
 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省独立行政法人評価委員会 

第23回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省大臣官房文書課 



 

 

第23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８月22日（木）13：28～14：28 

場 所：農林水産省 第３特別会議室 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）各分科会の審議の経過及び結果について（報告） 

（２）中期目標期間に係る業務の実績に関する評価について（意見聴取） 

  ①農畜産業振興機構 

  ②農業者年金基金 

  ③農林漁業信用基金 

  ④水資源機構 

（３）その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○野村委員長 それでは、まだ定刻より少し時間がありますけれども、委員の

先生方全員おそろいになられましたので、ただいまから第 23 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。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御参集いただき、ありがとうご

ざいます。 

 開催に当たりまして、農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第１項に

おいて、会議の定足数は過半数とされておりますが、委員 25 名のうち本日 20

名の委員の方が出席しておりますので、本委員会は成立要件を満たしているこ

とを御報告いたします。 

 それでは、本日の配付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 文書課課長補佐の中熊でございます。どうかよろしくお願

いいたします。 

 それでは、配付資料について確認させていただきます。 

 資料の頭に配付資料一覧、議事次第があろうかと存じますが、その後ろに資

料１、資料２、さらに資料３－１～３－５となっております。右肩にそれぞれ

資料番号を付しておりますので、配付資料の一覧と見比べながら御確認いただ

ければと存じます。皆様よろしゅうございますか。不足などがあった場合は、

申し伝えいただければお届けに上がります。大丈夫でしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○野村委員長 それでは早速ですが、議事に入りたいと思います。 

 まず、最初の議事についてですが、各分科会の審議の経過及び結果について

です。 

２月の評価委員会以降、各分科会において第３期中期計画や 24 事業年度の業

務実績評価などについて御審議いただいております。分科会における審議の経

過及び結果につきましては、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資料２をご覧いただいて、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。 

（「異議なし」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。 



 

 

 それでは、次の議事である中期目標期間の評価に移りたいと思います。 

本日は農林水産省が主管となっており、平成 24 年度で中期目標期間の終了し

た４つの独立行政法人の評価について、各分科会の担当委員から審議の状況に

ついて御報告をいただいた後、意見交換を行いたいと思います。 

 なお、平成 24 年度で中期目標期間の終了した北方領土問題対策協会につきま

しては、日程の都合上、書面審議により意見聴取を行っているところでござい

ます。 

 それでは、まず、農畜産業振興機構について、農業分科会の恩田委員からお

願いいたします。 

○恩田委員 恩田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、農畜産業振興機構の第２期中期目標期間中の業務実績の評価結果

概要につきまして、農畜産業振興機構プロジェクトチームを代表しまして御報

告申し上げます。 

 農畜産業振興機構の第２期中期目標期間中の業務実績に係る評価につきまし

ては、７月 23 日にプロジェクトチーム検討会を開催し検討を行い、８月 19 日

の農業分科会に報告いたしました。 

 それでは、資料３－１、独立行政法人農畜産業振興機構の第２期中期目標期

間業務実績に関する評価の１ページ、「業務実績の総合評価」に沿って説明さ

せていただきます。 

 総合評価といたしまして、第２期中期目標期間については、中期計画が達成

されていると判断し、Ａ評価といたしました。 

 「１．評価に至った理由」といたしまして、まず「(１)評価の手法」ですが、

機構の評価基準等に基づき、中期計画の中項目の３段階評価結果を踏まえつつ、

今後の業務運営に考慮すべき点の留意事項等も総合的に勘案して評価を行いま

した。 

 「(２)評価実施の過程」ですが、評価の実施に当たりましては、各事業年度

における小項目の評価結果を集計し、評価基準に基づき中項目の評価を行いま

した。その結果、中項目では 24 項目中 19 項目がＡ評価、中期計画において予

定されていないこと、または業務の実施に至らなかったこと等により評価対象

外となった項目は５項目でした。 



 

 

 また、当該評価を行うに至った経緯、業務実績のうち特にすぐれた実績を上

げた内容等について留意事項等として整理いたしました。 

 大項目の評価は、中項目の評価結果の積み上げ結果を踏まえつつ留意事項等

を勘案して行った結果、８項目中６項目が達成されているＡ評価、中期計画に

おいて予定されていないこと、または業務の実施に至らなかったこと等により

評価対象外となった項目は２項目でした。この結果、総合評価としましては冒

頭申し上げましたとおり、第２期中期目標期間の業務実績につきましては、中

期計画が達成されていると判断してＡ評価といたしました。 

 次に、業務運営に対する主な意見等につきまして、「２．留意事項等」とし

て記載しております。時間の関係もございますので、主な項目を簡単に御報告

いたします。 

 〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置〕につい

て。 

 ①事業費の削減・効率化につきましては、平成 19 年度に比べ平成 24 年度実

績で 45％の削減と、中期目標に照らし十分に削減されています。 

 ②業務運営の効率化による経費の削減につきましては、随意契約の積極的な

見直しに取り組み、一般管理費の抑制が図られております。また、人件費につ

きましては、給与水準の引き下げ等により中期計画に設定した目標を上回る削

減が行われています。この結果、機構の平成 24 年度における年齢・地域・学歴

を勘案した対国家公務員指数も、平成 18 年度の 114.1 から 12.8 ポイント改善

され 101.3 となり、国家公務員とほぼ同程度となっております。 

 ③内部監査体制の充実・強化につきましては、計画的な内部監査の実施やコ

ンプライアンス委員会の設置によるコンプライアンス推進へ向けた取り組みの

実施、情報セキュリティ対策の推進に努めております。 

 ④機能的で効率的な組織体制の整備につきましては、独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針を踏まえた海外駐在員事務所の廃止、中期目標の変更

を踏まえた本部組織の再編等を行っております。 

 ⑤補助事業の効率化等につきましては、平成 20 年度から畜産業振興事業に係

る事業実施主体の選定について公募方式を導入するとともに、費用対効果分析



 

 

等の評価手法を用いて採択するなど、補助事業の効率的な執行が図られており

ます。 

 〔２ 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目標

を達成するため取るべき措置〕について。 

 ①経営安定対策のうち畜産関係業務につきましては、畜種ごとの経営の特性

に応じ、コストや販売価格の変動等による影響を緩和するための対策が講じら

れております。 

 ②野菜関係業務につきましては、生産者補給交付金等の迅速な交付に努めた

ほか、加工・業務用需要への対応を促進する観点から、全国規模の生産者と実

需者との交流会の開催等が行われております。 

 ③砂糖・でん粉関係業務につきましては、生産者等への交付金交付業務の迅

速化に努めております。 

 ④国際約束に基づく指定乳製品の輸入につきましては、国が機構に通知した

全量について輸入契約の締結を行うとともに、その輸入・売買を適切に実施し

たほか、平成 20 年、平成 23 年及び平成 24 年に追加輸入を実施し、需給状況に

適切に対応しております。 

 ⑦我が国における高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫、東日本大震災の発生、

日本経済再生に向けた緊急経済対策等に際し、国と連携しつつ生産や流通、消

費に関する事業を緊急的に実施するとともに、農畜産物の安全性の PR を実施し

ていることは評価できるところです。 

 ⑨情報収集提供業務につきましては、専門家、情報利用者等からのさまざま

な意見を参考に、各種情報の収集・提供を的確に行っているところです。 

 次いで〔３ 予算、収支計画及び資金計画〕について。 

 ②余裕金の効率的な運用状況につきましては、資金管理運用基準に基づき、

安全性に十分留意しつつ、効率的な運用が行われております。 

 ③旧法人が実施していた債務保証業務に係る破産更生債権等につきましては、

機構発足時に承継し、同額の貸倒引当金を計上しているところですが、更生債

権の弁済計画に基づき、求償権の回収等に努めております。 

 ④関連法人に対する出資は、その目的、必要性等が検討された結果、財務諸

表及び附属明細書においても引き続き適切に管理されております。 



 

 

 〔４ 短期借入金の限度額〕について。 

 (２)国内産糖価格調整事業の甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の支払

資金の不足となる場合における短期借入金につきましては、期中における短期

借入金は各年度ともに限度額の範囲内でした。砂糖勘定で発生している繰越欠

損金については、調整金の収支差によるものですが、生産者への交付金単価等

を国が決定することから、機構が直接収支をコントロールできる仕組みになっ

ておりません。機構は短期借入金の金利について入札を実施し、金利負担の軽

減を図るなど、繰越欠損金の縮減に向け努力をしております。 

 〔５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、

当該財産の処分に関する計画〕について。 

 緊急的な経済対策として平成 21年度補正予算で措置された畜産業振興事業の

実施に伴う返還金等については、平成 23 年度及び平成 24 年度に計画どおりに

国庫納付されております。 

 指定野菜価格安定対策事業等の野菜関係事業の事業規模縮減等に対応し、不

要となる資金につきましても、平成 23 年度に計画どおりに国庫納付されており

ます。 

 〔６ 剰余金の使途〕について。 

 中期目標期間を通じ、剰余金を使用する案件はありませんでした。 

 〔７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画〕

について。 

 中期目標期間を通じ、計画はありませんでした。 

 〔８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕について。 

 人件費につきましては、計画的・段階的な給与構造の見直し等により、中期

目標期間中の総額を抑制しております。 

 以上が、農畜産業振興機構の第２期中期目標期間の評価結果概要の報告でご

ざいます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 次に、農業者年金基金について、農業分科会の橋口委員からお願いいたしま

す。 



 

 

○橋口委員 農業分科会農業者年金基金プロジェクトチームの橋口でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 当プロジェクトチームとしましては、７月 26 日に船木専門委員、森田委員、

私の３名全員が出席して、農業者年金基金の中期目標期間に係る業務実績評価

の検討を行いました。また、農業分科会は８月 19 日に開催され、検討が行われ

ております。その結果につきまして、これから御報告させていただきます。 

 それでは、中期目標期間の業務実績評価案について御説明いたしますが、資

料３－２の１ページからの総合評価をご覧いただきたいと存じます。 

 最初に「１ 評価に至った理由」ですが、中期目標期間の業務実績評価につ

きましては、中期計画の項目について各事業年度の小項目の評価結果を定めら

れた評価基準に基づき集計した結果、すべての中項目においてＡ評価となった

ことから、全体として順調に業務が実施されていると判断し、総合評価もＡと

いたしました。 

 「２ 業務運営に対する主な意見等」についてですが、主な項目を御説明さ

せていただきます。 

 〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置〕につ

いてでございます。 

 ①業務運営の効率化による経費の抑制等においては、目標を上回る削減が行

われております。具体的には、一般管理費は平成 19 年度比で 15％の削減、事業

費は平成 19 年度比 13％以上削減するという計画に対し、実績はそれぞれ 19.1％

削減、25.0％削減という内容でございました。また、人件費につきましては、

いわゆる地域別ラスパイレス指数を平成 18 年度から 10 ポイント引き下げる計

画に対し 12.2 ポイント低下しており、計画は達成されております。このように

業務運営の効率化に向けた取り組みが着実に実施されていると認められます。

この点詳細は５～６ページをご覧ください。 

 ②業務運営の効率化においては、業務を受託している機関が被保険者情報等

を把握できる電子情報提供システムの利用を促進し、業務運営の迅速化・効率

化を図るとの計画に対し、当該システムへの業務受託機関からのアクセス件数

は毎年度大幅に増加しております。このように、当該システムの利用が促進さ

れていると認められます。この点の詳細は９ページをご覧ください。 



 

 

 ③組織運営の合理化でございますけれども、常勤職員数を平成 20 年度当初の

82 人から７人削減し、75 名としています。また、九州及び北海道の地方連絡事

務所について、それぞれ平成 20 年度及び平成 22 年度に廃止されており、組織

運営の合理化が取り組まれております。内部統制機能の強化につきましては、

平成 20 年４月にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進を図

るとともに、理事長による指示の徹底、内部監査などのモニタリングが行われ

るなど、内部統制の推進及び強化が図られていると認められます。11～12 ペー

ジに詳細がございます。 

 続きまして〔２ 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

関する目標を達成するための取るべき措置〕についてでございます。 

 ①農業者年金事業においては、農業者年金の被保険者資格が国民年金の第１

号被保険者であるとされていることから、適切な年金給付を行うために農業者

年金と国民年金の被保険者記録との突合を年２回行っております。記録が不整

合となった被保険者に対しては、必要な申出書などの提出が働きかけられてお

ります。また、年金の受給漏れを防止するため、受給権が発生している方に対

し、文書による年金裁定請求の勧奨が行われております。この点の詳細は 22 ペ

ージをご覧ください。 

 ②年金資産の安全かつ効率的な運用においては、年金資産の運用は法令及び

年金給付等準備金運用の基本方針に基づいて行われ、運用状況については外部

専門家を含む資金運用委員会において検証が行われるとともに、加入者に対し

て情報提供が行われております。詳細は 24 ページをご覧ください。 

 ③制度の普及推進及び情報の提供の充実では、加入推進活動については、中

期計画に則し加入推進取組方針を作成して実施されておりました。しかし、各

事業年度ごとに設定された新規加入者数目標が達成されなかったことから、小

項目ではｂ評価となっております。このことに関して、ここで意見を付してお

ります。 

 一方で、広く農業者の方々に農業者年金制度を周知するため、農業関係の各

種新聞や業務受託機関の広報誌等により PR が実施されていたほか、情報発信源

としてのホームページについても多様な利用者に対してより使いやすい内容と

するための見直しを行うとともに、東日本大震災の被災者に対して講じられた



 

 

農業者年金に係る特例措置についても、適切に周知が行われるなど、制度の普

及推進及び情報提供の充実に向けた取り組みが実施されてきたと認められます。

詳細は 25～26 ページをご覧ください。 

 続きまして、資料３－２の２ページにまいります。〔７ 重要な財産を譲渡

し、又は担保に供しようとするときは、その計画〕についてです。保有資産の

見直しの一環として独立行政法人整理合理化計画などにおいて売却することと

されていた千葉県柏市の職員宿舎につきまして、平成 22 年３月に既に売却が行

われております。また、その売却収入については国庫納付を可能とする独立行

政法人通則法の改正が行われた後、平成 23 年３月に実際に国庫納付されており

ます。この点は 32 ページに詳細がございます。 

 業務運営に対する意見等についての御報告は以上でございます。 

 資料３－２の 38 ページをご覧ください。農業者年金基金の業務実績の評価に

当たりましては、平成 13 年に行われた制度改正前の旧制度にかかわる業務の部

分につきまして、厚生労働省の評価委員会の意見を聴くこととされております。

７月 29 日付で意見を伺っておりましたところ、８月 14 日付で意見をいただい

ているところですので、この内容を読み上げさせていただきます。「平成 24 年

度及び中期目標期間における農業者年金基金の旧制度の給付に関する業務につ

いては、着実な実施状況であると判断される。なお、業務の適正かつ効率的・

効果的な執行をさらに進めるため、引き続き業務運営能力の向上に向けて取り

組まれたい」との意見をいただいております。 

 私からの報告の最後になりますけれども、農業者年金基金においては農業者

の老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を図ることを

目的とする農業者年金の実施主体として、引き続き被保険者資格の適正な管理、

適切な年金給付、年金資産の安全かつ効率的な運用に取り組み、意欲ある農業

者の確保に向けて平成 25年度からの第３期中期目標に掲げられた内容に着実に

取り組んでいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 次に、農業分科会の千年委員より農林漁業信用基金についてお願いいたしま

す。 



 

 

○千年委員 農林漁業信用基金プロジェクトチームを担当しております千年で

ございます。よろしくお願いします。 

 私から農林漁業信用基金に係る中期目標期間の業績評価案につきまして御報

告させていただきます。 

 当プロジェクトチームは先月 22 日に開催し、法人から提出された業務実績報

告書及び補足説明資料をもとに、詳細な説明を受けるとともにヒアリングを行

い、検討を行いました。また、その結果につきましては、８月 19 日に開催され

ました農業分科会において報告し、御検討いただいたところでございます。 

 それでは、中期目標期間の業務実績の評価案について、資料３－３、独立行

政法人農林漁業信用基金の第２期中期目標期間業務実績に関する評価により御

報告申し上げます。 

 まず、１ページ目をお開きください。評価の実施に当たっては、各事業年度

における小項目の評価結果を踏まえて中期目標期間の小項目を評価した結果、

全 88 項目のうちＡ評価 81 項目、Ｂ評価５項目、Ｃ評価１項目、取り組みの実

施に至らなかったことによる評価対象外を１項目とし、評価基準に基づき中項

目の評価・集計を行った結果、27 項目のうちＡ評価は 22 項目、Ｂ評価は３項目、

実施に至らなかったことによる評価対象外は２項目と、全体としては総じて良

好であると評価したところでございます。 

 この結果、大項目８項目中Ａ評価としたのは５項目、Ｂ評価としたのは２項

目、実施に至らなかったことから評価対象外としたのは１項目となってござい

ます。 

 以上を踏まえ、中期計画どおり業務は順調に実施されていると判断し、総合

評価としてはＡ評価といたしました。 

 次に、「２ 業務運営に対する主な意見等」について、かいつまんで御説明

させていただきます。 

 まず、第１項目の業務運営体制の効率化でございます。 

 ②事業の効率化については、事業費全体では平成 19 年度対比 35.3％のマイナ

スと、５％の削減目標を大きく上回り、計画を達成しております。また、低利

預託原資貸付業務等は独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づき、

事業を廃止・縮小するとともに不要となった当該事業に係る政府出資金等につ



 

 

いては、平成 23 年度に国庫納付されているところであり、事業の効率化に向け

た取り組みが着実に実施されていると判断しております。 

 ③業務運営体制の効率化については、平成 20 年度に３課体制の経理部署を２

課体制に再編し、また、平成 23 年度には共済部署を１室１部３課体制から１部

２課体制に合理化するなど、業務運営体制の効率化のための十分な取り組みが

行われております。 

 ④経費支出の抑制については、平成 20 年度に支出点検プロジェクトチームを

設置し、効率的な予算執行、無駄な支出の削減に取り組むなどにより、一般管

理費は平成 19 年度対比 41.4％のマイナスと削減目標である 15％を大きく上回

っていることや、⑤人件費の抑制につきましては、平成 21 年度以降、ラスパイ

レス指数は 100 を下回る水準が維持され、平成 24 年度は 96.0 ポイントとなっ

ていることから、十分な取り組みが行われていると判断しました。 

 ⑥内部監査の充実については、毎年度、内部監査年度計画等に基づき取り組

みは適切に実施されております。 

 また、⑦内部統制機能の評価等につきましては、コンプライアンスの推進の

取り組みや、平成 20 年度から年３回の事業評価分析を行い、理事長が出席する

役員懇談会において評価分析結果、今後の対応方針等について意見交換する仕

組みを導入するなど、業務運営の適正化に努められております。 

 ⑧情報システムの整備及び調達方式の適正化については、随意契約等見直し

計画を策定の上、競争性のない随意契約を平成 22 年度に全て一般競争入札等へ

移行するなど、調達における透明性・競争性の確保のための十分な取り組みが

行われていると判断しております。 

 次に、第２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で

ございます。 

 標準処理期間内に案件の８割以上を処理するという目標を達成しており、迅

速な事業・サービスの提供に取り組まれるとともに、ホームページにおける情

報提供については公表する情報の利便性向上に取り組まれており、適切に実施

されていると判断しております。 

 次に、第３項目、財務内容の改善についてです。 



 

 

 ②適切な保険料率等の設定について、農業、林業、漁業の各業務において保

証料及び保険料の見直しが実施され、その後も毎年度、料率の水準の点検が実

施されております。 

 ③引受審査の厳格化については、大口保険引受案件、大口保険金請求案件に

ついて、事前審査は着実に実施されており、また、④モラルハザード防止対策

については、農業信用保険業務及び漁業信用保険業務においては、部分保証の

導入とともに導入効果、見直しの必要性等について、毎年度検討が行われてい

るところでございます。 

 ⑤求償権の管理・回収については、予算対比 99.8％とわずかながら目標未達

となっており、また、⑥代位弁済率・事故率の低減等につきましても、農業信

用保険業務において畜産関係資金に係る保険金支払いが平成 24年度に増加した

ことを要因に事故率が 0.18％となり、中期計画に定める 0.12％の目標を上回っ

たことから、これらに係る中項目はＢ評価といたしました。基金協会と連携し

た期中管理や、サービサーの活用などによる効率的な回収実績の向上に期待し

ております。 

 ⑦資産の有効活用については、他法人との宿舎の共同利用に取り組まれてお

りますが、第３期中期計画において宿舎の廃止計画の策定を定めたことから、

その実行を期待しております。 

 次に、第４項目の予算については、第２期中期目標期間の最終年度である平

成 24 年度の事業費及び一般管理費の合計額は、第１期中期目標期間最終年度で

ある平成 19 年度に対し 71．6％と削減されているものの、平成 20 年度は林業信

用保証勘定及び漁業信用保険勘定において景気低迷を要因とした保険金・代位

弁済費の増加、平成 21 年度は農業災害補償関係業務における保有有価証券に係

る減損処理、また平成 23 年度は林業信用保証業務及び農業・漁業災害補償関係

業務における当期損失の計上を要因に、それぞれの年度がＢ評価となったこと

を踏まえまして、大項目はＢ評価としているところでございます。 

 次に、第５項目、長期借入金についてです。借入金利の一般競争入札に加え、

平成 23 年度からは借入金額も入札対象としたコンベンショナル方式を導入し、

極力有利な条件での借入に努められており、第６項目、短期借入金の限度額に



 

 

つきましては、借入を行わなかった平成 21 年度を除き、いずれの年度も定めら

れた限度額を遵守しており、適切に取り組まれていると判断しております。 

 次に、第７項目、剰余金につきましては、目的積立金を積み立てていないた

め、評価の対象外とさせていただきました。 

 最後に、第８項目、その他主務省令で定める業務運営に関する事項について

ですが、人員に関する指標は第２期中期目標期間中に計画どおり 10 名の削減が

実施され、人材確保及び養成については、中期目標期間中３名の金融機関から

の中途採用、再雇用制度により６名の豊富なキャリアを持つ人材の活用が図ら

れていることや、各種研修の実施による職員の能力向上等に取り組まれるなど、

それぞれ取り組みは適切であったと判断いたしました。 

 当基金の業務実績に関する評価については、以上でございます。 

 最後になりますが、第３期中期目標期間においても役職員一体となった取り

組みを通じて、引き続き農林漁業者の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要

な資金の融通を円滑にするという使命を的確に果たしていただければと存じま

す。 

 以上です。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 次に、農業分科会の平松委員より、水資源機構についてお願いいたします。 

○平松委員 それでは、水資源機構プロジェクトチーム長の平松から報告いた

します。 

 お手元の資料３－４をごらんください。第２期中期目標期間に係る水資源機

構に関する意見につきましては、水資源機構法第 42 条第３項第１号の規定に基

づきまして、国土交通省評価委員会が評価を行う際に、農林水産省ほか厚生労

働省、経済産業省の評価委員会の意見を聴かなければならないとされておりま

す。 

 第２期中期目標期間の業務実績につきましては、お手元の資料３－４の１ペ

ージにご覧いただけますように、７月５日に国土交通省評価委員会委員長より

意見の提出が求められておりました。意見の原案につきましては農業分科会の

水資源機構プロジェクトチームが作成しまして、農業分科会の意見としてとり



 

 

まとめましたので、本委員会での決定を経まして、国土交通省独立行政法人評

価委員会へ提出することとしたいと思っております。 

 その意見につきましては、資料３－４の２ページ目にございます。「記」以

下の部分を読み上げさせていただきます。「第２期中期目標期間における農林

水産省所管に係る業務に関しては、計画に即した実施状況にあるものと判断さ

れる。なお、当該業務が今後も第３期中期目標、中期計画及び年度計画に基づ

いて適切に実施されるとともに、第２期中期期間の業務実績評価が適確に行わ

れるよう、別紙について参考とされたい」。 

 ３ページをご覧ください。今申し上げました別紙でございまして、この別紙

につきましても全文読み上げさせていただきます。 

 ○ 中期計画業務の達成状況は概ね計画通りの実績で、一部の項目では中期 

目標を上回る実績を上げており、着実な達成状況であると判断する。特に 

渇水時の安定供給、洪水時の浸水被害を回避する的確な対応、特許の取得 

や学会論文の受賞など、技術の維持・向上と技術支援の取り組みについて 

は評価すべきと考える。 

 ○ 効率的、効果的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関係機 

関に対し、適時適切な情報提供等を行うこと等により、積極的な連携を図

ることが重要である。 

  また、中長期的には機構の業務は維持管理型が主体となってくることか 

ら、事務的経費の節減、人件費の節減、事業費の縮減及びストックマネジ 

メントの実施体制の強化は重要である。 

   また、震災、渇水、洪水等の多様な災害に適時適切に対応できるよう危 

機管理体制の強化を図っていくことも必要である。 

 さらに、今後は業務の効率化やコストの縮減が現場のモチベーションの 

低下や業務の質の低下を招かないように留意が必要である。 

 ○ 広域な水系において、多様な受益者を対象とした利水と、流域統合管理 

が求められる治水という二面の公共・公益的ミッションを担う水資源の専 

門家集団として、公団の時代から蓄積した高度な技術の整備・公開・活用、 

ならびに時代のニーズにあった技術開発、きめ細やかな利害調整の推進な 

ど、積極的に進められたい。 



 

 

 以上が、農業分科会の水資源機構プロジェクトチームが作成しました意見で

ございます。 

 なお、提出しました意見につきましては、評価調書案に反映されまして、８

月 28日に開催予定の国土交通省評価委員会で最終的なとりまとめがなされるこ

とになっていますことをあわせて御報告いたします。 

 以上です。 

○野村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、以上４つの法人について何か御意見・御質問等がございましたら、

お願いいたします。 

○辻委員 水産分科会ですので、畜産とか農業のほうは専門ではないのでござ

いますが、実は農林漁業信用基金さん、水産漁業にもかかわりがあるのですけ

れども、私は水産専門のジャーナリストなのですが、湯島の事務所のころは何

をなさっていたかという状況についての記者レクとか懇談会などの説明会を毎

年１回ぐらいやっていただき、それを記事にさせていただきました。ところが、

コープビルに移られてからは、一度も呼ばれたことがございません。こちらで

は情報の提供・開示及び意見の収集ということで、農業者年金基金さんのほう

では情報発信について、そういったことをやられているということが委員から

御説明がありましたけれども、どうも情報の提供につきましては足りないので

はないかということを以前から思っておりました。 

○農林漁業信用基金 ただいま御意見いただいたわけでございますけれども、

御案内のとおり私ども５勘定持っておりまして、そのうちの１つが漁業の分で

ございます。漁業の関係団体の皆様と私どもは特に保険部門につきましては、

県域の基金協会さんと直接の保険との関係で緊密な情報交換及び保険の審査に

当たって、事前の審査あるいは私どもが現地に参って直接意見交換するという

形でやっておりますけれども、その他につきましては、連絡協議会という仕組

みを設けておりまして、そこに関係の皆様に御出席を賜りまして、私どもから

さまざまなことを御連絡し、また、意見交換をしております。その場には主務

省である水産庁からも出ていただくほか、あるいはここにいらっしゃる長岡委

員、大日本水産会の皆さんにも御出席を賜っておりますけれども、今、辻委員



 

 

のおっしゃられた我々は呼ばれていないということでございますので、その辺

については御参集いただく範囲は別途また検討させていただきたいと思います。 

○辻委員 私がどうこうではなくて、情報の提供・開示ということで、要する

に新聞社とのアクセスが足りないのではないかということを申し上げているの

です。情報の提供・開示について以前と比べて全くと言って、されていないの

ではないかということを以前より思っていました。 

○農林漁業信用基金 御指摘のとおり、マスコミ関係の皆様に直接私どもがタ

ーゲットを絞って御説明するということはございませんが、取材等に来られた

場合には基本的には丁寧に対応しているつもりでございます。なお、御指摘の

点については、私どももどのような形で今後情報発信をすべきかについては検

討させていただいて、極力御期待に沿えるように努めてまいりたいと思います。 

○野村委員長 よろしいでしょうか。ほかに御質問・御意見はございますか。 

 田村委員、お願いします。 

○田村委員 林野分科会に所属しております田村と申します。同じく農林漁業

信用基金の評価結果についてお伺いしたいと思います。 

 総合評価の３ページ目に、今回、実施に至らなかったために評価対象外とな

ったものが２項目あったと説明がありました。１つの質問は、実施に至らなか

ったということを評価しなくてよいのかという疑問です。 

 ２つ目に、３ページの〔７ 剰余金の使途〕で、評価の対象外とした理由が

あるのですけれども、これもなぜ計画に定めた目的積立金を積み立てなかった

のかということです。 

 それから、もう一つ、４のところにもう一つの評価対象外となった項目が含

まれていますが、この記述の中には評価対象外とした説明がないので、その辺

もあわせてお願いします。 

○農林漁業信用基金 評価対象外については、例えば８ページにありますが、

農業災害補償関係業務においては、共済事故が起こったときに農業共済組合の

資金繰り等から至急、組合員等に共済金を支払うことが困難な場合に私どもが

融資する仕組みがございますけれども、期中に剰余金の積立金分を国庫に返納

することになりましたので、物理的に実施が不可能になった場合など評価対象

の取り組みがなくなってしまったことなどがございます。 



 

 

 また、剰余金の使途でございますけれども、剰余金につきましては、中期計

画に定めた特定の使途に充てるための目的積み立てをすることが可能になって

おるわけでございますけれども、目的積立金は研修、システムの充実などに充

てる予定でおりましたが、これらは積み立てをせずとも実施してきたため、積

み立てしませんでした。それから、４は運営費交付金の交付がなかったため、

その配分は必要なかったことなどでございます。したがって、これらについて

はそういう事情から評価の対象外となったという事情でございます。 

○野村委員長 田村委員よろしいでしょうか。 

○田村委員 はい。 

○野村委員長 ほかに御質問・御意見をお願いいたします。 

 佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 今の田村委員の質問への答えがいま一つよくわからなかったので

すけれども、特に最初のほう、私の聞き間違えなのかもしれないですが、何か

あったときのための融資のお金があったのだけれども、それを国に返還したの

で、そのお金がなくなってしまったから実現できなかったということなのでし

ょうか。そうすると、それは国が何と言おうと返さないで持っていなければい

けないお金だったのではないかと。そこはどういう事情だったのだろうかとい

うことが気になりましたのと、２つ目のほうはよくわからないので、もう一度

御説明をお願いいたします。 

○農林漁業信用基金 農業災害補償関係業務の関係は、私どもセーフティーネ

ットとして公助しなければいけませんので、融資の財源の一部である積立金は

国庫に返納しておりますが、そのことにより融資の財源が不足するような場合

には金融機関から一時的に借りることによって、その財源を確保しております。

本来であれば自己資金で賄えた部分が、つまり積立金で賄えた部分が借入金に

依存せざるを得ない部分が出てきたと。 

○佐藤委員 必要があると借りるわけですか。 

○農林漁業信用基金 そこは被災農業者に対しては共済金が早く支払われるべ

きであると。そのために私どもは貸付制度が法律に定められておりますので、

そちらのほうが重要であるので、財源がないからといって融資が対応できない



 

 

というわけにはまいりませんので、一時的な借り入れにより対応することを行

っております。 

 それから、２番目はこういう意味でございます。業務を行う際の費用の一部

を国から運営費交付金としていただき、それを費用の一部に充てることを前提

に計画を組んでいる場合がございますけれども、私どもはその交付金をもらっ

ていないわけでございまして、元の財源をいただいていないので、それをいた

だいたことを前提とした評価については元がないので評価の対象外とすると。

技術的な部分でございます。なお、究極的な目的に対して私どもが業務をして

いないということではなくて、財源上の手だてがなくても色々な取り組みによ

り、別のやり方で実質支障がないような形の補完をしながら目的の達成に努め

ているところでございます。 

○佐藤委員 わかりました。ありがとうございます。 

○野村委員長 ほかに御意見・御質問はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今、農林漁業信用基金の評価につきまして３人の委員から御質問

がございましたけれども、いずれも御理解賜ったものと思いますので、中期目

標期間の業務実績に関する評価につきましては、本案のとおり決定するという

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○野村委員長 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、その他に何かございますか。 

 ほかに御意見・御質問がないようですので、最後に、事務局より連絡事項を

お願いいたします。 

○文書課課長補佐 本日は、誠にありがとうございました。 

 最後に、本日の評価委員会の議事につきましては、議事規則に従いまして議

事録にて公開ということにさせていただきます。なお、議事録ができ上がり次

第、各委員の皆様に内容を御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したいと思います。資料の公開につきましても同

様ということで取り扱わせていただきます。 



 

 

 また、今後のスケジュールでございますが、各分科会で審議いただきました

平成 24年度の業務実績評価結果と本日御審議いただきました中期目標期間の評

価結果につきましては、当省の評価委員会から総務省の政策評価・独立行政法

人評価委員会、いわゆる政独委に対して通知を行います。その後、政独委から

当省の評価委員会の評価結果に対する二次評価が行われまして、例年のスケジ

ュールで審議が進みますと、年末ぐらいに政独委から当省も含めた各府省の評

価委員会に対して意見が通知されるという運びになっております。このスケジ

ュールに従って今後進んでいくと考えているところでございます。 

 なお、本日の資料につきましては、卓上にそのまま置いていただきましたら、

事務局のほうで後ほど送付するように手配させていただきますので、重たいな

という方はそのまま置いていただければと存じます。 

 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、誠にありがとうございました。 


