
 

 

 

 

 

 

農林水産省独立行政法人評価委員会 

第22回議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省大臣官房文書課 



第22回農林水産省独立行政法人評価委員会議事次第 

 

日 時：平成25年２月22日（金）13：28～14：12 

場 所：農林水産省 第２特別会議室 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）委員長の選任及び委員長代理の指名について 

（２）各分科会の審議の経過及び結果について 

（３）農林水産省所管独立行政法人の次期中期目標について 

（４）その他 

 

３．閉 会 
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○文書課課長補佐 委員の先生もおそろいになられたようでございますので、

ただいまから始めさせていただきたいと思います。 

○文書課長 本日は、皆様大変御多用のところ、第 22 回「農林水産省独立行政

法人評価委員会」に御出席いただきまして、大変ありがとうございます。 

 私は、独法評価委員会の事務局を担当しております文書課長の新井でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、委員の改選後、初めての評価委員会となりますので、委員長が選任

されるまでの間、私のほうから議事進行をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず、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ところ、委員 25 名のうち 15 名の方

が御出席となっておりますので、本日の委員会は成立要件を満たしていること

を御報告させていただきます。 

 最初に、委員の先生方の御紹介をさせていただきます。 

 今回の委員改選におきましては、委員総数 25 名といたしまして、12 名の委員

に新たに御就任いただきました。本日御出席の委員の皆様を御紹介させていた

だきます。 

 池田委員でございます。 

 大西委員でございます。 

 小川委員でございます。 

 恩田委員でございます。 

 佐藤委員でございます。 

 田村委員でございます。 

 千年委員でございます。 

 辻委員でございます。 

 長田委員でございます。 

 野村委員でございます。 

 平松委員でございます。 

 文野委員でございます。 

 三井委員でございます。 
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 安元委員でございます。 

 吉田委員でございます。 

 また、本日は、足本委員、荒牧委員、岩渕委員、菅委員、齋藤委員、酒井委

員、榊田委員、長岡委員、橋口委員、渡邉委員の 10 名の方が御欠席との連絡を

いただいております。 

 前回に引き続きまして、今回再度お引き受け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申し上げたいと思ってお

ります。 

 また、新たに委員に御就任いただきました先生方におかれましては、それぞ

れの分科会などもございますので、どうぞ御活発な御議論をよろしくお願いし

たいと思っております。 

 なお、議事につきましては、議事規則に基づきまして、議事録により公開と

させていただきますことをあらかじめ御報告させていただきます。 

 それでは、委員改選後初めての会合となりますので、委員長の選任をお願い

したいと思っております。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項に基づきまして、委員の互選とされているとこ

ろでございます。今回は、これまで委員長をお務めいただきました淵野前委員

長が退任されておりますことから、後任の委員長につきまして、皆様方から御

意見を賜りたいと思っておりますが、御意見がございます方はお手を挙げてい

ただけますと幸いでございます。 

 平松委員、どうぞ。 

○平松委員 これまでもこの評価委員会の委員でいらっしゃいましたし、また、

食料・農業・農村政策審議会畜産部会の委員なども歴任されておられます野村

哲郎委員が適任ではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○文書課長 いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○文書課長 それでは、皆様御異議がないようでございますので、野村先生、

御了解いただけますでしょうか。 

○野村委員 了解いたしました。 

○文書課長 よろしくお願い申し上げます。 
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 では、野村先生に委員長をお願いするということで、決定させていただきた

いと思います。 

 恐縮でございますけれども、野村先生、委員長席へよろしくお願いいたしま

す。 

（野村委員、委員長席へ移動） 

○文書課長 それでは、野村委員長に以下の議事をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○野村委員長 野村でございます。 

 不慣れな進行になるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 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、委

員長代理を委員長からあらかじめ指名させていただくこととなっております。 

 つきましては、本日御欠席でいらっしゃいますが、齋藤委員に委員長代理を

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず事務局から、配付資料の確認をお願いいたします。 

○文書課課長補佐 では、事務局から、配付資料の確認をさせていただきます。 

 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、 

 議事次第、資料１～４、参考資料を配付させていただいております。御確認

をお願いいたします。 

 なお、参考資料につきまして、特に御説明はいたしませんので、後ほどご覧

いただければと存じます。 

皆さん、よろしいでしょうか。不足や落丁がございましたら、随時お知らせ

いただければお持ちいたします。 

 よろしゅうございますか。 

○野村委員長 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。 

 まず初めの議事でございますが「各分科会の審議の経過及び結果の報告につ

いて」でございます。資料２をごらんください。 

 これまでの農業分科会、農業技術分科会、林野分科会、水産分科会の審議状

況を整理しております。分科会における審議の経過及び結果につきましては、
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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、委員会に御報告いただくことになっておりますが、各分科会の審議の状況

については、この資料２をごらんいただきまして、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。よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村委員長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 次の議事に入りたいと思います。 

 次の議事は「農林水産省所管独立行政法人の次期中期目標について」でござ

います。 

 まず、事務局より説明をお願いいたします。 

○文書課課長補佐 事務局の方から、全体の状況につきまして、かいつまんで

説明をさせていただきます。 

 既に御承知のこととは存じますが、農林水産省が所管いたします法人、特に

単独で所管する法人は 13 ございまして、このうち農畜産業振興機構、農業者年

金基金、農林漁業信用基金の３法人につきましては、今年度末で５年間の中期

目標期間が終了することになっております。 

 また、国土交通省所管ではございますが一部の業務を共管しております水資

源機構、内閣府所管ではございますが一部の業務を共管しております北方領土

問題対策協会につきましても、今年度末で中期目標期間が終了することになっ

ております。 

 これらをあわせた５法人につきまして、来年度以降の次期中期目標を作成す

る必要があるところでございます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、それぞれの独立行政法人の次期中期目標について、５法人の所

管課より説明をいただきます。 

 まず、生産局総務課長より、農畜産業振興機構の次期中期目標について、説

明をお願いいたします。 

○生産局総務課長 生産局総務課長の大杉でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 お手元にお配りしております資料３－１をごらんいただきたいと思います。 
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 これまで独立行政法人の事業規模などにつきましては、事業仕分けなどを通

じて、効率化・重点化などをやってきたところでございます。機構における経

営安定対策などの事業も大幅な削減が行われてきたところでございます。 

 一方、今般編成されました平成 24 年度補正予算、現在国会で審議中でござい

ますが、また、それに先立って行われました予備費第２弾で事業が措置されて

いるわけでございます。御案内のとおり、国際的に穀物市場において高騰がご

ざいます。また、原油価格も上がっています。これが餌の価格ですとか、燃油

の価格に直結しておりまして、経営環境の悪化がございます。こういったこと

に対します緊急措置として、800 億円程度を予備費、補正予算で措置しておりま

す。必要なものについては、所要額を確保して、事業を実施していく方向でや

ろうということでございます。 

 独立行政法人を取り巻く情勢は大きく変わってきておりますが、そういった

中で農畜産業振興機構についても次期中期目標案を策定したところでございま

す。 

 １ページは、機構の業務概要について記載しております。 

 当機構は、農畜産業、関連産業の健全な発展、あるいは国民消費生活の安定

に寄与することを目的といたしまして、農畜産物生産者の経営安定に資する対

策、また、それを補完する対策、農畜産物の需給調整などの対策、口蹄疫や鳥

インフルエンザ、東日本大震災の影響ですとか、経済情勢が急激に変化すると

いったことも含めまして、これらの課題に対応した緊急対策、そして生産者の

経営安定や需給動向の判断に資するための情報提供、農畜産物の価格なり需給

に関する情報の収集提供を行っております。 

 ２ページ以降に、次期中期目標案について記載させていただいております。 

 まず「業務運営の効率化に関する事項」として、５点挙げさせていただいて

おります。 

 １点目は、事業費の削減・効率化でございます。 

事業費につきましては、必要最小限のものに絞り込まれてきた経緯を踏まえ

まして、これまでのような一律の削減目標から、補助事業の効率化等を通じた

適正な水準の確保に努めることとしております。 

 また、業務経費（附帯事務費）につきましては、対前年度比１％の抑制。地
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方事務所の経費節減についても検討することとしております。 

 ２点目は、業務運営の効率化による経費の削減でございます。 

 役職員の給与水準につきましては、目標水準・目標期限を設定して適正化に

取り組みます。それとともに、検証結果、取組状況を公表してまいりたいと考

えております。 

 契約につきましても、引き続き一層の競争性あるいは透明性の確保に努めて、

適正化を推進していきたいと考えております。 

 ３点目は、業務執行の改善でございます。 

 コンプライアンスの推進など、内部統制機能の充実強化、情報セキュリティ

対策の向上などを図っていくこととしております。 

 ４点目は、機能的で効率的な組織体制の整備でございます。 

 機構の業務運営に真に必要な常勤理事数について検証してまいりたいと考え

ております。 

 ５点目は、補助事業の効率化でございます。 

 中央の公益法人に造成しております基金につきましては、定期的な見直しを

実施することとしております。また、機構に保有しております資金等につきま

しては、業務実施に必要な経費を確保してまいりたいと考えております。 

 次に、２つ目の大項目「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項」として、３点挙げさせていただいております。 

 １点目は、経営安定対策についてでございます。 

 畜産業振興事業における経営安定対策の補完対策について、畜産に係る環境

変化、あるいは事業実績や実施効果などを踏まえまして、不断の見直しを行う

こととしております。 

 野菜のリレー出荷の特例措置についてですが、効果的な周知、利用促進に資

する運用の見直しを行うこととしております。 

 ２点目は、需給調整・価格安定対策についてでございます。 

 野菜の緊急需給調整事業についてですが、国によるメニューの厳格な検証及

び廃止を含めた運用の見直しを行うこととしております。 

 ３点目は、情報収集提供業務についてでございます。 

 需給等関連情報の収集、提供に当たりまして利用者のニーズを的確に把握し
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た上で調査テーマの重点化を図ることといたしております。 

 ホームページによる情報発信の重点化、ホームページの機能強化を図ること

としております。 

 ３ページ「財務内容の改善に関する事項」として、２点挙げさせていただい

ております。 

 １点目は、運営費交付金の算定については、予算要求に当たりまして、運営

費交付金債務残高の状況にも留意しながら、適切な金額の算定を行うこととし

ております。 

 ２点目は、砂糖勘定の収支改善についてでございます。砂糖勘定につきまし

ては、制度関係者の取組を踏まえた交付金交付業務の適正な実施、短期金融市

場の金利動向を踏まえた借入コストの削減に努めることとしております。 

 最後になりましたが「その他業務運営に関する事項」でございます。 

 調査情報部の調査役についてでございますが、海外事務所の閉鎖にともない

まして、機能的に調査を実施するための組織体制としてスタッフ制に変更した

わけでございますが、役割分担を見直すなどして、真に必要な配置について検

討し、見直すこととしております。 

 以上、農畜産業振興機構の次期中期目標（案）についての説明でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 なお、次期中期目標の内容につきましては、本委員会終了後、各法人を所掌

する分科会において御審議いただく予定となっておりますことから、御質問は

できるだけ不明な点のみに絞っていただき、次期中期目標に対する御意見につ

きましては、分科会において改めて御発言いただければと思います。 

 御質問はございますでしょうか。 

 特に御質問はないようですので、次に、経営局経営政策課長より、農業者年

金基金の次期中期目標について説明をお願いいたします。 

○経営局経営政策課長 経営局経営政策課長の平形と申します。 

 私からは、独立行政法人農業者年金基金ということで、資料３－２に沿って

説明して参ります。 
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 まず、本日提出させていただいております資料ですが、先般、親委員会で御

承認いただいて、１月 29 日に決定いたしました「独立行政法人農業者年金基金

の中期目標の期間終了時における組織業務全般の見直しについて」の内容を反

映した中期目標を作成いたしましたので、御説明をさせていただきます。 

 まず、法人の概要でございます。 

 農業者年金基金は、昭和 46 年から開始されました農業者向けの国民年金の２

階部分の農業者年金に係る業務を実施しています。 

 制度発足以降、農業構造がかなり変化をいたしまして、現役世代が OB を支え

るのは非常に苦しい時代がございまして、平成 13 年に大きく方針を見直してお

ります。これまでの「賦課方式・確定給付型」から「積立方式・確定拠出型」

に制度を大きく転換してございます。このために、年金基金は 13 年までの年金

と 14 年以降の新しい年金の両方の業務を実施しております。 

 新たな年金制度につきましては、２つございます。１つは農業者の老後生活

の安定を図る意味での「農業者老齢年金」、もう１つは政策年金がございまし

て、これは認定農業者等一定の要件を満たす意欲ある若い農業者に対して保険

料の補助を行い、できるだけ若い農業者に入っていただくための「特例付加年

金」でございまして、新たな年金制度はこの２つの年金で構成されております。 

 農業者年金基金の業務というのは、下に図がございます。この中で「加入推

進」「被保険者の資格の審査・決定」「年金給付の審査・決定」「年金資産の

運用」につきましては新たな年金制度に関する業務。旧年金についても「年金

給付」の業務を基金が行っております。ただ、新制度の加入者が合計で大体 10

万３千人、旧制度の受給者もまだ 50 万人いらっしゃいますので、個々の農業者

の方に年金基金が対応することが難しいことから、農業委員会、農業協同組合

に業務の一部を委託しているところでございます。実際には、この農業委員会、

農業協同組合が加入の申込書の受付ですとか、保険料の徴収等の業務を行って

いるということでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農業者年金基金につきまして、次期中期目標（案）の概要でございますが、

大きく２つ、１つ目は業務運営の効率化に関する事項、２つ目として国民に対

するサービスの業務の質の向上でございます。 
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業務運営の効率化に関する事項として、１点目、現在、加入推進関係の業務

委託費については、農業委員会ごとに一定の加入推進をする組織に対して定額

で一律同じ金額の配分を行っておるのですが、ただ、こうなりますと、新規加

入の方が多いところ、少ないところにずっと同じ金額の業務委託費を払うこと

になりますので、今後は、できるだけ多くの方に入っていただくために、イン

センティブが湧くように、新規加入の実績を反映した配分方法に見直したいと

考えております。 

 ２点目でございます。先ほど申し上げましたように、農業委員会、農業協同

組合が行う保険料の徴収ですとか、加入申込書の受付が適正に処理できている

かということを基金が考査指導を行います。これが大体年間 2,400 ある受託機

関のうち、160 機関を考査対象として実施しているのですが、ここを少し基金の

人員を増強いたしまして、160 機関から 1.5 倍の 240 機関に増す。大体 10 年間

に一度は必ずどこかの受託機関に入るようにこの割合を上げていきたいという

ことでございます。 

 ３点目でございます。これはガバナンスですとか、業務の透明性に関するこ

とですが、年金基金の加入者や学識経験者による運営評議会というものを年２

回開いておるのですが、この議事内容については公開する。外部の方から見て

も、どういう話をしているのか、どういう指摘があったのか、どう答えたのか

ということが見えるようにするということが１点でございます。 

 もう一点でございますが、リスク管理等について、基金において今までいろ

いろな委員会等を作ってはいるのですが、内部統制についての基本方針という

ものを今まで作っておりませんでしたので、理事長を中心にした内部統制がど

ういう体系になっているのかというものを位置づけた基本方針を制定させたい

と考えております。 

 ４点目でございます。旧年金業務が受給者の減少に伴って縮小していくとい

うこともございますし、一方で考査指導についても、今まで以上にしっかりや

っていこうということなので、旧年金業務の縮小する業務と考査指導部門の強

化ということを踏まえて、常勤職員について、結果的には削減をするようなこ

とを検討するようにということで、中期目標に掲げております。 

 大きな２つ目、国民に対するサービスの業務の質の向上でございます。 
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 現在、日本の農業はとにかく若い方に農業に入っていただくということが一

番大きな至上命題になっております。この年金もそのための政策年金として位

置づけられているところがございますので、特に政策年金の対象になり得る 20

歳～39 歳までの若い農業者の加入に重点を置いた加入推進目標を設定すること

を中期目標に掲げたいと考えています。 

 このような目標は、実は今まで掲げたことがなく、今回新たに加入推進目標

を掲げるわけでございますが、現在 20 歳～39 歳の基幹的農業従事者、農業を職

業にしている人のうち、農業者年金に加入している方の割合がまだ 13％という

ことでございます。この割合を 20％まで引き上げたいと考えています。20％と

いう目標は低いように見えるかもしれませんけれども、20％というのは、20 歳

～39 歳の農業従事者に占める認定農業者の割合そのものになりまして、認定農

業者が政策支援の要件になっておりますので、非常に高い目標を掲げたつもり

なのですが、ぜひこの目標に向かって加入推進を図っていきたいと考えており

ます。 

 もう一点ですが、新たな電算システムを 26 年度から稼働できるよう、現在、

開発中でございまして、これによりまして標準処理期間を大幅に短縮したいと

思っております。加入手続は 60 日が 30 日、年金の裁定手続については 90 日が

60 日というようにしたいと思っておりますので、このような内容の中期目標

（案）を考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

 それでは、次に、経営局金融調整課長より、農林漁業信用基金の次期中期目

標について説明をお願いいたします。 

○経営局金融調整課長 金融調整課長の小島と申します。本日はよろしくお願

いいたします。 

 私のほうからは、資料３－３に従いまして、農林漁業信用基金の御説明を申

し上げたいと思います。 

 この農林漁業信用基金でございますが、法人の概要を１ページ目に書いてご
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ざいます。ここはもともと民間と国が出資する半官半民の独立行政法人となっ

てございまして、民間金融機関が貸付けをしているそれに対して、各都道府県

段階に、例えば農業であれば農業信用基金協会というものがございます。ここ

が債務保証をするわけでございますが、その債務保証をさらに再保険している

という独立行政法人でございます。 

 下のほうに図がございます。農業であれば全ての都道府県に置かれておりま

すので、47 の農業信用基金協会が各県段階にある。漁業の場合は全ての県では

ございませんので 42 あるわけでございますが、これらが農業者もしくは漁業者

の借り入れに対して債務保証を行います。その債務保証に対して、さらに保険

をかける仕組みとなってございまして、その保険をしているのが農林漁業信用

基金でございます。 

 実は、林業者だけは県段階に組織がございませんので、農林漁業信用基金が

直接債務保証を行うというスタイルになってございます。 

 ２ページ目でございます。 

 次期中期目標におきましても、業務運営の効率化、国民へのサービスの向上、

財務内容の改善など、引き続き、改善に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 

 簡単に主なものをここで御紹介させていただきます。 

 まず、業務運営の効率化としては、新たに信用リスクに応じた保証・保険料

率の導入というものを進めていきたいと考えております。要は、農業者の経営

努力が信用保証料率の低下等を通じてきちんと報われるようにという趣旨でご

ざいまして、財務内容等から見て、貸し倒れリスクの低い人は相応の保証料率

にしていく。今までは、資金種類ごとに料率というのは当然違っておりました

けれども、農業者の財務内容に応じて保証料率を違えることはいたしてきてお

りませんでしたが、そういうものについても導入を検討していきたいというこ

とでございます。これは新たな取り組みでございます。 

 事業費については、引き続き削減努力を続けていきたい。具体的には、事業

費について 24 年度比５％削減、人件費、事務費等の一般管理費については 15％

以上削減していくということでございます。 

 また、金融業務を行う法人でございますので、内部統制の強化も引き続き進
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めていきたいということでございます。 

 ２点目は、国民に対するサービスの向上でございます。 

 特に事務処理の迅速化ということになりますが、標準処理期間内での事務処

理目標を引き上げる。なるべく標準処理期間内で事務が終わるようにしていく。

それと同時に、標準処理期間も短縮していく。特にこの法人の場合は、保険の

引き受けを行う、保険の支払いを行う。それぞれ結構日数がかかります。それ

を何とか５％程度は削減していきたいということで、標準処理期間も短縮して

いきたいということでございます。 

 ３点目は、財務内容の改善ということでございます。 

 保証料率・保険料率の水準を毎年度点検して、必要に応じて料率の見直しを

行っていく。これは今までもやってきておりますが、今後もやっていきたいと

いうことでございます。 

 それから、引受審査の厳格化。やはり貸し倒れを減らすとか、事故率を低減

させていくことが保険料率をしっかり徴収することと同時に、大事でございま

す。そのため、現在、各都道府県段階の基金協会さんが保証を引き受ける際に、

大口の案件については農林漁業信用基金に事前協議するという取り組みも行っ

ておりますので、引受審査の厳格化を図るため、この対象を拡大することによ

って、事故率の低減にも努めていきたいということでございます。 

 債権回収業者であるサービサーの活用も、費用対効果に留意しながらも効果

が見込めるところについては、さらに進めていきたいと考えてございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御質問等がございましたらお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 次に、農村振興局水資源課長より、水資源機構の次期中期目標について説明

をお願いいたします。 

○農村振興局水資源課長 農村振興局水資源課長の坂井と申します。 

 資料を説明させていただきます。資料３－４でございます。 

 まず、水資源機構の業務でございます。 

 これは産業の発展、人口の集中に伴って、用水を必要といたしております利
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根川等の全国７水系におきまして、水道用水、工業用水、農業用水の安定供給

の確保を図ることを目的に業務を実施しております。 

 具体的には、①水資源開発基本計画に基づきますダム、用水路等の施設の新

築あるいは改築。②完成した施設についての複数の利水者との配水調整なり、

施設の操作・維持・修繕等の管理を行っておるところでございます。 

 水資源機構につきましては、４省庁の共管となっておりまして、農林水産省

につきましては、農業用水の供給に係る部分を所管しておるということでござ

います。 

 ２ページ、中期目標のポイントについて御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 右側に「背景」がございますけれども、これまでの独法の見直しなり、勧告

の方向性等の中で入札の実質的な競争性の確保、あるいは維持管理業務等民間

委託拡大、さらなるライフサイクルコストの低減等に向けた機能保全計画の適

時適切な見直しといったことが挙げられておるところでございます。 

 そういった課題に対応する観点から、左側に中期目標のポイントとして「サ

ービス・業務の質の向上に関する事項」「効率化に関する事項」「その他の重

要事項」ということでございます。 

 「サービス・業務の質の向上に関する事項」といたしましては、まず１点目

に、安全で良質な水の安定した供給、洪水被害の防止・軽減ということでござ

います。引き続き、施設の的確な管理で安定、安全に水を供給していくという

こと。 

 ３つ目のポツにございますが、震災あるいは渇水等の非常時における危機管

理体制の整備の強化を図ることによって、用水の安定供給をしっかり図ってい

るということでございます。 

 その下に、ストックマネジメントの全面的な展開というものがございますけ

れども、この施設もかなり老朽化等が進行しておりまして、これらの施設の機

能診断を適時的確に行いまして、必要な対策を講じていくことによって施設を

長寿命化させまして、効率的にその機能を将来にわたって保全しようというこ

とでございます。そういった取り組みを全面的に展開しようということでござ

います。 
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 ２点目としては、総合的な技術力の向上ということで、水資源機構が有して

おります水に関します高度な技術、ノウハウの維持、向上、継承を図りますと

ともに、また、水利施設の中に水力等の再生可能エネルギーや潜在能力がござ

います。そういったものをさらに有効活用していこうということを挙げてござ

います。 

 機構の技術力を活用した技術的な支援、内部統制の強化と説明責任の向上を

引き続き図っていくところでございます。 

 「効率化に関する事項」といたしましては、定型的な業務等に関しては、民

間委託を進めておるところでございます。機構が「維持管理業務等民間委託拡

大計画」というものをつくっておりますが、それに沿って、引き続き効率化を

図り、また、その検証結果を踏まえて必要な見直しを行っていくということ。

さらには、コスト縮減を推進していくことをうたっております。 

 「その他の重要事項」といたしましては、積立金に係る利水者等の負担軽減

のために有効活用を図るということを今回中期目標の中に位置づけておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

 次に、水産庁水産経営課長より、北方領土問題対策協会の次期中期目標につ

いて説明をお願いいたします。 

○水産庁水産経営課長 水産庁水産経営課長の齋藤でございます。どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

 北方領土問題対策協会は、資料３－５をごらんください。 

 この法人は、北方領土問題、その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を

図るといったことを目的とした法人でございまして、５つの事業を行ってござ

います。 

①～⑤まで記載がございますが、 

１つ目は、北方領土問題の諸問題についての国民世論の啓発事業。 

 ２つ目は、相互交流事業、いわゆる四島交流事業。 
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 ３つ目は、調査研究事業。 

 ４つ目は、元島民に対する援護事業でございまして、この４つの事業はいず

れも内閣府所管になってございます。 

 青字で書いてございます５つ目の北方地域旧漁業権者あるいは元島民等に対

する漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することによって、事業の

経営と生活の安定を図る。この貸付事業が内閣府と農林水産省の共管というこ

とになっております。 

 この貸付事業につきまして、中期目標をどういうふうに記載するかというこ

とでございます。 

 左下の２にございますが、この融資事業は北方地域旧漁業権者等に対する特

別措置法というものがございまして、この法律に基づいて実施するものでござ

いますけれども、この事業が法の趣旨に照らしてふさわしいものとなるよう、

融資資格の継承について適格な審査を実施するとともに、事業結果を検証し、

融資メニューの見直しについて必要な措置を講ずることといった目標としたい

と考えてございます。 

 背景にありますのは、融資事業の借り受けの資格者であります旧漁業権者あ

るいは元島民の方々はかなり高齢化が進んでおりまして、次の世代に融資資格

を継承するといったことが進んでいる状況でございます。このような状況の中

で適切な事業運営を確保していくために、このような目標とさせていただきた

いと考えているところでございます。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明について、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 辻委員、お願いします。 

○辻委員 １つだけ。旧島民の方は高齢なのですけれども、継承の度合いとい

うのは、今はどういうふうになっているのでしょうか。 

○水産庁水産経営課長 今、該当の資格を持っている方が全部で 8,000 人ほど

でございまして、平成 24 年３月現在でございますが、旧漁業権者が 42 名、元

島民の方が 6,700 ほど。これは一部重複の方もございます。死後承継者の方が

200 名弱、生前承継者の方が 1,300 名余りということになってございます。 
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そういう意味では、まだ旧島民の方々は多くございますが、だんだんと承継

の方々がふえていっているという状況でございます。 

○辻委員 息子さんやお孫さんたちに継承がスムーズに行くかどうか、行って

いるかどうかということについてはいかがでございましょうか。 

○水産庁水産経営課長 この承継につきましては、今のところ特に問題はござ

いません。きちんと確認をとりながら、承継自体は行われていると承知してご

ざいます。 

○辻委員 ありがとうございます。 

○野村委員長 ほかに質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに質問がないようですので、以上をもって、本日予定してお

りました議事は全て終了いたしましたが、その他に何かございますでしょうか。 

 大西委員、お願いします。 

○大西委員 内容の話は各分科会でということになると思うのですけれども、

具体的に今回の中期目標案が、前回と比較し、ここが課題でこうだというのが

あって、それで今回この案が出てという経過を、次の各分科会では初めての方

もいらっしゃるし、私も前回の経過と今回のこの目標の背景みたいなところを

踏まえないと、なかなか議論を進めないところがあるので、そこは分科会のほ

うでぜひ御検討いただいて、そういう資料の作成をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○野村委員長 ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。 

 それでは、ほかに御質問等はないようですので、最後に事務局より、今後の

中期目標、中期計画に関するスケジュールなどについて説明をお願いいたしま

す。 

○文書課課長補佐 では、当面の大まかな予定につきまして御説明させていた

だきます。資料４をごらんください。 

 本日２月 22 日に評価委員会を開催しておりまして、この後、中期目標の御審

議をいただいたりする農業分科会及び水産分科会がございます。 

 その後、これから３月中旬ぐらいまでの間に中期目標を踏まえまして、各法

人から出される中期計画の御審議をしていただく分科会を開催する予定でござ

います。 
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 具体的な日程につきましては、各委員の御都合を伺わせていただき、改めて

御連絡させていただこうと考えております。 

 各委員の皆様、年度末ということで大変御多忙の中、恐縮ではございますが、

御出席をよろしくお願いしたいと思います。 

 本日の議事録につきましては、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いた上で、農林水産省のホームページにおいて公開する予

定としております。資料の公開につきましても、同様とさせていただきたいと

思います。 

 連絡事項も入ってしまいましたが、以上でございます。 

○野村委員長 それでは、以上をもちまして、本日の「独立行政法人評価委員

会」を閉会とさせていただきます。 

 皆様方には熱心な御審議をいただき、まことにありがとうございました。 

 


	25-2-22　第22回農林水産省独立行政法人評価委員会（表紙）.pdf
	25-2-22　第22回農林水産省独立行政法人評価委員会（本文）（修正後）

