それは十分にありますよね、今まで。どうぞ。

○小林委員 それはないようにしてあります。つまり、５年間の期間がありますから、５年間

の中期目標を立てる、それが大臣から出されて、それに対して５年間の中期計画を立てるわけ

です。それを基に、年度計画というのをまた立てる。その年度計画に対して達成しているかど

うかで各年度の評価は見るわけです。ですから、５年間の最後に達成していたら、その５年間
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の最後に達成したことになりますから、中期計画は達成できたという評価になるのです。です

から、これは、５年間で達成できるので、最初の３年は恐らく成果はほとんどないだろうとい

うときは、成果が出ないような計画を立てるわけです。だから計画どおりやっているから、僕

らはそんな悪い評価はできないのです。それで４年目に、本来出るべき結果を計画で立てたの

ですが、それが旨く出なかったときには悪い評価になります。５年目になって本当に素晴らし

い成果が出たときは、それは確かにＳになると思います。それが、初期のも計画より素晴らし

い結果であれば、５年間を通じてＳという評価になります。そういうふうにしています。

これ、特に農業関係の研究というのは研究期間が長いですから、育種なんかやっていれば、

結果が出るのが何年先になるかわかりませんから。

、 、○松本委員長 今の小林委員の発言にもありましたように やはり農業関係の法人というのは

自然科学的な色彩の強い法人から、どちらかといえば文科系の法人もありまして、そういう中

で短期的に評価が出やすいものと、先ほどお話のようにやはり研究なんていうのは、そういう

１年、２年で出るものじゃございませんので、その間、なかなかおもてに出ない、そういう評

価があるかもしれませんけれども、結果的には５年でやはりいいものが出てくれば、それは全

体として、評価すべきであろうと、私もそういうふうな流れで今までお伺いしてきたわけでご

ざいます。

どうぞ、そのほか。梶川委員、どうぞ。

○梶川委員 もちろん大前提は目標の難易度によるんでございますけれども、それをちょっと

置いておきますと、そもそも独法が中期の計画どおりにされた場合、これが評価のどこに当た

るのかという意味でいうと、中位数に当たるのか、むしろいいと、計画どおりにしたのはいい

んだということにするかです。５段階評価と普通考えた場合、学生の成績であれば中位数とい

うところに、もし計画どおりできたのが中位数なんだとなります。ＡとかＢとかいうと、また

その語感で、そもそも優秀な皆さんの中では、とにかくＢというのはよくないというふうにイ

メージがあるかもしれませんが、中位数と考えた場合には、こういう公的機関は計画どおり行

うのが、やはり本来課せられた使命だといえば、やはりどちらかといえば のちょっと下ぐ100

らいであれば、ないしは 台あればＢなんだということも、Ｂが中位数であれば考えられる100

わけですね。

そこのやっぱり議論というか、何かＡでなければいけないんだというイメージをどういうふ

うに整理をするかということは少しあるのではないかな。

むしろ、ＡないしはＳというのは非常にエクセレントな、Ｓなんいうのは本当に思いもしな
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い、国民的に見て合意の得られるほどの顕著な成果なんだというようなことであり、 も、専A

門家が見られて当初の計画よりもはるかに上回っておられると。もちろん評価を受けられる方

は、こういう評価になると、他省庁も含めて少しほかもちゃんとやってくれるのかという懸念

を持つとは思います。語感からもたらす、ここだけで話せるものではないんですけれども、計

画どおりいくということが、どういう意味かというのが、ちょっと議論の大前提にはあるんで

はないかなと。独立行政法人に与えられた使命として、計画どおりにいくということを、どう

位置づけるか。それはやっぱり当たり前なんだと考えるのであれば、やはり中位数に近いとこ

ろに、より寄せた議論になるのではないかなという気はいたします。

○松本委員長 ありがとうございました。

さまざまな意見があろうかと思うんですが、ここで、評価基準について、政府全体でどのよ

うな動きがあるかということを参考として、事務局から紹介していただきたいと思います。

○文書課長補佐 それでは政府全体の動きを紹介させていただきます。

昨年 月 日に開催された政策評価・独立行政法人評価委員会におきまして、評定区分や評11 26

価基準の政府全体の統一に向けた議論が行われております。これは、一昨年末に閣議決定され

ました独立行政法人整理合理化計画におきまして、すべての府省の評価委員会の評定区分、評

価基準の統一について、原則として平成 年度末までに措置するということが決定されている22

ためでございます。評定区分につきましては、当省のようにＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の区

分を設定している評価委員会もあれば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階の区分を設定している評価委

員会もあります。また、同じ評価であっても、その記号の意味が異なっているというような状

況が見られているということが報告されております。

このように各府省ごとに異なっている現状を改めるために、政策評価・独立行政法人評価委

員会では、評定区分、それから評価基準統一に向けた議論を今後行っていくというふうにされ

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。

事務局から説明がありましたように、政府全体としては統一しようという動きがあるようで

ございますので、これは政府全体の動きとして、我々もやはりある程度知っておく必要がある

と思います。そういった動きを見て、事務局のほうで再度ここで改めて検討していただくとい

うことにしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

内山委員、どうぞ。
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○内山委員 独立行政法人の評価を行っていて、一番悩むというか、それはどういうふうに考

えるべきなのかなというのが、今の分科会で行われている評価というのは、効率的に行われて

いるかどうかというのが、この主眼になって、達成度が何％だと。それはそれでわかるし、結

局この統一するかどうかというのは、各分科会の相場観をどの程度のレベルにおくかというよ

うなことだと思うんですけれども。

ただ、そういうことではなくて、私自身が常に問題意識として持っていますのは、不効率か

効率かという課題と、それから事業として不要か必要かという、この２つの切り口があるわけ

ですよね。ですから、不効率が不要な事業なのか、それから効率的に行われているから必要な

事業なのかと。そういうふうに割り切ってしまえば簡単なんだけれども、なかなかそういうも

のでもないなと。そうすると、どこに我々は軸を置いて評価をしているのかというところだと

思うんですよね。

そうすると、分科会での議論というのは、そうですね、これは林野分科会だけのあれかもし

れませんけれども、効率的に行っているか不効率に行っているかという観点での評価というの

が前面に出てくるわけなんですけれども、その辺の、それに必要・不要という議論がかみ合っ

たときに、どういうその評価基準というんですか、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというのは位置づけら

、 、 、れるのかというのが もう少し明確な形で整理されると評価もしやすいんですけれども ただ

これは非常に難しいところなんで、やはりこれで中期計画を一たん終えて第２期に入って、や

はりなんか積み重ねていかないと、余りこう割り切った統一というのは、私は不可能なんじゃ

ないかなという、実感として考えているんですけれども。

○松本委員長 今、委員のほうから、新しい切り口という格好で、効率の問題が指摘されまし

た。それと必要なのか不必要なのか、そういう切り口で見た場合に、この評価基準、５段階に

しろ、４段階にしろ、それをどういうふうにかみ合わせていくかという、こういう非常に重要

なご指摘をいただいたわけでございますが、もう若干時間がございますので、今の内山委員の

お話も含めて、ほかの委員の方々から意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。

小林委員、どうぞ。

○小林委員 必要性というと、中期目標とか中期計画の内容が妥当であるかどうかということ

でしょうか。

○内山委員 そういうのも含まれてくるかもしれませんですね。

実際、何で私、こういう議論をしているかというと、私どもの林野分科会に所属している独

立行政法人で、今後の存続についていかがなものかということで、廃止になっていくような法
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人があるわけでございますね。そのときに、我々分科会としての評価ということと、それから

事業としての必要・不要というのがどこに関連して位置づけられるべきかということを、その

辺で一つの問題意識を持ったわけでございますので、ですから、当然それは中期目標と、その

中期目標がよかったか悪かったかということにもつながるところはあるかもしれませんです

ね。

○小林委員 中期目標と中期計画については評価委員会は意見を言うことができます。だから

そこで、それが時勢に合っているかどうか、研究でも事業でもそこで評価ができます。

ところが、私が問題にしたいのは、５年間の中期計画、中期目標というのには、意見を言う

ことができますが、毎年、年度計画というのを法人は立てて実施しますが、その年度計画とい

うのは、どこのだれも承認をしておらず、単に役所に報告するだけですよね。

○松本委員長 そうです、承認じゃありませんね。

○小林委員 そう、承認は何もないのですよ。ですから、それがいいかどうかというのは、だ

れも評価していないのです。そのとおりやっているかどうかだけ、我々が評価するわけです。

、 、 、 、５年間 それが積み重なって 最終的な中期計画に合っているかどうか 達成できたかどうか

結果的に見れば４年間はＳをとり続けていても、最後の年で全然できていないということだっ

てあり得るわけです。だから、その毎年の計画が妥当であるかというのは、どこかで、だれか

がチェックしなきゃいけないような気もするのです。

○小坂委員 各委員のご意見、みんなごもっともなことが多いんだとは思いますけれども、ま

ず、中期目標、中期計画の途中で、評価の基準を変えようかという議論は、非常に僕は乗りに

くいんです。一つは、まずこれがございます。

それから、基準を明確にすること、統一することは非常に重要なことだと思います。ただ、

独立行政法人の事業といいますか、計画に対しての評価ということで考えたときに、果たして

Ｓという評価が要るのかどうか。５段階評価までしなきゃいけないのかどうか。せいぜい３つ

150 200ぐらいで十分じゃないか。もしくは、例えばどんな計画であっても、計画に対して ％も

％もできたということがあったとしたら、そういういい加減な計画を立てる法人は要らない法

人に近いんではないか。それから逆に、立てた計画の ％にもいかないような法人であれば、50

これもまたどこかが狂っているんではないか。これはだから、学生の試験の結果とはかなり違

うんだと思いますね。

そういうことから考えると、私は評価は３つなり、４つぐらいで、マックスでもいいんでは

ないか。それであと、どこに及第点というと言葉はまたおかしいんでしょうけれども、よしと
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いうのを４段階だったら上から２つ目に置くのか、３つ目に置くのか。もしくは５段階にした

ときに４つ目に置くのか３つ目に置くのか、そういうような議論をやっていただくのがよろし

いような気がいたします。

○松本委員長 ありがとうございました。

どうぞ。小林委員、どうぞ。

、 。○小林委員 中期目標の期間の途中で評価基準を変えるというのは 非常識な話だと思います

メンバーを変えること自体も、最小限にとどめ、同じ視点である程度評価し続けないといけな

いと思います。視点は出来るだけぶれないほうがいいと思います。最初に決めた視点は中期目

標の期間は変えない、評価の基準は変えない方が良いと確かに言えると思います。

ただ、もともとはこれ、３段階だったわけですよね。農水省のほうの行政評価が３段階でや

っていますから、３段階でやってくださいということで、これはＡ、Ｂ、Ｃで始めたんです。

ところがこの後に出てきました業績勘案率というのがありますね。そのために、わざわざ５段

。 、 、 、 、階にしてＳを設けたわけです しかし 業績勘案率というのは 今ほとんど意味がなく 結局

みんな１になるのだから、業績勘案率は考査する意味がない。だから業績勘案率のために変え

たものだから、またＡ、Ｂ、Ｃに戻したっていいと思うんです。

それより、ある程度公平な目で見ることが大切だろうと思います。私たちの分科会ではかな

りＢ評価が出てきますよ。最終的には機関評価はＡになりますが、大項目ではＢというのが結

構出てきます。ところが、ほかの分科会を見ると、全部Ａですね。廃止になったところまで、

みんなＡだったりするんですよ。だから、もう少し厳しくつけて公平を期してほしいと思って

います。

○松本委員長 ありがとうございました。

ほかの委員、どうですか。佐々木委員、何かご意見ございますか。

○佐々木委員 皆さんのおっしゃること、本当にごもっともで私も感じるところは多いのです

が、私が担当しているＰＴですと、中期計画の途中に法律が変わって業務が前年比 ％ぐら300

いになったり、３法人統合して１法人になって、異なる評価基準を一個にしなければいけない

という膨大な作業が入ったりしました。そのときに、やはり従来の評価だけでいいのかという

のは、委員の中でも意見が分かれましたけれども、 ％やって、人もほとんど増えずにやっ300

ているときには、やはり人情としてＳをつけたいなということもありました 。独立行政法人

は今いろいろな意味で法人の存続検討ですとか、業務改革を行っていますので、法律の流れで
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すとか、統合の流れによって大きく変化する可能性があります 。今評価基準を変えるという

のは、ちょっと苦しいかなと思います。少なくとも今、期中では変えずに、それぞれのＰＴな

り分科会での蓄積を次の期にきちんと総括して引き継ぐという方向でまとめて、私はそういう

ふうに感じました。

○松本委員長 ありがとうございました。

どうぞ、そのほかございませんか。

○内山委員 先ほどのお話で、廃止になったのにまさにＡ評価であるよと。ですから、ここの

ところが一番のポイントだと思うんですね。それをおかしいと、やはり考えるのが、この会の

コンセンサスであるならば、そこにやはり何らかの効率・不効率ということが、不要・必要と

いうところに連動してしかるべきであるという、やはり背景といいますか、そういうコンセン

サスがあるのかなと。

これはどういうことかというと、廃止されたけれどもＡ評価でも構わないんじゃないのとい

、 、うふうに見るか 廃止されるものはＢとかＣであってしかるべきであるというふうに考えるか

ここのところだと思うんですよね。ですから、そういうふうに考えていくと何でＡ評価になっ

てしまったのかと。それは評価委員が甘かったからＡ評価になっているのか、それともその評

価項目自体に、そういうものを評価する項目が抜けているのか、もし抜けているのが欠陥であ

るとすれば、それをここで議論するのは僕は意味があると思うんですよね。先ほどのちょっと

お話を聞いていまして感じています。

○松本委員長 小林委員、どうぞ。

○小林委員 評価項目は例えば、農業大学校というのは農業分科会にありました。それが農業

技術分科会に移ってきましたが、あの大学校は学生の定員が長いこと割れていたんです。国立

大学では、例えば学生の定員が一人でも割れたら、教員を一人出さなきゃいけないというよう

になっています。このため、必ず定員を埋めるように追加募集する。他の大学へ学生が逃げる

大学なんかは ％以上はとっておくわけです。 ％ぐらいとっても文句はいわれないので120 110

、 、 。すが ％が割れたときには 教員の定員を出さなければいけないようになっているんです100

それぐらい学生定員に対して厳しい評価があります。

にもかかわらず、ずっと以前から定員割れしていたのです。にもかかわらず、評価はＡなの

です。その評価項目を見たら、確かに定員を確保することというのは項目の中になかったので

す。だから、評価基準というか、評価の項目を決めるところに、これはおかしなことをやって

いるんだなというふうに思いました。でも、少なくとも機関の評価はＡなんです。学校であれ
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ば定員割れというのは致命的だというような考え方を持たなければいけないと思います。

、 。○内山委員 それはどちらかというと その評価の適用の仕方が甘かったということですよね

○小林委員 そうですよね。

○内山委員 そのケースはね。

○小林委員 要・不要に関しては、廃止・統合というのは、評価委員会が決めているわけじゃ

ないんですよ。機関の評価が悪かったから廃止になったのは一つもないんですよ。これは行政

改革担当大臣と、総務大臣、それから農水大臣が協議して統廃合したということなんです。だ

から、評価が悪かったから統廃合されたというのは一つもないんですよ。

行政というのは、例え効率的に運営されていても、これを統合したら更に良くなるのではな

いかという視点からくるのですよ。だから決して、その評価に基づいて統廃合を決めていない

と思うんですよね。

○松本委員長 ありがとうございました。

どうぞ。

○淵野委員 今、小林先生がおっしゃいましたけれども、私、農業大学校の評価委員を途中か

らやったんですが、ややちょっと事情が違うところもあると思いますね。

確かに定員の問題、目標値に上げておりました。ただ、定員を確保できないという現実がご

ざいました。ただ、総合的に農業大学校の役割は、それなりに歴史を持っておりましたから、

いろいろな項目があります。評価期間中の評価はかなりいい成績であったと思います。

問題は、計画目標期間途中でつくばのほうへの移転が、外から、いわば持ち込まれたような

印象を持っておりますね。ですから、先ほどの組織の存亡の問題と評価委員会の評価と、やは

り連動するかどうかというのは、なかなか難しいところだと思いますね。ですから、存亡につ

いてはほかの要因もたくさん入ってくると思いますね。

そういう意味でいうと、ここの役割は一定の期間の中での一定の、目標値が適正かどうかと

いうことはありますけれども、それに対しての評価だろうと思います。ですから、その評価を

あれして、例えば農業大学校はそれで廃止されたと思っていませんけれども。

○小林委員 組織そのものは廃止ではなくて、農業技術分科会に入ってきたわけですから統合

になります。農業技術分科会では、ことしも定員に満たなかったので、Ｂ評価になりました。

○淵野委員 それはＢ評価だと思いますけれども、定員の問題については。

○小林委員 その年度報告書での言いわけがけしからんと言ったんですが 「多様な人材が応、

募してきたのが評価できる 」というような、努力しているからいいんだという考え方は、だ。
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めですよ。目標を掲げた以上はそれなりの成果を上げないことにはだめですよ。

○淵野委員 ええ、それは。

○松本委員長 ありがとうございました。

残り時間もございませんので、一応ご意見は以上いただいたところで終了したいと思います

が、本日いただきました非常に貴重なさまざまな意見、こうしたものは、事務局と私とで調整

を行いまして、そして必要な措置を講じさせていただきたいと存じます。今後の取り扱いにつ

きましては、恐れ入りますが、私に一任させていただいてよろしゅうございますか。

（異議なし）

○松本委員長 ありがとうございます。それでは、そういうふうに対処いたします。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしましたけれども、全体

を通じまして、きょうは新しい委員にもご出席いただいておりますので、どうぞ何なりと全体

を通じまして、ご意見ありましたらお願いします。ございませんか。

それでは、ご意見、ご質問がないようでございますので、最後に事務局より連絡事項をお願

いしたいと思います。

○文書課長補佐 最後に、本日の評価委員会の議事につきましては、議事規則に従い、議事録

にて公開させていただきます。議事録ができ上がり次第、各委員の皆様に内容を確認していた

だいた上で、農林水産省のホームページにおいて公開することといたします。資料の公開につ

いても同様となります。

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、第 回の農林水産省独立行政法人評価委員会を16

閉会といたします。本日はこのあと、農業分科会が開催されることになっておりますが、こち

らにつきまして、事務局から連絡事項がございますので、よろしくお願いします。

○文書課長補佐 農業分科会につきましては、引き続きこの場にて 時より開催予定となって15

おります。これから、事務局のほうで座席の配置変更と資料のセットなどを行います。農業分

、 、 、科会の委員の皆様におかれましては 大変お手数ではありますが 貴重品をお持ちいただいて

席の準備ができますまで、こちら、隣の控室のほうでしばらくお待ちいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

○松本委員長 それでは以上をもちまして、第 回の農林水産省独立行政法人評価委員会を閉16

会いたします。どうもありがとうございました。

午後２時２４分 閉会


