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○松本委員長：皆さまおはようございます。 

 定刻となりましたので、ただ今から第18回農林水産省独立行政法人評価委員会

を開催いたします。 

 本日の会議は、午前の会議となります。委員の皆さま方におかれましては、年

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す。 

 開催にあたりまして農林水産省独立行政法人評価委員会第６条第１項において、

会議の定足数は過半数とされておりますが、委員26名のうち現在のところ14名の

委員の方に出席いただいておりますので、本日の委員会は成立要件を満たしてい

ることを報告いたします。 

 なお、梶川委員におかれましては、30分ほど遅刻されるという連絡が入ってお

りますので、最終的には15名の委員が出席されているところでございます。 

 それでは、本日の議事および配布資料の確認を事務局からお願いをいたします。 

○文書課課長補佐：文書課の大沼と申します、よろしくお願いいたします。 

 本日は年末のご多忙の中、ご出席たまわりまして、まことにありがとうござい

ます。 

 まず初めに、本日の配布資料についてご確認をお願いいたします。 

 机の上に資料を置いてございますけれども、一番最初に議事次第が置いてござ

います。続きまして、配布資料一覧があるかと存じます。その後に資料の１がご

ざいます。資料の１は１ページから４ページまでになります。資料の２でござい

ますけれども、それぞれ分冊になっております。資料２－１から２－９までござ

います。ご確認ください。それぞれの分冊でページが振ってございます。続きま

して資料の３がございます。そののちに参考資料－１と参考資料－２というのが

ございます。 

 併せまして、各独立行政法人のパンフレット10冊分置いてございます。それか

ら、現在の中期目標ですね。現行の中期目標について置かせていただいておりま

す。配布資料一覧と比べていただきまして、ご確認いただければと思います。最

後に農林水産大臣からの諮問を添付しております。よろしいでしょうか。 

○松本委員長：ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、最初に議事についてでございますが、中期目標期間修了時における組織、
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業務、全般の見直しについてでございます。 

 まず事務局から全般的な状況やスケジュールについてご説明をお願いいたしま

す。 

○文書課長：事務局を担当しております文書課長の髙橋と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。座って説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の右肩に資料１と印刷されたものがございます。こちらを使って

今日の委員会の位置づけと今後の予定についてまずご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 右肩に資料１とありますものの１枚目が委員の名簿になっておりまして、これ

をおめくりいただいて、２枚目に今後の主要スケジュールについてという縦長の

資料がございます。本日の委員会は、この12月の部分。四角で囲ってありますが、

見直し案について評価委員会に意見聴取ということで、根拠が独法通則法の35条

にございます。これに先立ちまして、四角のとこに矢印が向かっておりますけれ

ども、右のほうをご覧いただくと、総務省に政府の独法全体を見ている政・独委

とわれわれ略称していますが、その評価委員会がございます。そこから11月26日

に勧告の方向性というものが出されまして、それから、同じく政府の行政刷新会

議のほうから独法の見直しの基本方針というのが出されて、これが12月７日に閣

議決定されております。 

 今日、参考資料としてそれぞれお配りしていますが、本日これを踏まえて12月

の欄の一番最後に見直し内容を政・独委へ通知と、これは農林水産大臣として独

法の当面の見直しの方向を骨子のようなかたちで通知をすること、それについて

ご意見を伺いたいということでございます。 

 これを受けて今後の年度内の作業でございますが、最終的には当省所管の10独

法と他省の所管が１法人ありますが、これについて次の５年間の中期目標を大臣

が決めることになります。 

 この独法中期目標の策定の下にカッコが書いてございますが、これが独法通則

法29条に基づいてこの評価委員会の意見をお聞きすることになります。段取りと

しては、分科会を設けてございますので、そちらに事案が付託をされております

ので、年が明けましたら、１月下旪から２月上旪にかけて、この中期目標、それ

から今日ご説明しますが、不要資産の処分について分科会で意見をお聞きすると
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いう予定にしております。ちょうど来年２月13日が現行委員の任期になりますの

で、新委員が決まりましたら２月下旪にこの本委員会を開催して、中期目標の状

況をご説明して２月中にはまず中期目標を決めたいと考えております。 

 その次に、これは最後の段取りになるわけでございますが、各独法が中期計画

を大臣に申請をして、それを認可する。これも独法通則法30条に基づく意見をお

伺いいたします。これも同じく分科会に付議することにしておりますので、３月

に入りましたら、さらに２度目の分科会でご審議をいただいて、最終的に年度内

に各独法の次期中期計画が認可できるようにと、こういう予定で進めてまいりた

いと思っております。 

 そういう意味で、今日は中期目標ないし中期計画の事実上の大枠、骨格につい

てご意見を承るというような大事な会議だと考えておりますので、よろしくお願

いします。 

 それから、スケジュール表の次ですけれども、この流れの中で、１つこの評価

委員会からご意見をいただいた件がございまして、種苗管理センター、農業生物

資源研究所、それから農業環境技術研究所という３法人の扱いについては、前政

権時代の平成19年12月24日の閣議決定でいったんこれを統合するということが政

府の方針として決められまして、２番のところですが、21年の８月、昨年の８月

にその方向でこの委員会にお諮りをしたところ、附帯意見をいただいております。 

 （２）のところに書いてございますように、種苗管理センターの業務がおろそ

かにならないよう、政府のほうがきちっと考えることと。ただ、その後、政権交

代がございまして、３番目でございますが、昨年12月25日の閣議決定でこの３法

人統合については凍結扱いになっております。 

 従って、この３法人の扱いについては、今日もご説明いたしますが、年度内に

統合とか、そういうことを決める段取りではなくて、次期中期目標の期間中にさ

らに議論するということで、引き続きの検討課題と。３法人統合するかどうかと

いうより、もっと大きくこういう農業系の研究独法なりの位置づけをどうするか、

というのをさらに議論していくと、そういうのが現時点での政府の考え方でござ

います。 

 資料１は以上でございます。 

 それから、個別の独法の説明に入ります前に資料の２－１だけ一言申し上げま
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すと、横長の資料２－１という資料がお手元に、緑色と黄色の色刷りでお配りし

てございますけれども、これは各独法に共通で中期目標の中に書き込む事項でご

ざいます。 

 例えば上の欄を見ていただきますと、効率化目標、あるいは給与水準の適正化、

契約の点検・見直し、保有資産の見直しと。これにつきましては、今後、年が明

けますと政府全体の方針が出てくるかと思いますので、今日時点では具体的な中

身はまだご用意しておりませんので、年明けのご審議の中でまたご説明させてい

ただくという予定にしております。ちょっと本題のご説明申し上げます前に以上

２点ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○松本委員長：さて、ただ今ちょっとご説明がありました見直し案の説明につい

てでございますが、最初に法人の所管課よりご説明をいただきまして、その上で

意見交換を行うという、こういう手順で進めてまいりたいと思います。 

 ただ、今回は法人数が多いために各法人、簡略的に説明をお願いするとともに、

まず、農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センターの

３法人終了後に意見交換を一旦行います。その後、農業・食品産業技術総合研究

機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、

土木研究所の５法人終了後に再び意見交換を行いまして、森林総合研究所、水産

大学校、水産総合研究センターの３法人終了後に再び意見交換という、こういう

流れで、意見交換を３つに分けて行いたいと考えております。 

 それでは、まず消費安全局総務課長より、農林水産消費安全技術センターの組

織、業務の見直し案について説明をお願いいたします。 

○総務課長：消安局の総務課長の姫田でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料２－２についてご説明させていただきます。消費安全技術センタ

ー、通称FAMICと言っておりますけれども、これはもともと農薬取締法、飼料安全

法、肥料取締法、JAS法、それぞれの法律を執行する国の出先として作られてきて

おります。４つの出先でございました。それぞれが合併したり独法化して３つの

独法が19年４月に現在のかたちになっております。 

 業務としては、農薬の登録あるいは、農薬取締法に基づく立入検査、それから

飼料と飼料添加物の飼料安全法に基づく立入検査と、飼料添加物の登録。あるい

は特定添加物の検定、BSEの発生防止に資するための検査ということで、牛の肉骨
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粉等が入らないようにというようなことです。 

 それから、肥料および土壌改良資材関係で、これも肥料取締法に基づく立入検

査等でございます。これが３つのいわゆる農林畜産物の安全性を確保するための

事業でございます。これは、いわゆる生産資材の安全性を確保することによって

食品の安全を守っていこうという事業です。 

 それから右側の食品等関係事業ということで、JAS法に基づく立入検査、これは

JAS規格と食品表示がございます。いわゆる偽装表示がないようにということでの

立入検査だということです。それからあと、情報提供。これは一般の方というよ

りは、企業がなかなか表示とか難しゅうございますので、企業が間違った表示し

ないようにというようなことでの相談対忚に受けているということでございます。 

 いわゆるこういう中で、法律に基づいた公権力の行使ということをやっておる

ところでございますので、現在の独立行政法人になりますが、身分は国家公務員

という状況になっております。 

 次のページでございます。 

 今回の見直しの基本的な考え方ということで、業務全般に関する見直しでございます。１つ

は、今19年４月に合併いたしましたが、例えば岡山と大阪と神戸に事務所がありましたが、神

戸に昨年の４月に１カ所に統合しております。 

 今回の門司と福岡については、門司は昔の消費技術センター、福岡は肥飼料検査所という

ことで、別々の事務所を構えておりますが、これについてやはり業務の効率化を図る方向での

統合ということで検討をすすめようということ。 

 それから札幌センターの小樽と札幌に、これも小樽の消費技術センターと札幌の肥飼料検

査所、これが今現在、札幌に統合しておりますが、まだ統合の効果が出ていないということで、

これはより効率的な業務運営を図ろうということ。それからあと、堺にほ場がありますが、岩槻と

堺にほ場がございますが、そのうちの堺のほ場を廃止して、岩槻に一元化するということでござ

います。 

 それから、相談窓口業務の見直しということで、これは今まで基本的な企業からのご相談を

受け付けるということなんですけれども、どうしても電話番号がオープンになっておりますので、い

ろいろと消費者の方々からの相談もありましたが、基本的には、いわゆる各都道府県にありま

す消費生活センターとか、あるいは私どもの農政事務所に相談業務を一元化してお任せして

技術的な相談のみに対応しようということ。 
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 それから国民生活センターとの連携構築ということ。この国民生活センターが実施する商品

テスト事業に、これらの商品テスト事業をFAMICがするんじゃないんで、FAMICだけができるよう

な分析事業について必要であれば、お受けしようということでの協議を始めようということでござ

います。 

 それからあと下に小さな字で食品監視業務について、業務量の変化に対応した人員の適

正化を図るということで、これ科学的な検査について、かなり事務所によって多尐の煩忙がござ

いますので、そこは適正化していこうということ。 

 それからあと、特にかなり新しい試験項目が追加されておりますけれども、業務量が増えても、

いわゆる１業務の効率化を図りながらやっていこうということ。それから、あと今回の組織そのも

のについてのあり方ということで、今後どういう組織にしていくかということ、国家公務員の身分も

含めて、今後検討していくということにしたのです。 

○松本委員長：ありがとうございました。それでは次に、生産局知的財産課長よ

り種苗管理センターの組織、業務の見直し案についてご説明をお願いします。 

○知的財産課長：知的財産課長でございます。資料の２－３をご覧ください。種

苗管理センターの見直しの基本的な考え方でございます。 

 資料の２－３でございますが、種苗管理センター見直しの基本的な考え方でご

ざいまして、まず事務・事業の見直しでございます。 

 種苗管理センターの全事業でございますが、大きく４つでございまして、左に

ありますように農林水産植物の品種登録にかかる栽培試験。これは種苗法に基づ

きまして植物の新品種を育成したものの権利の保護という観点から、その品種登

録にかかる栽培試験ということを実施しております。 

 それから、農産物の種苗の検査、あと調査研究。それからここにはちょっと書

いておりませんが、ばれいしょとさとうきびの原原種の配布という業務を行って

おります。 

 そういう中で、ここにあります栽培試験、種苗の検査、調査研究の見直しとい

うことでございますが、まず栽培試験。これは品種登録の前提となる栽培試験で

ございますが、それにつきましては、ちょっと一番下になりますけれども、民間

委託による効率化ということを進めるという方向性を出しております。現在、一

部の品種において実施している民間委託の拡大を図るということで、それで電子

媒体の活用等を進めまして効率化を図るということを考えております。 
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 それから左へ戻りまして品種保護Ｇメン、これは植物の育成者権の侵害等を見つけまして、

その相談を受けたり、情報収集をしたりする品種保護Ｇメンを種苗管理センターに置いており

ますが、その品種保護Ｇメンの役割のあり方につきましても、さらに効率化するために例えば育

成者権の侵害に関する情報のうち、植物に関する知的財産制度が未整備な国に関するもの

につきましては、外務省、それから税関等関係行政機関で情報共有して、水際の対策をしっ

かり行う。 

 それと、品種保護Ｇメンにつきましては、今、東アジア中心に制度が未整備なところに派遣を

しておりますが、それにつきましては限定いたしまして十分効果発揮できるように行うということで

ございます。 

 それから、農作物の種苗の検査でございますが、これは流通段階の種苗を集めまして、表示

及び発芽率、純度等の品質を検査するものでございます。これにつきましては、効率化を図る

ために、実験室における品質の検査である発芽率の検査、病害検査等を、つくばの種苗管

理センター本所へ集約しまして、その代わりに従来、このような検査を行っていた北海道中央

農場、西日本農場について、配置の適正化を図るということを考えております。 

 それから調査研究でございますが、これは種苗管理センターの業務の高度化・効率化を図

るための調査研究を行っており、今後は例えば品種の識別のためのDNAのマーカーの技術の開

発等についても種苗管理センターで新たに５年後の主要な技術開発目標を定めまして、さら

なる業務の効率化を図るということを考えております。 

 もう１枚めくっていただきまして、自己収入の拡大でございます。 

 先ほど申しましたばれいしょ、さとうきびの原原種の配布につきまして、より自己収入の拡大

を図るということでいろいろと考えております。 

 まず最初は、余剰・規格外のばれいしょ原原種の種苗につきまして、一般種いもとして販売

しておりますが、その販売量の増加について協議して自己収入の拡大を図り、それから、でん

粉原料用のばれいしょにつきましては、一般競争入札を導入するなどをして、より収入が上が

るような方法で見直す。 

 それから、ばれいしょの原原種配布価格につきましてもより自己収入が拡大するように、ただ

し、一般栽培農家の経営に大きな影響を与えないような形で協議をしつつ、自己収入の拡

大を図ることを考えております。 

 最後に、種苗の依頼検査の手数料でございますが、これは今、代表的なもので、

モデル的に手数料を決めておりますが、よりきめ細かく算定いたしまして、管理
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費も含めて検査コストに見合った手数料を徴集するということで、１番と２番で

いわゆる支出と歳入合わせて見直しまして、より事業の効率化と収入の拡大を図

るということで、そういうことを考えております。 

 以上でございます。 

○松本委員長：ありがとうございました。それでは、次に生産局畜産振興課長よ

り家畜改良センターの組織業務の見直し案についてご説明をお願いします。 

○畜産振興課長：畜産振興課長の大野でございます。 

 お手元の資料２－４に基づきまして家畜改良センターの見直しの基本的考え方

をご説明させていただきます。 

 １ページ目でございますが、家畜改良センターの業務を大きく８つに分けて挙

げさせていただいております。左にございますように、家畜の改良増殖。それか

ら飼料作物の種子の増殖。それから牛の個体識別（トレーサビリティ）、それか

ら調査研究、講習指導、外部支援を業務内容としております。 

 駆け足で恐縮でございますが、２ページでございます。 

 ２ページにまとめさせていただいておりますのは、次期中期目標を定めるにあ

たって考慮すべき事項というものを整理させていただいております。最近の穀物

価格の高騰ですとか、畜産をめぐる情勢、それから５年に１度策定されます、酪

肉近代化基本方針、あるいは改良の方向性を示した家畜改良増殖目標、また４月

に行われました事業仕分けの結果。それから先般出されました見直しの基本方針、

勧告の方向性、そして４月に宮崎で発生しました口蹄（こうてい）疫とか、11月

に島根で発生しました鳥インフルエンザ、こういうところの外部支援、こういっ

たことを考慮した上で中期目標を見直したいと考えております。 

 具体的な見直しの基本的考え方でございますが、３ページ以降に掲げさせてい

ただいております。まず、家畜改良・増殖業務について重点化を図ることを考え

ています。乳用牛につきましては従来たくさん牛乳が出ればいいという感じから、

ゆったりと長持ちするような牛を作っていく。 

 また、民間と競合するところはやらないですとか、肉用牛については今ではサ

シ（脂肪交雑）を重視していましたけれども、それよりも飼料の利用性とか、早

く大きくなる早熟性、そういうものを目指していくですとか、豚については、事

業仕分けで議論になりました都道府県、民間との競合のところでございますが、
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都道府県・民間への育種改良用の種豚の供給に重点化するですとか、鶏について

も、従来の改良方法でなくて、飼料利用性というような、あるいは地鶏の利用、

そういうものに役立つところやっていきたい。 

 また、多様な畜産ということで、馬、それからめん山羊につきましても、在来

馬の保存ですとか、育種改良素材の提供、こういったところも含めて取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 それから種畜検査業務につきましては、４月の事業仕分けでコストの事前検証

と責任の明確化、これを図った上で都道府県に移行という評価結果をいただいて

おりますので、それをバックアップするものとして、その検査能力水準、全国で

斉一化するような、そういう支援を家畜改良センターとしてやっていきたいと考

えております。 

 それから飼料作物につきましては、従来の飼料作物 に加えまして、飼料用米

の種子の普及に力を入れていく。また、種苗の配布方法につきましては、従来特

定の団体へ配布されているということでございましたので、競争性のある手続き

を経て配布したいと考えております。 

 それから４ページでございますが、牛のトレーサビリティでございますが、こ

このところは、豚、鶏についてもトレーサビリティの重要性が叫ばれております

ので、技術的検討を行っていきたいと考えております。それから、調査研究等に

つきましては、真にセンターの業務に関係するものに限定していく。また、講習

研修については見直した上で充実していく。 

 また、自己収入の拡大のために、精液ですとか、受精卵ですとか、配布する際、

譲渡価格については、生産コストを考慮した価格設定に改めていきたいと。 

 また、一昨年から始めております種牛の貸し付けの際の入札でございますが、

さらに競争性を高めるために周知活動を強化していきたいですとか、保有資産に

ついては、既存の物件も含めて正当な対価を徴収するというような方向で見直し

たいと考えておりますし、また組織については効率的な運営を図る観点から見直

していきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○松本委員長：ありがとうございました。 

 それでは、ただ今ご説明いただきました３法人の見直し、当初案についてただ
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今からご意見、ご質問、あるいはコメント等をちょうだいする時間に入りたいと

思います。どうぞ。はい、前嶋委員どうぞ。 

○前嶋委員：各独法の見直しについては、そういうことだと思っているんですが、

基本的に意見を申し上げるに当たって、この見直し案の位置づけは今年の３月の

閣議決定という、食料・農業・農村基本計画、それがあると。独法の見直し、こ

れも当然走っているわけですが、今回、食と農の再生会議が走り出していて、来

年の６月には基本方向が出されるというふうに聞いています。ＴＰＰがらみです

ね。そういうものとの兼ね合いでは、どういうふうにこの見直し案は理解したら

よろしいかというところをちょっと確認したいんです。 

○松本委員長：３法人それぞれについてお伺いをすることに……。じゃあ、全体

的に文書課長から。 

○文書課長：当然まず最初におっしゃった食料・農業・農村基本計画との関係で

は、この独法というのは、農林水産省の政策の実施部隊ですので、それの内容を

ブレークダウンした内容、かつ当然行政刷新会議とか、そういう方の観点が入っ

ていますので、極力効率的に合理化する中できちっとやっていくということです

が、来年の食と農の再生会議との関係で申し上げると、ここで農政について非常

に大きな、場合によって今までと違うのかもしれませんし、また大幅に拡充する

という方向が出される可能性がありますので、それが来年の３月までに決める中

期目標なり中期計画を内容が変えなきゃいかんというときには、中期目標・中期

計画の変更手続きを取る必要が出てくるだろうと思います。そのときには、そう

いうことでまたお諮りをさせていただきます。 

○松本委員長：前嶋委員、ただ今の回答でよろしいわけですか。 

○前嶋委員：はい。 

○松本委員長：どうぞ、そのほかお願いします。はい、小林委員どうぞ。 

○小林委員：まず、これ全体を通じてですけれども、組織の変更というのは全く

ないと考えて良いのか。定数の変更、人員の変更、その他の基本的変更がないの

ですか。 

○松本委員長：ないかどうか。 

○小林委員：あるいは従来の方式に従って定数を減らすという考えでよろしいで

しょうか。 
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○松本委員長：じゃあ、どうぞ。 

○文書課長：そこは先ほど私がご説明した資料２－１という勧告の方向性及び事

務・事業の見直しの基本方向の共通事項という横長のがございまして、従来から

中期目標の中で業務コストの削減目標とか、給与水準にラスパイレス指数でどう

していくかということを書き込んでございます。 

 従って、ご指摘の点については、そういう給与水準あるいは定員管理のあり方

も含めて今後出てくる可能性はございます。ただそれは、今の時点ではまず政府

全体として今回見直しをするのは、当省の独法だけではございませんので、まず

行政刷新会議なり総務省側から政府全体の考え方が年明けには示されるのではな

いかと考えております。 

 従って、今日時点では、この業務内容によって定員なりにこういう影響という

ところまでまだ詰まっておりませんですので、そこは年明けの分科会なりでさら

にご説明をさせていただきたいと思っております。 

○松本委員長：はい、どうぞ。 

○小林委員：定員というのはないですよね。むしろ人件費を管理運営の適正化の

中で議論するということでしょう。 

○文書課長：ですので、総枠として、例えばここに業務運営コストというのが出

てまいりますので、その要素として、もうちょっと正確に申し上げれば、23年度

の定員管理なりというのは、毎年の予算で決めるわけですけれども、５年間の枠

組みになりますので、そこのところはちょっと今後、総務省なり、どういう方針

を出してくるかということの要素はまだ残っております。 

○小林委員：中期目標は大臣が定めるのですから、当面は従来どおりやればいい

のではないですか。 

○文書課長：従来、中期目標に定員というのは書いてございませんけれども、ち

ょっと何度同じことを申し上げて恐縮ですが、この手の話について、まだ政府全

体の大もとの総務省がまだわれわれに何も方針を示されていないので、現時点で

あるとか・ないとか、ちょっと確たることが申し上げられないということで、申

し訳ございません。 

○小林委員：業務内容のことですが、２番目の種苗管理センターはどちらかと言

うと事業ですよね。個人的な意見ですが、これはもう尐し事業内容を見直す必要
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があるように思います。家畜改良センターについては、耐病性の育種がこれから

必要になるのではないかと思います。つまり、牛や豚など、家畜として経済形質

が良いものを育種しようとしているんですが、これからは耐病性というのも１つ

の育種の重要な形質になると思います。参考に検討していただきたいと思います。 

○松本委員長：ありがとうございました。それでは向井委員お願いします。 

○向井委員：特に家畜改良センターの大家畜の育種改良というのは、最低のスパ

ンは10年と考えなければならないと思うのです。これ位の期間がないと、本来の

育種改良の成果が上がらないというのは、これは世界的な話で、そういう意味で、

日本の強い農業という方針から考えますと、わが国の改良の資源をどう作り上げ

ていくかという視点、これをなしにして、いわゆる行政的な今のコスト、あるい

は今の経費をレートに換算すると、私は将来日本に大きな禍根を残すと。そうし

ないと、世界の国々はともに育種改良をやって、ともにお互いに切磋琢磨してい

る。そこだけ、表現悪いですけれども、そういうコストだけでみるということは

許されないんじゃないかという視点を持ってほしいということです。 

○松本委員長：ありがとうございました。どうぞ、そのほかお願いします。はい、

佐々木委員どうぞ。 

○佐々木委員：消費安全技術センターのことですが、１枚目に業務内容を書かれ

ておりまして、上のほうの欄の中の下の２行、「農林水産行政の目的を達成する

ための中核的な機関」というふうに書いてありますけれども、もう１つ国際的な

ことがあります。SPS協定とか、農薬の国際基準のところで非常に重要な役割を持

っていまして、独立行政法人の研究や調査の内容が国際的にも影響を与えるよう

な仕事をしていますので、もうちょっと強く国の代行をしているとことをきちん

と書くべきできないかというように思いました。 

 特に、農薬、それから飼料については、BSEですとか、肥料ですとダイオキシン

とか、いろいろな国際な目標を持った環境の問題ですとか、そういうところにも

貢献していますので、もうちょっと強く存在意義を書いたほうがいいんじゃない

かと思います。 

○松本委員長：ありがとうございました。そのほかございませんか。 

 それでは、ただ今、委員からご発言がございまして大変重要な、また貴重なご

要望が出されておりますので、各法人におかれましては、これをぜひとも文書内
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で反映していただくようにご検討をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、次に技術会議事務局研究調整官より農業・食品産業技術総合研究機

構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター並

びに土木研究所の組織・業務の見直し案についてご説明をお願いします。 

○研究調整官：技術会議事務局研究調整官の樫村でございます。よろしくお願い

します。 

 私のほうからは、今ご説明がありましたように、農業関係の４つの研究法人、

それから一部の業務が農林水産省と共管となっております国土交通省の土木研究

所の見直し案についてご説明させていただきます。 

 なお、農業関係の４つの研究法人でございますけれも、共通見直し事項も多く

ございますので、まとめてご説明させていただきたいと思います。 

 資料の２－５をご覧いただきたいと思います。 

 資料２－５の１ページに農業関係の４つの研究法人の業務内容の概要を書いて

おります。簡単に申し上げますと、農業・食品産業技術総合研究機構、通称農研

機構と略称していますけれども、ここは現場の課題解決につながる基盤的・先導

的な忚用研究等を実施しております。 

 なお、見直しの案の中身でまた言及いたしますけれども、ここはそうした研究

のほかに、試験研究の委託業務、それから農業機械の改良に関する試験研究、近

代的な農業経営に関する教授業務といったものも、併せて行っております。 

 それから農業生物資源研究所、ここはバイテクを活用した革新的技術の開発、

遺伝資源に関する基礎的な研究を実施しております。また、農業環境技術研究所

は、生物の生育環境、農業環境と呼んでおりますけれども、こういった環境の保

全および改善に関する基礎的な研究を実施しているところでございます。 

 また、国際農林水産業研究センター、略称JIRCASと呼んでおりますけれども、

ここは東南アジア、アフリカといった開発途上地域における農林水産業に関する

技術開発を実施しているところでございます。 

 それでは１ページめくっていただいて、初めに４法人共通の見直しでございま

す。 

 まず、有識者会議等からこの４法人が実施している研究開発につきましては、

相互に非常に密接に関連している。そういったことから、４法人の連携による相
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乗効果の発現を図るべきじゃないか。あるいは、管理部門の一層の効率化を図る

べきではないかといった指摘がございました。これを踏まえまして、４法人にお

ける組織のあり方、業務の実施方法につきましては、次期中期目標期間中を目途

にいたしまして、抜本的に見直すことにしております。 

 また、次期中期目標で実施する研究につきましては、食料自給率の向上、食料

の安定供給の実現、それから地球温暖化等地球規模課題への対忚、６次産業化の

推進、国際的な食料需給の安定など、農業生産上の重要課題に対忚したものに重

点化することとしております。その下の業務全般に関する見直しは、共通事項で

ございますので、ちょっと割愛させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。次のページからは４法人のうち、農研機構、

農業・食品産業技術総合研究機構に関する見直しでございます。 

 農業関係の研究というのは、多くの場合、中長期的な展望のもとで進められる

ものでありまして、今回、研究の重点化を行うわけですけれども、そういう中で

も、現行の研究を引き継いで発展させることが必要なものも多くございます。し

かしながら、一部の研究につきましては、現中期目標におきまして打切りといた

しまして、次期中期目標には後継となる課題を設定しないということを考えてい

ます。 

 具体的に申しますと、農業・農村の多面的機能関係の研究などの農研機構で実

施する必要性が乏しい研究。あるいは、りんごの省農薬栽培技術など研究が現行

の中期目標期間中に進展いたしまして、今後は公立試験研究機関など他の研究機

関に引き継ぐことが適当な研究。あるいは、研究開始から相当期間経過いたしま

しても、活用実績が低調であり今後続ける必然性が認められないような研究、こ

ういったものにつきましては、今年度平成22年度限りで廃止することとしており

ます。 

 次は、農業経営者育成にかかる教授業務でございます。これにつきましては、

現行農業者大学校における教育は、在学者が卒業する平成23年度までといたしま

して、24年度以降の教育につきましては、６次産業化など新たな展開をリードす

る人材、あるいは先進的な農業を展開する農業経営者の育成に重点を置きまして、

他の教育機関にないような内容となるように抜本的に見直すこととしております。 

 なお、その運営主体や仕組みにつきましては、食と農林漁業の再生推進本部に
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おける検討と整合を持ったものとすることにしております。 

 次でございますけれども、基礎的研究業務、これは大学等を対象としました提

案公募によって研究開発を委託実施している業務でございますけれども、その見

直しでございます。 

 この基礎的研究業務におきましては、農研機構の研究実施部門も資金を受ける

仕組みとなっております。こういったことから、現在ファイアーウォールといた

しまして、勘定を別にする、あるいは本業務に関する権限を担当部署である生物

系特定産業技術研究支援センターの所長に委任するなどの処置を取ってきたとこ

ろでございますけれども、公平性・公正性の観点から見ますと、やはり国民の疑

惑を招くおそれがぬぐえないといったことから、平成23年度の新規採択からは農

研機構内部への資金配分は中止することとしております。 

 また、実施主体につきましても、今後、国等への一元化を検討することとして

おります。 

 それから、ウルグアイ・ラウンド対策研究開発事業、これの成果の普及事業と

いうのをやっているんですけれども、これが開始から10年が経過いたしまして、

これ以上継続してもさらなる事業化が見込まれないことから、平成22年度限りで

廃止することとしております。 

 次、民間研究促進業務でございますけれども、これは財投からの出資金を原資

といたしまして、民間企業に試験研究を委託するものでございまして、その成果

である製品の売上納付によりまして資金を回収するものでございます。ただ、こ

の業務につきましては、平成22年度の売上納付額が計画の１割程度にとどまって

いることに加えまして、21年度末における繰越決損金が約19億円生じていること

を踏まえまして、新規案件の募集・採択を平成23年度から停止することとしてお

ります。 

 一番下の特例業務ですけれども、これは平成17年度に終了いたしました民間企

業の試験研究に対する出資貸付事業にかかる株式の処分、あるいは債権の管理回

収を行っているものでございますけれども、これにつきましては、遅くとも平成2

7年度までには廃止することとしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 農業機械の開発でございますけれども、これにつきましては、開発成果が生産
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現場に普及いたしまして農業生産性の向上等が図られるようテーマの採択にかか

る審査を強化するとともに、開発意欲の高い民間企業と共同研究を行うことなど

によりまして、緊急性の高いもの、あるいは実現可能性の高いものに特化するこ

ととしております。 

 それから次でございますけれども、農研機構の場合は全国各地に研究拠点を保

有しています。現中期目標期間における検討で、そのうちの６カ所について組織

を見直すことといたしました。この見直すことにした小規模研究拠点につきまし

ては、次期中期目標期間中に統廃合をしたいというふうに考えております。 

 それから、これはこのすぐそばですが、虎ノ門にございますけれども、生物系

特定産業技術研究支援センター東京事務所、またその一部にありますけれども、

産学官連携推進本部東京リオゾンオフィス、これにつきましては、平成23年度中

に東京23区外へ移転させることとしております。 

 それから一番下でございますけれども、保有資産の見直しということで、これ

から資産の見直しを進めていくわけですけれども、例えば3Dドーム型景観シミュ

レーションシステム、こういった業務遂行に必要がない資産については、早急に

処分することにしております。 

 次のページをお願いいたします。ここから農研機構を除くところでございます。 

 まず農研機構を除く３法人、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、それ

から国際農林水産業研究センターにつきましては、特許の保有コストが特許収入

を上回っていることから、実施許諾の可能性をより厳格に判断して特許を出願す

る、あるいは、保有している特許につきましても、保有する必要性を見直すとい

ったことを行いまして、自己収入の拡大を図ることとしております。 

 それから次に行きまして、農業生物資源研究所、ここが茨城県の常陸大宮に放

射線育種場というものを設置しております。この放射線育種場で依頼を受けて照

射をやっているんですけれども、自己収入を拡大するため、その照射料金の見直

しを行うことにしています。 

 また、この放射線育種場を利用する人のために寄宿舎を置いているんですけれ

ども、その利用率が低いということがございますので、次期中期目標期間中にこ

の寄宿舎を廃止いたしたいと思います。なお、廃止するにあたりましては、当然

これまで尐ないとはいえ利用していた方がおりますので、そういった方に不都合
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が生じないような措置を講じた上で廃止するということを考えております。 

 また、国際農林水産業研究センター、ここが沖縄の石垣島に設置しております

施設がございまして、これはオープンラボでございますけれども、島嶼環境技術

開発棟というものを設置しています。この施設は亜熱帯・島嶼の土壌を対象とし

た土壌流亡試験などを実施できるなかなか世界的に見ても他に類を見ない施設で

ございますので、積極的に周知活動を行うことなどによりまして、さらなる利用

促進を図ることとしております。 

 引き続きまして土木研究所の見直し案についてご説明いたします。 

 資料の２－６をご覧ください。この項につきましては、この法人の担当業務の

うち、北海道の農業、それから水産分野の研究開発にかかる業務が農林水産省の

共管となっております。 

 １ページめくって２ページをお願いいたします。今回は共管部分に関係する部

分のみご説明いたします。 

 初めは、事務及び事業の見直しでございますけれども、研究業務につきまして

行政施策の立案等に反映するための研究など、民間等ではできない、この法人が

やるべき研究に重点化する。その上で関連研究機関等と連携することなどにより

まして、効率的・効果的な実施に努めるということとしております。 

 ２点目でございますけれども、業務実施体制の見直しといたしまして、平成20

年度に北海道開発局からの業務移管に伴い設置されました寒地技術推進室、これ

につきましては、実は移管のときにかなり集約をしたのですけれども、それをさ

らに集約を図るということにしております。 

 以上が農業関係の４研究法人および土木研究所の見直し案の基本的な考え方で

す。 

○松本委員長：ありがとうございました。ただ今は、技術会議事務局研究調整官

から研究機構等の４法人の組織・業務見直し案と、それに土木研究所の組織・業

務見直し案をご説明いただいたところです。 

 ただ今から質疑忚答の時間にあてたいと思います。どうぞ、挙手をなさってお

願いします。 

（なし） 

 最後に全体的にもう一度お伺いする機会がございますので、それでは、一忚、
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次に移らせていただきます。 

 次は、林野庁研究保全課長より森林総合研究所の組織・業務の見直し案につい

てご説明をお願いいたします。 

○研究・保全課長：研究・保全課長の出江でございます。森林総合研究所の見直

しについてご説明を申し上げます。 

 資料の２－７をご覧ください。 

 上段に研究所の内容を書かせていただいております。当研究所は大きく分けて

森林・林業分野の研究と旧緑資源機構から継承いたしました水源林造成事業等の

事業を行ってございます。この上段のところですと、緑色左側が研究部門、それ

から緑資源から引き継ぎました部分が右側の３つと、こういうことでございます。 

 まず、研究事務事業の見直しでございます。 

 研究業務につきましては、下段に見直しの基本的考え方が入っていますのでご

説明を差し上げます。森林・林業政策上の、優先事項を踏まえた研究課題の重点

化を行います。この際に森林保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発の

研究につきましては、22年度限りで廃止とすることにいたします。 

 また、地球温暖化対策に向けた研究につきましては、今後、他の研究機関、環

境省所管の国立環境研究所等の研究課題との重複の排除を図りつつ、連携を強化

いたします。都道府県に配布をしております林木の原種の配布価格につきまして

は、優良種苗の普及および都道府県のニーズ等を配慮しつつ、生産コストの検証

を行った上で価格の見直しを行い配布収入の拡大を図ります。 

 特許の権利維持につきましては、保有コストの低減を図るとともに技術移転の

活動の活性化を行い、さらなる特許収入の拡大を図ることといたします。  

 次に、水源林造成事業につきましては、事業の収支バランスに係る資産を不断

に見直すとともに、森林施業のコスト削減に向けた取組を徹底いたします。特定

中山間保全整備事業等につきましては、災害等のやむを得ない理由がない限り特

定中山間保全整備事業につきましては平成25年度中に、農用地総合整備事業につ

いては平成24年度中に廃止することといたします。 

 続きまして、組織等の見直しについてでございます。 

 研究データを取るために国有林の中に設置しております試験林を次期中期目標

における研究課題の変更等にあわせまして、引き続き見直しを行ってまいります。 
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 水源林造成事業等を実施している森林農地整備センターについてでございます。

特定中山間保全整備事業等の事業完了に併せて関係する現場組織を縮減・廃止い

たすことにいたします。 

 また、川崎の森林農地整備センター本部及び港区の関東整備局については、つ

くば市の研究本所との統合を含め移転・共用化を検討した上で実施をいたします。

さらに全国33カ所の水源林整備事務所につきましては、整備局への統合・集約化

による縮減を行うとともに、研究所の支所等の施設との共用化を検討いたします。 

 なお、水源林造成事業につきましては、法律に定める日までの間、森林総合研

究所が実施することとしているところでございますが、本事業の将来の実施主体

の検討を早急に進め、結論を得ることといたします。 

 続きまして、保有資産の見直しでございます。 

 試験研究のために法人が所有しております東京多摩市にあります連光寺実験林、

京都府伏見区にあります島津実験林および宇治見実験林について試験調査等の早

期終了、別の試験地の確保等の所要の措置を講じた上で島津・宇治見実験林は国

への返納措置または売却を行うこととし、連光寺実験林は同様の措置を検討する

ことといたします。 

 水源林造成事業の出先事務所の奈良水源林整備事務所につきましては、先ほど

申し上げました組織の見直しを行い、また建物の老朽化も配慮しつつ国への返納

または売却を検討いたします。 

 職員宿舎につきましては、杉並区の職員宿舎８号、成宗分室および盛岡市の職

員共同住宅については、事業の完了等により不要となるため、国への返納または

売却を行います。 

 特定中山間保全整備事業等の書類倉庫として保有するいずみ倉庫についても、

地価賃借料の動向等を費用対効果を踏まえ、国への返納または売却を検討いたし

ます。 

 以上、森林総合研究所の組織・事業見直しについてご説明をさせていただきま

した。 

○松本委員長：ありがとうございました。それでは次に、水産庁研究指導課長よ

り水産大学校、水産総合研究センターの組織・業務の見直し案についてご説明を

お願いします。 
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○研究指導課長：研究指導課長でございます。 

 まず、資料２－８につきまして、水産大学校につきましてご説明させていただ

きます。 

 まず、水産大学校でございますが、資料の上のほうに書いてございますが、水

産大学校、水産業を担う人材の育成を行うわが国唯一の水産専門の高等教育機関

ということで、高等学校を卒業した生徒を受け入れまして水産業界に担い手を育

成すると、送り出すということをやってございます。それで、左側に事務・事業

の特性が書いてございますが、非常に入試倍率が高く、また片方で、実際の教育

につきましては、全学生に乗船実施を必修化してやるなど、実学を重視したカリ

キュラムを行ってございます。 

 それから、特に海技士、特に船の幹部職員の資格でございますが、この水産系

の海技士の養成につきましては、全国で２機関のみが行っておりまして、特に機

関士に関しましては、水産大学校のみが行っているということでございます。 

 それで、右側に今回の見直しの基本的な考え方が書いてございます。 

 まず１番目は、専攻科定員配分の見直しということでございます。専攻科というのは、先ほど

申しました水産系海技士を養成する機関でございます。機関士の養成は水産大学校のみで

あるということ。それから非常に近年、海技士への需要が高まっておるということから、特に本校

の水産大学校のみが行っている機関士養成に重点化するようなかたちで、水産系海技士養

成の重点化を図っていきたいというのが１点目でございます。 

 それから、２点目は、特に国立大学法人の中で、海の生物等の教育研究を行っ

ているところがあるわけでございますので、そういったような国立大学法人との

連携強化を図ることによって教育効果の向上、あるいは効果的・効率的な教育の

あり方の検討を行っていきたいということでございます。 

 そして、これらを行う際には、全体で事業規模の縮減を図ってまいりたいとい

うことが、今回の水産大学校の基本的な考え方でございます。 

 続きまして、資料２－９に水産総合研究センターの見直しの基本的な考え方が

書いてございます。 

 それで、水産総合研究センターはセンターの目的のところに書いてございます

が、水産に関する調査・研究、技術開発を行うわが国唯一の総合的研究機関でご

ざいます。 
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 それで、下のほうに書いてございますが、センターの事務・事業の特性といたしまして、例えば

国連海洋法条約に基づきまして日本周辺の水産資源の管理というのは、わが国の義務とさ

れております。 

 また、かつお・まぐろのように複数の国の排他的経済水域にまたがって回遊す

るような資源につきましては、各国が組織する国際機関が科学的機関の資源評価

に基づいて資源を管理するということになってござまして、いずれもその国に、

もしくはそれに準ずるような機関がきちんとした資源の調査・研究を行うという

ことが必要でございます。そのような調査・研究を行う。あるいは国の政策実現

のために必要な調査・研究を行うと。こういうようなかたちでの調査・研究を行

っているというのが１つ大きな特性でございます。 

 それから２番目に書いてございますが、水産総合研究センター、もともと水産

庁の研究所を前身にしてございましたが、さらに栽培漁業と申しまして、種苗を

天然の海に放流して人為的に資源を増やすという技術開発を行っておりました日

本栽培漁業協会、これは社団法人でございました。 

 それから、海洋水産資源開発センター、これは例えば、省エネで漁業操業を行

う技術の開発。あるいは小形魚の混獲を防ぐような漁獲技術の開発。こういうよ

うなものを行っておりました特殊法人でございます海洋水産資源開発センター。 

 それから、さけ・ますの種苗放流、資源管理を行っておりましたさけ・ます資

源管理センター、こういった３つを統合して総合的な研究所になっているという

のが、この水研センターの特徴でございます。 

 今回の見直しの基本的な考え方でございますが、まず１つは、試験研究・技術開発の重点

化ということでございます。特に水産行政の喫緊の課題に的確かつ効率的に対応するために

研究課題を重点化するということでございます。ここには具体的書いてございませんが、例えば

先ほど申しましたわが国周辺資源の管理に資するような資源の評価の技術開発。あるいは

沿岸漁業に関するもの。 

 これ具体的に申しますと、日本周辺の資源につきまして、資源の管理、それか

ら種苗の放流、あるいは水産生物の生育場の造成。こういったものを総合的に組

み合わせて、沿岸漁業の生産性を高めるというような技術。あるいはマグロ、あ

るいはウナギ等の完全養殖の技術開発等々の水産行政に重要なものに研究開発を

重点化するということ。これを通じまして、費用の縮減を図るというのが１点目
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の内容でございます。 

 それから、２点目の地方組織の見直しについてでございますが、先ほど申しま

したとおり、水研センターは日本栽培漁業協会、あるいはさけ・ます資源管理セ

ンターという、種苗の生産を行っている機関と合併してございます。それで今回

の見直しにあたりましては、そのような種苗生産を行ってございます栽培漁業セ

ンター、あるいはさけ・ますの事業所を資源等の調査・研究を行っている各研究

所と一体的に事業を実施するということによって費用を縮減しようとことでござ

います。 

 それから、特にさけ・ますの事業所につきましては、先ほど申しました水産研

究所の組織の一元化を図るとともに、調査・研究、あるいはモニタリングのみを

行っている事業所というのが一部ございまして、このような事業所については、

さけ・ますの放流を行っている事業所に統合するということを行うということで

ございます。 

 それから、３番目の保有資産につきましては、海洋資源開発勘定というもので漁獲変動のリ

スクを低減するための資産を持ってございましたが、これにつきまして必要最小限のものに限定

して、残りは国庫にお返しするということを行うということでございます。 

 以上、水研センターの見直しの基本的な考え方でございました。以上です。 

○松本委員長：ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の３法人の見直し当初案について、ただ今から質疑忚答の時

間に入ります。どうぞよろしくお願いします。はい、児玉委員どうぞ。 

○児玉委員：森林総研と今の水産と関連するんですけれども、森林総研のほうで

は、森林の保健・レクリエーション機能の活用技術開発の研究を廃止ということ

になってます。あと水産のほうも、今ご説明はなかったんですが、資料のほうで

漁業・漁村が持つアメニティや自然環境多面的機能の評価手法の、こういったこ

とを廃止するということで、農村とか漁村が持つ多面的機能の関係については、

軒並み廃止ということなんですが、そんなに多額の予算は使われていないと思う

んですけれども。 

 そもそも林野庁のほうも部材価格だけじゃなくって森林の多面的機能というこ

とで、こういう研究を始めたと思いますので、もう成果が出てしまったのか、あ

るいはまだ出ていないようでしたら、どこに引き継ぐとか、研究の今までの途中
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の成果なども関連機関に引き継ぐとか、非常に国民の関心の高いものですので、

安易に研究廃止とうたうのではなくて、何か私がさっき言ったようなどこか引き

継ぐとか、そういうことをしていただきたい。 

○松本委員長：はい。ただ今の意見に対して、森林総合研究所から何か忚答あり

ますか。 

○研究・保全課長：今回ここに書かせていただいておりますのは、これまで１つ

研究の柱立てとして立てた部分については、次期の中期目標期間の研究の重点化

の中で整理をいたします、という趣旨でございます。森林の多目的機能そのもの

については、森林の保健機能も含まれているものですので、そういう中で今後、

全体として見ていくようなことになるのかと思っております。 

 ただ、いずれにしましても、今ご指摘を受けましたように、この中につきまし

ても当然一定の研究成果が出たものについては終了というものもありますし、そ

れから全体の中で見ていくような多目的機能と一体となっているような部分とい

う側面もありますので、そういうことを引き継げるものについては引き継いでい

く、終了するものは終了していくことを考えております。 

○松本委員長：それでは、同様のことを水産関係でお願いします。 

○研究指導課長：漁業・漁村が持つアメニティ機能等、あるいは自然環境保全の

多面的機能強化というものにつきまして、これ平成22年度で一定の成果を得ると

いうことで、この項目としては廃止するということでございます。 

 それで、これ具体的にどんなことを行っているかと申しますと、例えば、アサリ等が水質保全に

どんな役割を持っているかというようなことをきちっと評価するということでございます。それで、そう

いう評価を行う上で基本となります、例えば貝類の生理・生態等に関する研究というのは、当

然引き続きいろんな面で重要でございますので、これ関連する研究がすべてなくなってしまうと

いう性格のものではないと。こういう項目として行うのは中止するということでございます。 

○松本委員長：よろしゅうございますか。はい、それでは、小林委員どうぞ。 

○小林委員：これはほぼ同じ質問なのですが、変更の理由が書いてないので解り

にくいのではないですか。例えば森林総研の１ページ目の特定中山間保全整備事

業等については、25年度中に廃止とだけ書かれていて、なぜ廃止するのかという

ことを書く必要があるのではないかと思います。 

 それから、実施するものはすべてに平成23年度からと書いてあるのですが、次
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期中期計画なので、平成23年度からは当たり前のことですから、この代わりに理

由を書いたほうがいいのではないかと思います。 

○松本委員長：今のコメントよろしくお願いします。 

○整備課長：林野庁の整備課長でございます。 

 特定中山間の関係等、先ほども申し上げましたが、旧緑資源機構からの引き継

ぎ事業でございまして、平成20年の４月に引き継ぎをしましたときに、そのとき

に着手をしていた事業についは継続しますが、それが終わった時点で、もうこの

事業自体は廃止という方針が決められておりましたので、そういうことで、農用

地の整備等につきまして事業期間が必要ですので、その継続の期間が終了という

ところでお終いということになります。それが今の事業計画の中で現状程度の予

算の措置がなされますと、24年度ないし25年度で終わるということでございます

ので、そのときをもって廃止という約束になっているということで書かせていた

だいております。 

 新たに23年度からの分については、今後、次期中期目標・中期計画に基づいて

こういういろいろな見直しをやっていきますということでございますので、23年

度からという整理をさせていただいているということで、特段理由というわけで

はないかと考えております。 

○松本委員長：どうぞ、続いて。 

○小林委員：緑資源からの事業は全部廃止する。当初計画通り何年度に廃止する

ということを最初に書いておいたらいいがですか。緑資源のことに関しては、あ

れ自体が独法であったことは間違いだった、というような考え方に基づいて理由

はともかく何年度に廃止すると決められているんで、そのようにすると表現した

ほうが良いと思います。 

○整備課長：そのような趣旨を踏まえて対忚させていただきたいと思います。 

○松本委員長：よろしくお願いします。そのほか、ご意見ございませんか。はい、

どうぞ。 

○小林委員：水産大学校については、最近は漁業よりも養殖をする傾向が強まっ

ていますが、それについての知識を植え込む必要があるのではないかと思います。 

○研究指導課長：ここには書いてございませんが、水産大学校において養殖関係の教育も

行わせていただいております。 
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○小林委員：いわゆる海技士とか、そういうところに重点を置いているように受

け止められましたが。 

○研究指導課長：たまたま今回の見直しの中で海技士関係がかなり焦点を浴びま

したので、ちょっとそこに重点を置いた書き方になってございますが、教育内容

としては、先ほど申したとおり養殖等についてもきちっとやっております。 

○松本委員長：よろしくお願いします。そのほかどうぞ。 

 いつだったか忘れましたが、ウナギの人工飼育。世界で初めて開発された。私

は思わず心の中で手をたたいたわけでございますが、こういう非常に卑近な例と

なるかもしれませんが、アピール性の高いものはどんどんこうしたところに、基

本的な考えのところに例示として出していただきたい、そういうふうに思います。

何もサケ・マスよりもウナギが好きだからこういう言っているんじゃなくて、世

界的に非常に私は大きな技術、そういうふうに思います。現にどっかの文章に書

いていていただきたい。こういうふうに思います。そのほかどうぞ、ございませ

んか。 

 それでは、全体をとおしまして、全法人をとおしまして、改めてご意見という

ことで、もう一度いただくことにいたします。はい、小林委員どうぞ。 

○小林委員：定員等については先ほどの話では、分科会のほうにゆだねるという

お話でしたけれども、そうなると、例えば法人単位で、こちらの法人は非常によ

くやっているから許されるなら人員を増やして、こちらは活動が今一つだから削

減したいというような考えが働いたときには、分科会ではもう無理ですね。全体

の評価委員会で見直しをやらなければ絶対無理な話です。例えば先ほどの一番最

後に水産の研究法人でしたが、いつからかさけ・ますの養殖事業が一緒になって

います。その中で、統合後初めて人員のやりくりをしようとしています。統合さ

れてかなりの年数たって中期目標の変わり目に初めて実施されようとしています。

そういうことが、可能性として否定されていると考えたほうがよろしいんでしょ

うか。 

○松本委員長：じゃあ、よろしくお願いします。 

○文書課長：まず最初におっしゃりましたスケジュールからすると、２月13日に

委員の改選がございますので、中期目標を決める前に再度この本委員会を開きま

す。 
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 従って、そこで中期目標の中で、そういった定員のことについて何か書くよう

なことであれば、その場で、分科会でご審議いただきますけれども、委員の任期

の関係で評価委員会も必ず開きますので、ご審議というか、その場で中期目標の

ご説明の機会は出てまいります。 

 先ほど申し上げたのは、定員管理全体は総務省等が政府全体を見ておりますの

で、年が明けてみないとどういう方針が出てくるかわかりませんので、年明けに

そういうものが総務省等から出てくれば、議論に供したいということでございま

す。 

○松本委員長：そういうことでよろしゅうございますか。そのほかどうぞ。 

○研究指導課長：よろしいでしょうか。先ほど委員長からご指摘ございましたウ

ナギの完全養殖についてでございます。それで、これにつきましては、試験研究

の重点化の中で養殖生産技術の革新を行うという重点化すべき項目の中の１つと

して明示して、重点的にやっていきたいというふうに考えてございます。 

○松本委員長：よろしくお願いいたします。はい、どうぞ、そのほか。はい、向

井委員どうぞ。 

○向井委員：業務全般の見直し、あるいは中期目標の見直しにかかるというんで

すが、そのときの基本的なスタンスとして、これはもう今やキーワードになって

いるんですけれども、農と食料は安全と安心やと、これの確保するところ、特に

現在ある意味で言うと、食品の偽装とか、今般の宮崎における口蹄（こうてい）

疫、あるいは鳥のインフルエンザ、そういう迅速な対忚が必要なものに関しては、

やはり強い指導性なり、強い公権力の早期な執行というものが重要なことだろう

と思うんですよね。いわゆる業務の重点化ということは、十分承知しますけれど

も、そういうものに関して全方位を常に見まわして、目が届くというのは、やは

りそういう強い安定した組織が必要だろうと、私は思うんですよね。 

 起こってからいろいろ右往左往するより、まずそういう強い公権力を発揮でき

る組織をぜひ作っておいていただきたいと、それをなしに業務の効率化とかいう

ような話は本末転倒ではなかろうかと思いますので、ぜひ今日はここにありませ

んけれども、ご意見のような問題も現在では日本中の人たちが常に目にする言葉、

耳にする言葉でありますから、このFAMIC等も含めて、そういう現在最先端でやっ

ている人たちを考えた組織の見直しというのをぜひ考えていただきたいと思って
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おります。 

○松本委員長：ありがとうございました。そのほかございませんか。はい、井上

委員どうぞ。 

○井上委員：ちょっと具体的なところで恐縮なんですけれども、資料５について

お尋ねしたいと思います。 

 まず、資料５の５ページを開けて見ていただきたいんですけれども、農業生物

資源研究所と農業環境技術研究所、JIRCAS、国際農林産業研究センターのことに

ついて見直しの件で言及してあります。まずこの中でちょっと気になったのが、

一番下のJIRCASのオープンラボ施設の利用促進ということで大きな項目が立てて

あります。たまたま、こちらのパンフレットのところに、この事業所について、

ほかの事業所も同様に（予算書は）あるのかもしれないですけれども、JIRCASの。

予算が一番最後のページに書いてありまして、それを併せて見ていますと、「オ

ープンラボ施設の利用促進」というのを大項目に挙げるべきものなのかどうかと

いうのが１つ気になりました。 

 それから、あともう１つは、一番上の行には農環研のことについて述べなけれ

ばいけないにも関わらず、そのことについては１行も書いていない。これはやは

り組織としてのアイデンティティというんですか、やはりそれは入れるべきでき

ないかと私は思いますので、そのことについての質問と意見です。 

○松本委員長：以上２点。 

○井上委員：はい。 

○松本委員長：はい。それではただ今、井上委員からの２点の質問について回答

お願いします。 

○研究調整官：まず、JIRCASのオープンラボでございますけれども、他の法人に

もオープンラボがございますけれども、ここのJIRCASの沖縄のオープンラボが、

ここのところ急激に利用率が減ってきたということがございまして、その点を重

視いたしまして、特に今回の見直しの中で利用の促進を図るということを挙げて

いるところでございます。もちろんこれが１つ大きなものとして扱うというのが

どうかということはございますけれども、一忚、今回の見直しの１点として挙げ

させていただいているということでございます。 

 それから、農環研のことでございますけれども、農環研は４法人共通的な見直
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しが今回主体でございまして、個別的には、今回は特許関係のコストがかかりす

ぎているということが問題だったために挙げているところで、それ以外のところ

は４法人共通のところで書かせていただいているところでございます。 

○松本委員長：以上のようなこと井上委員ご納得いただけましたか。 

○井上委員：納得というわけではないんですけれども、一忚それぞれのところで、

もう一度検討していただきたいと思いました。 

○松本委員長：わかりました。注文として。 

○井上委員：はい。 

○松本委員長：そのほかどうぞ。 

○整備課長：委員長すいません、１点だけちょっとご確認をさせていただきたい

んですが。 

○松本委員長：はい、どうぞ。 

○整備課長：林野庁でございます。小林委員に１点だけご確認させていただきた

いと思います。 

 先ほどのご意見でございますが、お配りした資料２－７のほうは、わかりやす

い資料と思いまして、このように尐し簡潔にしてご説明いたしましたけれども、

その同じ資料２－７の３ページ以降がいわゆる見直しについての農林水産省とし

ての回答案でございまして、資料２－７の３ページのところでございます。一番

下のところに特定中山間保全整備事業等、それから１枚めくっていただいて４ペ

ージの頭に農用地総合整備事業のことが書いてございまして、表現ぶりは現在実

施中の区域の事業完了をもって廃止するという表現にさせていただいております。

先ほどもご説明しましたように、旧緑資源機構からの事業の継承分でございます

が、この回答案のほうはこのままでもよろしいでしょうか。ここに旧緑資源機構

から継承したうんぬんというのは、ちょっとくどいのかなという感じがしており

まして、現在実施中の事業完了をもって廃止しということで、24年度もしくは、2

5年度で完了ということで、いかがでしょうか。 

○松本委員長：じゃあ、小林委員ただ今の確認事項について回答お示しください。 

○小林委員：ここは組織・業務の見直しについて審議しているので、農水省とし

ての回答案がどうあれ、理由は書いたほうがいいと思います。ただ、緑資源から

継承したから廃止というんではなく、この事業はもう完了しておりこの法人で続
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けて実施すべきでないという判断に基づいて廃止になるわけですから。 

 たとえ要旨であっても、この文章を読んで、推移が完結していないといけない

と思います。 

○整備課長：私どもの理解はその部分につきましては、事業の発注にかかる契約

等について問題があったというふうに理解してございまして、事業の内容そのも

のについては継続をして、もちろん新たな部分はもうやらないということで、尐

なくとも現在進めているものについては、それが終わった段階でもうお終いにす

るというようなご判断があったものというふうに理解しておりますので、事業そ

のものがこのやむを得ない理由というのは、あくまでも予算的な措置ですとか、

災害等の突発的なことが起こらないことという意味でのやむを得ないという考え

方でございまして、いったん決められたものがそこは途中で断ち切るのではなく

て、尐なくとも差しかけになっているものは、きちんと終えてから完了にすると

いうことだと考えております。ただ新たな計画については、そもそも緑資源機構

の事業発注に問題があったという観点から行わないという処置だったと考えてい

ます。 

○松本委員長：いかがですか。 

○小林委員：緑資源機構の事業廃止の理由を云々するのではなく、森林総研の事

業としての廃止の理由が説明されないととても理解しがたいですよ。 

○松本委員長：その部分についてはいかがでしょう。もう尐し再考されて法人の

ほうで、小林委員のご意見を十分反映できるような格好で検討進めていただきま

すか。よろしいですか。 

○整備課長：ありがとうございました。 

○松本委員長：石井委員どうぞ。 

○石井委員：予定の時間に近くなっていますけれども、よろしいでしょうか。 

 私、まあここのではありませんけれども、独法の重要度とか、それからその成

果ですね、かなり高いものがあると思うんですよね。ただ、それを国民に向かっ

て情報発信する方法がまずいんじゃないかと思うんです。それで具体的な提案で

すけれども、独法の人をあてるんではなくて、民間で広報活動をやった人がリタ

イアして、この人たちはもう要するにボランティアのような気持ちでやる人がい

っぱいいると思うんですよ。そういう力を結集してもっと国民に情報を発信して
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いって理解を仰ぎ、さらに指示を仰がないと、仕分け人まで無駄だとか何とかと

言ったって誰の支援もないわけですよね。やっぱり情報をうまく発信して、すで

に人材を活用して、それでやっぱり国民の支持を得る、そういうふうな方向が大

事だと思う。これは意見ですので、ぜひ検討していただきたい。 

○松本委員長：大変貴重なご意見だと思います。もっと民間のそうした活力を上

手に生かして情報発信をもっと積極的に国民にわかりやすい格好で出していった

らどうかというご指摘でございますので、各法人のただ今のご報告の中に、石井

委員のこのご意見を十分反映できるような、そういう文章にひとつご検討いただ

ければと思っています。そのほかいかがですか。はい、小川委員どうぞ。 

○小川委員：個別な水産大学校のことなんですが、資料２－８です。右側に見直しの基本

的考え方の２番目に、国立大学法人と連携強化による教育効果の向上というような考え方

がありますけれども。教育の向上は多いに結構なこと何ですけれども。それで国立大学法人と

の連携強化ということを特にうたう、その意味がよくわからないし。それから例えば水産総合研

究センターでも、例えば先ほどのウナギのこともありますし、先端的な研究をやられているわけな

ので、こういう書き方をすると、水産大学校で教育を担えない部分をどっかに外注してというよう

な印象を与えて、非常にマイナス的に読み取れてしまうので、もっと書き方を工夫されたらいい

んじゃないかと、ちょっと思いました。 

○松本委員長：ありがとうございます。いかがですか。ちょっと待ってください。

水産関係の方、どうぞ。今のご意見は十分反映していただけますよね。 

○研究指導課長：この見直し自身が実は行政刷新会議、あるいは総務省の政・独

委からの見直しの方向性なども踏まえて作られているということがございまして、

そのような中でやはり、なぜあえて特段にするのかという議論はあろうかと思い

ますが、国立大学法人との連携強化、今までやってまいりましたように、これか

らもやっていくということで、書かせいていただいているということでございま

す。 

○松本委員長：とは言えども、今の委員のご発言は慎重に扱っていただきたいと

思います。丁寧に扱っていただきたいと思います。早坂委員どうぞ。 

○早坂委員：森林総合研究所の業務の中で１つお願いがあります。いろいろと森

林林業分野の推進ということで書かれているんですけれども。今年公共建築物で

の木造化ということで法律が制定されております。それで、この書きぶりを見ま
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すと、大変木造に関してとても弱い表現であると。と言いますのは、木材という

言葉が確かに１カ所出てきております。森林と木材とか、あと林業と木材産業と、

こういうかたちで出てきてはいるんですけれども。きちっとしたかたちで木材利

用の研究開発とか、そういう単独の項目で入れていただけないかどうか、ご検討

願いたいと思います。 

 以上です。 

○松本委員長：ありがとうございました。じゃあ、その点よろしくお願いしまし

た。では回答をお願いします。 

○研究・保全課長：ここで書いておりますのは、政策上の優先事項を踏まえてと

こういうように書かせて、ざくっと全体。今後、中期目標・中期計画の中で、ど

ういう柱立てをしていくのか、そこのところを詰めていくことになりますので、

その中で当然にそういう公共建築物の法律を踏まえた、そういうのがこの優先順

位の１つになってくるのだろうと思いますので、その中で具体に書いていくとい

うことで、この時点では１つ１つ挙げていくのではなくて、実際の項目、こうい

う書き方をさせていただいた上で、具体の目標・計画の中で、そこをしっかりと

書いていくように受け止めさせていただいて、次の段階の議論の中でしっかりと

生かさせていただきます。 

○早坂委員：要するに、それだけ重要視してくださいという意味で申し上げまし

た。 

○研究・保全課長：はい。 

○早坂委員：よろしくお願いします。 

○松本委員長：よろしくお願いします。たくさんのご意見をちょうだいしまして

ありがとうございました。先ほど申しましたように委員からいただきましたご意

見はなるべくこの見直し案の中に反映していただくように努めて見直しをしたい

と思います。時間の関係で、意見を出していただくのはこの辺で一忚区切りをさ

せていただきます。 

 それでは、中期目標期間終了時の事務・事業全般の見直しについては、当委員

会としては、一忚異存なしという意見としてよろしゅうございますか。もちろん

この異存なしというのは、ただ今いただきました意見を反映した上でという条件

がもちろん入りますので、その案文については事務局側と私とで検討させていた
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だいて、完璧に近いものを出させていただく予定です。そういう意味での異存な

しということでありますか。これでよろしいでしょうか。 

（了解） 

○松本委員長：はい、ありがとうございました。それでは当委員会といたしまし

ては、そのように決定することということにいたします。 

 次の議題でございます。次は独立行政法人通則法改正による不要財産の国庫納

付等についてでございます。まず事務局から内容についてご説明をお願いいたし

ます。 

○文書課課長補佐：資料３に基づきまして簡単にご説明させていただきます。 

 独立行政通則法の一部を改正する法律が本年５月に成立いたしました。関連す

る政令とともに11月27日に施行されたところでございます。これによりまして独

立法人が保有する不要財産の国庫納付が可能となりました。不要財産というのは、

１ページ目に参考２に書いてございますけれども。不要となった金銭ですとか、

土地、それから同時期に売ったような売上による譲渡資金、こういうものをさし

ます。こういうものを国庫に返すということになります。 

 資料３の２ページ目をご覧ください。 

 不要財産の国庫返納のプロセスが書いてございます。独立行政法人が不要財産

となるものを決めまして、これについて独法が大臣に認可申請書を提出する。大

臣が財務省協議とともに、大臣は評価委員会に意見を聴取を行うということを受

けまして大臣認可ということになります。この大臣認可の方というのは、評価委

員会に意見を聴取するという規定が定められておりますけれども、この件につき

ましては、個々の独法の個別事案ということでございます。個別事案についてご

審議をいただくということでございますので、分科会の審議事項とさせていただ

きたいということをお諮りする次第です。 

 つきましては、分科会の審議事項とすることをご検討いただければと思います

が、先ほどもお話しましたけれども、これご了解いただけましたらば、１月下旪、

もしくは２月上旪に開催される分科会におきまして、不要資産についてご審議い

ただくということになりますので、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：ありがとうございました。それでは今後、独立行政法人の不要財
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産にかかる事項につきましては、分科会の議決を委員会の議決とするということ

に決定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。それでは当委員会といたしましては、不

要財産の国庫納付等の大臣認可に先立つ評価委員会の意見聴取につきましては、

各分科会においてご審議いただくように決定することにいたします。 

 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が、

全体を通しまして何かごさいましたら、この際承りたいと思います。どうぞ。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、最後に事務局から連

絡事項がございますので、よろしくお願いいたします。 

○文書課課長補佐：本日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。議事録ができあがり次第、各委員の皆さまに内容を確認

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。資料の公開につきましても同様となります。 

 今後のスケジュールでございますが、先ほど分科会の開催を１月下旪ないし２

月上旪を考えていると申し上げましたが、具体的には委員長と相談の上、改めて

連絡をさせていただきます。また、来年２月の評価委員の改選につきまして、公

募などの手続きを開始しているところでございますけれども、具体的には年明け

以降、政務三役により検討が行われる予定となっておりますので、併せてご報告

申し上げます。 

 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本日の評価委員会を閉会とさせていた

だきます。 

 皆さま方におかれましては、長時間にわたりまして熱心なご審議をいただき、

まことにありがとうございました。予定の時間を10分ほど超過いたしましたこと

お詫びいたします。どうもありがとうございました。 

 

 


