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                                午後２時２４分 開会 

○生産局総務課課長補佐 定刻より少し前ですけれども、皆さんおそろいですので、ただいま

から農林水産省独立行政法人評価有識者会議農畜産業振興機構部会を開催いたします。 

 私、生産局総務課の金澤と申します。本日の進行を担当させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 本日は、委員全員のご出席をいただいております。委員の皆様におかれましては、ご多忙の

中ご出席をいただきありがとうございます。また、本日は農林水産省の担当官のほか、機構か

ら理事長をはじめ役員及び職員の皆様にご出席をいただいております。座席表をお配りしてお

りますので、紹介については省略させていただきます。 

 では、会議の開催に当たりまして、生産局総務課長の富田から挨拶を申し上げます。 

○生産局総務課長 皆さん、こんにちは。農林水産省生産局総務課長の富田でございます。先

週７月10日に総務課長を拝命したばかりでございます。大変経験不足でございますけれども、

本日はよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては大変ご多忙の中ご出席を賜り、大変ありがとうございます。ま

た、これに先立ち、２月にはこの有識者会議の委員の再任をお引き受けいただきまして、その

ことに対しましてもお礼を申し上げる次第でございます。 

 毎年この会議開催させていただいているわけでございますが、昨年７月に開催してちょうど

１年でございます。この間、ＡＬＩＣの関係する社会情勢もさまざま変化をしておるところで

ございます。まず第一には、ＴＰＰ協定が27年10月に大筋合意したわけでございますが、その

11月に総合的なＴＰＰ関連政策大綱というものがまとめられまして、それに基づきまして経営

安定対策、牛マルキンですとか豚マルキン、それに加糖調整金の糖価調整制度、そういったも

のを法律の対象にするなどの法律の改正が昨年12月に行われたところでございます。ただ、法

律の施行がＴＰＰ協定の発効の日ということになっておりますので、この点についてはご案内

のとおり、アメリカの離脱表明によって現在まだ施行の見通しは立っていない、そういった状

況にあるわけでございます。 

 なお、他方ではＴＰＰ関連政策大綱の中で、加工原料乳の生産者補給金制度につきましては、

生クリームを制度の対象にして、さらにバター・脱脂粉乳とチーズの補給金単価を一本化する

という仕組みの見直しが行われまして、これにつきましては今年の４月から既に運用が開始さ

れたところでございます。 
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 それから、２つ目でございますが、昨年11月に生産資材の価格の引下げ、あるいは農産物の

流通加工構造の改革、そういった農業競争力の強化を実現するために、農業競争力強化プログ

ラムというものが決定されたわけでございます。この中では、肉用牛、酪農の生産基盤の強化、

あるいは生乳・乳製品の流通の改革というものを推進するということとされておるわけでござ

います。特に加工原料乳生産者補給金制度につきましては、これまで指定生乳生産者団体に限

っていた補給金の対象を拡大するということと、新たに集送乳の調整金を交付するという内容

で先般、畜産物の経営の安定に関する法律の改正が行われたという状況でございます。６月に

成立して、来年４月から施行されることとなっております。 

 さらに、つい最近では日ＥＵの経済連携協定が大枠合意ということに至りました。これによ

りまして、輸出なども含めて新たな国際環境の下で農政を推進するということでございますが、

輸出産業の成長を目指すということも視野に入れながら、強い農林水産業の構築のために万全

を尽くしてまいりたいと考えておる次第でございます。 

 以上、最近の情勢について簡単に説明をさせていただきましたけれども、こうした中で、本

日は農畜産業振興機構の平成28年度の業務実績の評価、それからこれに加えまして、25年度か

ら29年度までの中期目標期間に見込まれる業務実績に係る評価、見込評価ということでござい

ますが、これを議論していただくということになってございます。大変ボリュームが多くて恐

縮ではございますけれども、機構業務がより適切に効率的に実施されるよう、委員の皆様方か

らは忌憚のないご意見をいただきたいということをお願いをいたしまして、簡単ではございま

すが冒頭に当たりましてご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○生産局総務課課長補佐 続きまして、農畜産業振興機構の宮坂理事長からご挨拶をお願いし

ます。 

○宮坂理事長 理事長の宮坂でございます。昨年の７月に引き続きまして、今年度もよろしく

お願い申し上げます。 

 今日は非常にお忙しい中、またお足下の悪い中ご出席を賜りまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 平成28年度と、今回は５年に一度の当たり年になるわけでございますが、第３期の中期目標

期間、すなわち平成25から29年度までの５年間、29年度はまだ現在進行形ではございますが、

これについての見込まれる業務実績、この期間中の業務実績につきましていろいろとご意見を

賜るということでございます。後ほど詳しくは資料に基づきましてご説明をさせていただきた
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いと思いますが、私のほうから簡単に何点かに分けてご説明をしたいと思います。 

 まず、業務運営の効率化でございますが、これは業務経費の削減なり契約手続の適正化、そ

れから昨今非常に言われておりますガバナンスの問題、要するに内部統制委員会なりリスク管

理委員会等におけます取組を通じまして、そのガバナンスの充実、強化に努めてきているとこ

ろでございます。また、昨今大きな社会問題になっておりますが、情報セキュリティに関しま

してもハード、ソフト両面からその適切な運用について対策を講じているというところでござ

います。 

 次に、各業務部門でございますが、畜産の部門に関しましては、経営安定のための交付金等

の交付なり、生産基盤の強化に資する補助事業なり、需給調整、価格安定等、諸情勢の変化に

対応した緊急対策というようなものを行っているところでございます。 

 特に、昨年度でございますが、熊本地震、これは４月14日にございました。それから、台風

が来たということ、これも自給飼料に非常に大きな影響を与えたわけでございますが、こうい

う災害のほか、２年ぶりに鳥インフルエンザが発生をいたしました。国の要請に基づきまして

畜産の支援対策を機動的に実施したところでございます。 

 また、先ほどお話も出ましたがバターでございます。平成27年度に引き続きまして相当量の

追加輸入を行いました。バターの需給は安定をしておりまして、店先での欠品調査ということ

をやっておりますけれども、それはほぼゼロで最近は推移しているという状況でございます。 

 野菜の関係でございますが、昨年は先ほどもありました台風とか秋雨前線、これが停滞をす

るということで、全体として需給が締まり、結果的には平年を上回る価格で推移する品目とい

うのが多かったわけでございますが、夏場特に関東地域に主産地がございます夏秋レタス、夏

のはくさい等の品目の価格が下落をいたしたものですから、生産者への補給交付金の交付等の

業務を適切に行ったところでございます。 

 砂糖なりでん粉でございますが、輸入される砂糖なりでん粉等からの調整金の徴収業務、そ

れから、砂糖及びでん粉の原料作物生産者なり製造事業者への交付金の交付を適切に円滑に行

ったということでございます。 

 最後に、情報提供業務でございますが、最近大変情報のニーズが変わってきております。平

成28年度におきましても、分野ごとに特集号を発行するほか、海外情報の収集、提供、特に北

米なりＥＵにおきます調査委託等を通じてその強化に努めてきたところでございます。また、

動向が注目されます中国の情報収集につきましては、これを強化するため中国の農業大学と新
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たに委託契約を締結をしたところでございます。 

 本日の有識者会議での委員の皆様方のご意見を踏まえまして、最終的に農林水産大臣の評価

をいただくということになるわけでございますが、当機構といたしましては、評価結果をきち

んと受け止めまして、業務運営の改善を図るとともに、今後農林水産大臣から指示をされます

平成30年度を初年度とする５年間の次期中期目標に基づきまして、中期計画の策定や業務運営

を適切に行ってまいる所存でございます。 

 本日はそういう意味で大変大事な会でございます。どうかよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に資料の確認をお願いしたいと思います。資料ですが、会議次

第の次に１枚紙で配付資料一覧、それからその次に１枚紙で座席図がついております。その次

に、資料１として委員名簿、資料２として昨年度の評価において課題とされた事項への対応状

況、それから資料３として、28年度の業務実績に関する評価書（案）、資料４がその参考資料、

資料５が中期目標期間に見込まれる業務の実績に関する評価書（案）、それから、参考１とし

て機構の業務の実績に関する評定方法というのをつけております。それから、参考２、最後で

すけれども、機構の28年度の財務諸表という資料になっております。 

 よろしかったでしょうか。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は、農畜産業振興機構の平成28年度に係る業務の実績に関する評価と、第３期中期目標

期間に見込まれる業務実績に関する評価についてご審議をいただくこととしております。 

 議事の進め方ですが、議事次第に沿って、まず平成28年度の業務実績の評価について、機構

から業務実績及び自己評価についてご説明をいただき、続いて生産局の評価案を説明して、委

員の皆様からご意見ご質問を賜りたいと思っております。次に、第３期中期目標期間に見込ま

れる業務実績の評価について、同様の手順で審議をいただきたいと思っております。 

 なお、本日の会議はおおむね５時半までを目途にしたいと考えておりまして、時間も限られ

ることから、説明については中期目標期間の見込評価のほうに重点を置いて説明をさせていた

だき、平成28年度の実績評価の方はポイントを絞った形で説明させていただきたいと考えてお

ります。 

 また、会議の議事録は農林水産省のホームページで公表することになっておりますので、あ
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らかじめご了解いただければと思います。 

 それでは、まず、資料２によりまして、昨年度の評価において課題とされた事項への対応状

況について、続けて、資料３の平成28年度の業務実績等について、機構さんのほうからご説明

をお願いいたします。 

○幸田理事 ＡＬＩＣで中期目標等を担当しております幸田と申します。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、まず資料２をご覧いただきたいと思います。農林水産省の昨年度の評価書におい

て項目別評価における主要な課題、改善事項とされた点が６点ほどございますので、それへの

対応についてご説明をしたいと思います。 

 まず１点目、内部統制でございます。内部統制につきましては、左側に書いてございますよ

うに、内部統制委員会やリスク管理委員会などの設置などが計画どおりに実施されているが、

一方で設置した委員会などが実効性のあるものとしてきちんと機能していくことが重要である

ことから、ＰＤＣＡサイクルを回すことなどにより、さらなる充実に努めていく必要があると

いうご指摘を昨年いただいております。 

 これに対する対応状況は右側でございます。まず、昨年の５月31日に内部統制委員会を開催

し、平成27年度におけるモニタリング状況の報告などを行いました。また、同年９月５日に内

部統制委員会を改めて開催し、このときは規程の整備及び委員会などの設置を明記するなどの

一部改正案について審議をしたところでございます。 

 次に、リスク管理につきましては、平成28年10月にリスク管理委員会を開催し、リスク管理

の実施状況などについて審議したほか、リスク項目の重点的管理や関連規程の改正など、リス

ク管理の適切かつ効果的な実施について十分取り組んだところでございます。 

 ２点目、情報セキュリティでございます。これは昨今非常に重要な分野になってきておりま

すけれども、特に機構は生産者などの個人情報を有していることから、今後も必要に応じて十

分な対策を講じていくべきであるというご指摘を受けております。 

 右側の対応でございますが、①から⑤ということで、一つはセキュリティ規程の業務などに

即した見直し、それから、サイバー攻撃を未然に検知する機器などハードの整備、それから、

ソフトウェアの整備、ファイル暗号化システムの運用継続などを行っています。それから、③

として、標的型メール訓練の実施やメールソフトの表示設定の徹底、自己点検、ｅ－ラーニン

グ、セキュリティ診断等々を実施して、我々としては情報セキュリティに万全を期していると
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ころでございます。 

 それから、次のページでございます。新規参入円滑化対策に係る支援体制の強化ということ

で、これは評価は前年度というのは26年度の「ｃ」から27年度評価は「ｂ」へと改善が図られ

たわけでございますけれども、ただ投資効率が１以下となった事例も引き続きあることから、

肉用牛生産基盤の強化に資するよう的確な支援に努めていく必要があるというご指摘をいただ

いております。 

 右側でございますが、新規参入者の現地調査・指導については、事業実施主体等と連携して

支援体制の強化などに努め、平成26年度以降は早期指導の観点から、経営開始当初のものも対

象として行っております。平成28年度も引き続き同様に９件を実施したところでございます。

ただ、後で申し上げますけれども、28年度の評価も残念ながら「ｃ」ということになっており

ます。 

 次のバターの安定供給のための取組でございます。これは平成26年末にバター不足が顕在化

したということから、まず追加輸入を実施いたしました。それから、平成26年度のバター輸入

業務の運用改善ということで、例えば輸入決定時期の明確化、あるいは小分けのバターも対象

にするなどの運用改善を行い、これらの結果、バターの需給は安定に向かい、平成28年度にお

いても３年連続で追加輸入が決定されたことから、これらの取組を引き続き的確に実施してい

く必要があるというご指摘でございます。 

 右側ですが、28年度につきましては、28年５月、それから９月、それぞれ農林水産大臣から

バター6,000トン、4,000トンの追加輸入の承認を受けまして、輸入業務委託契約を締結したと

ころでございます。こういった追加輸入を行ったことでバターの需給が安定しており、冒頭理

事長からも説明申し上げましたが、家庭用バターの欠品率はほぼゼロで推移しているところで

ございます。 

 続きまして、情報収集提供業務です。情報収集提供業務の海外情報については、北米及びＥ

Ｕにおいて輸出促進活動の支援及び情報収集体制の強化が図られたが、今後はその実績などを

検証し、必要に応じてさらなる改善を図っていくべきであるというご指摘であります。 

 対応としましては、平成26年度、27年度の業務実績に関する評価結果を踏まえ、28年度に単

年度契約として北米、具体的にはニューヨーク、それからＥＵ・ブラッセルにおける輸出促進

活動の支援及び情報収集の調査事業をジェトロを活用して実施をしたところでございます。 

 本調査につきましては、ニーズが強いということから、調査拠点としても期待ができるとい
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うこともあり、安定した調査体制とするため、本年度からの３カ年契約として引き続き実施を

しているところでございます。 

 最後に、砂糖勘定の累積欠損金ということであります。砂糖勘定の累積欠損金については、

平成22年10月以降、制度関係者による取組などが実施されているところであり、平成27年度の

支出においては、17億円の当期利益が生じたことから、27年度末は220億円の繰越欠損金、こ

れは平成22年度末で言いますと794億円あったわけでございますが、関係者の努力などもあっ

て、220億円になったところでございます。今後もこうした取組を継続する必要があるという

ご指摘をいただいております。 

 右側が対応でありますけれども、機構は輸入糖等から調整金を徴収し、これを主な財源とし

て生産者などに交付金を交付する事業を実施しているところでございますけれども、その入り

である調整金収入につきましては、その単価が大臣、農林水産省により決定されていること、

それから、一方で、出であります交付金についても単価が大臣により決定されているというこ

とで、外的にいずれも決められているということでございます。また一方で、先ほどご説明し

ましたように、砂糖勘定の累積欠損を低減するために、平成22年10月以降、関係者による取組

が実施されているところでございます。 

 この結果、先ほど申し上げましたように、27年度末は220億円になったわけでありますが、

平成28年度につきましては国際糖価の上昇に伴う調整金収入の減少及びさとうきびの増産によ

る交付金の支出の増加、両面ございまして、単年度収支は33億円の欠損ということで、220プ

ラス33ということで、28年度末は254億円の欠損となったわけでございます。 

 なお、借入コストの低減を図る取組としては、一般競争入札を実施しておりまして、その結

果、固定利率、いわゆるスプレッドに関しましては０％ということ。それから一方で、もう一

つのベースとなります変動金利のほうにつきましては、年末年始を除くすべての借入期間を１

週間以内としたことにより、日本円単位、東京における銀行間レートでは最も低くなり、借入

利息の削減を図ることができたというように考えております。 

 以上が27年度の評価書でご指摘をいただいた事項に対する対応でございます。 

 引き続いて資料３もあわせてご説明をいたしたいと思います。資料３、横長の紙をご覧いた

だきたいと思います。後で出てきますけれども、いわゆる見込評価というのはこれとは別にあ

りますが、28年度、単年度の実績に関する評価書というものが資料３でございます。 

 これに関しまして簡単にこれまでの経緯をご説明いたしますと、ＡＬＩＣの外部有識者から
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なる機構評価委員会というのがございますが、今年の６月１日にこの28年度の自己評価書、そ

れから見込の自己評価書あわせてご審議をいただいたところでございます。その結果、６月30

日に、法律にも書いてございますけれども、農水大臣のほうに28年度、それから見込の自己評

価書、いずれも提出をいたしました。あわせて公表したところでございます。 

 それで、２ページをご覧いただきたいと思います。評価項目大項目というのがございます。

全体の構成はこの第１から第８までからなってございますけれども、先ほど冒頭もありました

が、主なものをご説明するということで、第１の業務運営の効率化、それから第２の国民に対

して提供するサービス、この２つについての主なトピックについてご説明をしたいと思います。 

 11ページをご覧ください。まずは業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき

措置ということでございます。この様式は総務省の指示に基づく統一様式でありますけれども、

一番のポイントのところは３番のところであります。一番左側に中期目標、続いて中期計画、

年度計画がございます。これに基づきまして、評価指標というのを農水省で定めていますが、

これが書かれまして、その右側に法人の業務実績・自己評価ということで業務実績と自己評価

が書かれているわけでございます。以下の説明は、この中の主に評価指標とそれから業務実績、

自己評価、これを中心にご説明をしたいと思います。 

 第１に、事業費の削減効率化というところでございますが、次の12ページをご覧ください。

ここで指標なり目標というのは事業費の削減・効率化は、業務経費の対前年度比の縮減率、左

から４番目のコラムでございますが、毎年度平均で対前年度比１％削減するというのが目標に

なってございます。これにつきましては、左から５番目の下のほうに書いてございますけれど

も、平成28年度までで対前年度比の毎年度平均は2.9％の抑制ということで、１％を上回って

おりますので、６番目のところにありますように、評定ｂとしております。 

 既に御存じかと思いますけれども、評価というのはｓ、ａ、ｂ、ｃ、ｄの５段階で行うこと

になっておりますけれども、ｓとかａというのは本来の目標を大幅に上回るようなことを行っ

た場合に与えられるということで、例えば研究開発法人などにはそういった例はあるようでご

ざいますけれども、機構の場合には実施機関ということもございまして、左から４番目のとこ

ろをご覧いただければわかりますように、ｂが一番最高点ということでございまして、ｂで合

格点ということでございます。28年度につきましてはほとんどすべてがｂだったわけでござい

ますが、後でご説明いたしますが、１点のみｃというのが自己評価でございます。 

 続きまして、次の15ページをご覧ください。次が業務運営の効率化による経費の削減という
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ことでございますけれども、一般管理費、これは人件費を除いた部分ですけれども、次の16ペ

ージのところ、左から４番目ですが、こちらは毎年度平均で３％削減というのが目標でござい

ますが、実績としましてはその右側、３％の抑制ということで、ちょうど達成しておりますの

で、評価はｂとしております。 

 続きまして、その16ページの下のほう、左から４番目、給与水準の適正化でございます。こ

れにつきましてはその右側、対国家公務員指数、いわゆるラスパイレス指数につきましては 

102.4ということで、102.4分の100が90％を超しておりますので、これにつきましては評定ｂ

ということになります。 

 なお、平成26年度から２年連続でそのラスパイレス指数が上昇したために、平成28年度にお

いては管理職の昇給幅を抑制したところでございます。その結果、28年度は102.2となる見込

みでございます。 

 それから、21ページをご覧ください。ここからが業務執行の改善ということになります。 

 25ページに飛んでいただきまして、昨今非常に重要視されております内部統制機能の充実・

強化というところでございます。これは平成26年の独法改革で充実・強化が図られた部分でご

ざいますけれども、例えば①の内部監査の実施、それから26ページをご覧いただきまして、左

から４番目、②コンプライアンスの推進、それから27ページの下のほう、④個人情報保護対策

の推進、それから28ページの⑥内部統制の推進、⑦リスク管理対策の推進など、いずれも適切

に実施したと自己評価をしていまして、それぞれ評価はｂとしております。 

 その次の29ページの情報セキュリティ対策の向上、これにつきましても先ほども説明いたし

ましたけれども、各種の施策を講じておりまして、評定ｂとしております。 

 32ページをご覧ください。機能的で効率的な組織体制の整備というところでございます。左

から４番目の33ページ目ですけれども、必要に応じた機能的で効率的な組織体制の見直しとい

うところでございますが、冒頭総務課長からもご説明ありましたが、平成29年度から加工原料

乳生産者補給金制度が見直されたところでございます。この内容としましては、生クリームも

対象に追加する、あるいは補給金単価を一本化すると、こういった内容でございますが、こう

したことによってこの制度と生乳・乳製品の需給及び乳製品売買業務との関連性がより高まる

と考えられることから、これまでは畜産経営対策、いわば経営のほうにあったものを畜産需給

部という需給のほうに移管いたしまして、課の名称も酪農経営課というものから生乳課に変更

したところでございます。これは、制度変更そのものは今年の４月からでしたが、半年ほど先
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行して実施するということで、昨年10月にこの変更を行ったところでございます。 

 続きまして、34ページ、補助事業の効率化でございます。38ページのほうに飛んでいただき

まして、事後評価というところがございます。主要な業務実績としましては、目標年を３年

（肉用牛生産の新規参入等を支援する事業にあっては５年）の施設が15件あったわけですけれ

ども、それに関して効用が費用を上回ったか否かの審査・確認を行ったところでございます。 

 これについては具体的には資料４をご覧いただきたいと思います。これが参考資料になって

おりますけれども、これの22ページでございます。ここに別添１－14と書いてございますが、

この平成28年度の事後評価分であります。この上の表にありますように、対象の施設数は15、

いわゆるハード事業でございますが、この15のうち投資効率が１以下になってしまったのが２

ということでございます。 

 一つは、評価結果というところに書いてありますが、１番の食肉流通施設等設備改善支援事

業ということでございまして、これは具体的に言いますと、23ページ、富山食肉総合センター

におきまして、農家の減少や豚流行性下痢、ＰＥＤの発生などによって出荷頭数が減少したた

めに、投資効率が１を下回ってしまったというものでございまして、この場合は改善計画の提

出を受け、平成29年２月に県、団体と連携した増頭・集荷対策、畜産農家訪問による出荷促進

などの指導をしたところでございます。 

 また、22ページのほうに戻っていただきまして、もう一つの１以下となっているものが３番、

多様な肉用牛経営実現支援事業（新規参入円滑化対策事業）でございます。これにつきまして

は具体的には25ページをご覧いただきたいと思いますが、25ページの一番上、１番の札内農業

協同組合、ここが１以下になったということで、雌の生産割合が高かったこと、子牛の事故等

により子牛販売頭数が計画を大幅に下回ったことなどから、子牛販売金額が計画を下回ったた

めに１以下になってしまったというものでございます。 

 22ページのほうに、また戻っていただきまして、３番のところに書いてございますが、この

事例については、過年度に２回の現地調査・指導を行っておりますし、またほかのものも含め

て新規参入者の現地調査・指導については平成26年度以降実施をしているところでございます。 

 以上がこの28年度の事後評価分でございますが、また資料３のほうに戻っていただきまして、

資料３の38ページということでございます。今ご説明いたしましたように、15件のうち２件が

投資効率が１以下になってしまったということで、15分の13ということで87％でございます。

左から４番目、事後評価のところに書いてありますように、90％以上とするというのが目標で
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ございますので、これについてはｂではなくｃという評価をしたところでございます。 

 ここまでが第１の業務の効率化というところの主なポイントでございます。 

 引き続きまして、49ページ、国民に対して提供するサービスその他の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置ということでございまして、ここが一番の我々の業務の本丸部分

ではないのかと思います。 

 52ページから53ページをご覧ください。緊急対策ということであります。先ほど理事長から

もありましたけれども、緊急対策ということで28年度もいくつか実施しております。28年４月

に発生した熊本地震による被害への対策といたしまして、既存事業の拡充や要件緩和などを行

ったところでございます。 

 それから、８月、９月に来襲した台風第７号などによる被害、これにつきましても同じく拡

充や要件緩和を行ったところでございまして、具体的には先ほどの資料４の44ページと45ペー

ジをご覧ください。ここが畜産関係の緊急対策ということでございまして、例えば熊本地震で

あれば１の（１）にありますような事業の拡充、畜舎や飼養管理機械等壊れたものの補改修等

を行ったということと、それから、要件緩和なども（２）で行っているということでございま

す。 

 あわせて台風についても同じような要件緩和や事業の拡充を行ったところでございます。 

 それから、資料３にまた戻っていただきまして、54ページ、今のような台風や地震対策に加

えまして、28年11月には残念ながら２年ぶりに高病原性鳥インフルエンザが発生してしまった

ということから、家畜防疫互助基金支援事業による対応を検討して、補助金交付決定などを速

やかに行ったところでございます。 

 これが緊急対策の概要でございますけれども、このほかにも通常の業務といたしまして、畜

産、野菜、特産、いずれの分野でも経営安定対策とか、あるいは需給調整、価格安定対策を法

律やあるいは要綱、要領に基づいて行っております。これらは交付金などを的確に交付し、ま

た公表したということで、以下97ページまでそれらについて記載されているところでございま

す。 

 98ページをご覧ください。情報収集提供業務でございます。100ページのほうに飛んでいた

だきまして、左から４番目、（１）需給等関連情報の的確な収集と提供ということで、左から

５番目のところに種々書いてございますが、100ページ目の真ん中辺から、海外情報について

ということで、先ほどご説明いたしましたけれども、ジェトロを活用いたしまして、北米、Ｅ
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Ｕにまず28年度は単年度契約として行い、29年度から31年度にかけまして３カ年契約として今

実施中ということでございます。 

 続きまして、102ページであります。③情報提供内容等の改善等ということでありまして、

これらにつきましてはこのさらに右側、世界の農畜産物需給に影響を与える中国について、中

国農業大学と新たに委託契約を締結し、情報を収集する体制を整えたということでございまし

て、いずれも適切に実施したということで、自己評価としてはｂということでここに記載をい

たしております。 

 非常に簡単にポイントのみですけれども、以上でございます。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 続いて、評価案について説明をしたいと思います。資料３の２ページ目をお開き下さい。今

回時間が限られていますので、各項目ごとの評価内容の説明は省略させていただいて、全体の

評価案を説明したいと思っております。 

 まず、評価の方法ですけれども、評価は中項目を評価単位としておりまして、その中項目の

中に含まれる小項目の評価をｂを２点、ｃを１点に点数化して、合計した数を小項目数を２倍

した数で割った割合で評定しているということで、この割合が90％以上であればＢ評価をして

いるということでございます。 

 それで、前提としては、各小項目の評価については機構さんの自己評価が適切であると判断

しているということでございます。 

 ２ページ目の２段目、評定に至った理由のところに、項目別評定の分布というのがございま

す。小項目では124項目中111項目がｂ評価、１項目がｃ評価ということで、先ほど説明あった

ように、補助事業の事後評価で投資効率が目標に達しなかったものが一つあるということでご

ざいます。中項目の評価は、その中の小項目がすべてｂであれば自ずとＢ評価になるというこ

とでございます。 

 それで、ｃ項目があったところについてちょっと確認したいと思います。ページは35ページ

に飛ぶのですけれども見ていただければと思います。補助事業の効率化に関する項目でござい

ます。そのところの右が評価の欄になりますけれども、ここに一つ評価ｃの小項目があるとい

うことで、ここの項目については小項目の数が16、評価ｂの小項目が15、評価ｃの小項目が１

あるということで、これを点数化して合計すると31点になるということでございます。それを

小項目の総数16掛ける２倍、32で割るとこの割合が97％になるということで、90％を超えてい
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るので、中項目の評価についてはＢ評価になるということでございます。 

 また２ページ目に戻っていただきまして、結果としては中項目については27項目中21項目が

ｂ評価、評価対象外が６項目ということになるということでございます。その結果、全体の評

定につきましてもＢ評価ということで、28年度の業務は中期目標における所期の目標を達成し

ていると認められるという評価内容にしているということでございます。 

 その下の３つ目の欄、法人全体の評価ということで、項目別評定のうちの主なものをここに

記載しております。読み上げさせていただきます。 

 業務運営の効率化の項目については、業務経費や一般管理費を計画どおり削減している。ま

た、調達等合理化計画に基づく契約の適正化、内部統制に係る平成27年度からの新たな取組に

ついても計画どおりに実施している。国民に対して提供するサービスの項目については、経営

安定対策では目標どおりの迅速な交付金の交付等を行っているほか、需給調整・価格安定対策、

国の要請を踏まえた平成28年熊本地震、台風第７号等による被害に係る畜産の緊急対策につい

ても的確に実施している。情報提供業務に関しては、外部の専門家等の意見を踏まえて、ニー

ズに対応した情報の重点化に取り組んでいる。このほか、砂糖勘定の繰越欠損金に関する借入

コストの抑制、不要財産の国庫納付等についても、計画どおりに実施しており、総じて順調な

組織運営を行っていると評価する、という評価内容にしているということでございます。 

 それから、３ページの３のところでございます。項目別評定で指摘した課題、改善等という

ことで、中項目のところで今後の課題として整理した内容について、ここに改めて列記してお

ります。４項目ございます。ここも読み上げさせていただきます。 

 一つ目、内部統制については、平成27年度に施行された独立行政法人通則法の一部改正に基

づき、内部統制に係る体制・規程等を整備し取組を行っているが、今後もその定着をさらに図

るとともに、有効性の観点から随時見直しを図る必要がある。 

 情報セキュリティについては、業務等に即した関連規程の見直し、マルウェア等の挙動を探

知するソフトウェア等の継続運用、標的型メール攻撃を想定した訓練等の実施などの取組を行

っており、重大なインシデントは発生していない。しかし、機構は多数の個人情報を有してい

ることから、外部からの標的型攻撃等により情報セキュリティの脅威が高まっている実態等を

踏まえ、今後も必要に応じて十分な対策を講じる必要がある。 

 ３つ目、施設整備事業の効率的かつ効果的な事業の実施のうち、費用対効果分析を実施して

いる事業で設置した施設の事後評価において、全件数に占める投資効率が１を超えた割合が 
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87％に止まり、達成度合が97％となったことから「ｃ」評価とした。投資効率が１以下となっ

た２件については、投資効率が１以下となった要因を踏まえ、事業実施主体と連携して的確な

支援に努める必要がある。 

 最後、砂糖勘定の繰越欠損金については、平成28年度の収支は、国際糖価の上昇に伴う調整

金収入の減少及びさとうきびの増産による国内産糖価格調整事業の支出の増加により33億円の

当期損失が生じ、平成28年度末における繰越欠損金は254億円と増加したが、平成22年10月以

降、制度関係者による共同した取組が実施されて減少してきているところであり、繰越欠損金

の解消に向けて今後もこうした取組を継続する必要がある、ということで整理をしているとい

うことでございます。 

 以上が28年度の年度評価の総合評定の内容ということでございます。 

 それでは、平成28年度の業務実績及び評価案につきまして、委員の皆様からご意見ご質問が

あればお願いしたいと思います。 

 池田委員、お願いします。 

○池田委員 直接関係はないかと思うのですが、44ページのところにその他参考情報というこ

とで、不正受給、不正使用を防ぐためという参考情報があるのですけれども、こちらの機構さ

んではそういう不正受給とか不正使用について、具体的に何か発生しているということはある

のでしょうか。 

○生産局総務課課長補佐 それでは、安井理事のほうからお願いします。 

○安井理事 畜産の補助事業をやっております安井でございます。 

 日本全国でさまざまな補助事業を展開しておりまして、中には要件が決められていますけれ

ども、その要件をよく理解していただかなくて、例えば牛の月齢等要件いろいろあるのですけ

れども、そこを勘違いされていてちょっと申請がおかしかったとかそういう例はあります。そ

ういうときは返還していただくというような手続をとっております。たまに会計検査院が入っ

たときにそういった事例がありまして、返還してもらうということもございます。 

○池田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 ほかよろしいですか。 

 それでは、また後ほど全体についての質問もお聞きしたいと思いますので、次に第３期中期

目標期間に見込まれる業務実績の評価についてご審議いただきたいと思います。先ほどと同様

に、機構さんのほうから業務実績等について説明をお願いしたいと思いますが、一度に説明す
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ると長くなりますので、まず第１の業務運営の効率化に関するところと、第２の国民に対して

提供するサービス以降の２つに分けて行いたいと思います。 

 まず、業務運営の効率化に関する業務実績等について、機構さんのほうからご説明をお願い

します。 

○幸田理事 それでは、資料５をご覧いただきたいと思います。これは第３期中期目標、具体

的には平成25年度から29年度の期間に、まだ29年度は終わっておりませんので、見込まれる業

務の実績に関する評価書ということでございます。全体で言いますと機構としての自己評価は

先ほどの費用対効果分析のところがこの間もやはりｃということで、それが一つありますが、

それ以外についてはすべてｂというのが自己評価でございます。 

 11ページをご覧ください。まず第１の業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ

き措置ということでございます。先ほどと同じような書き方になっていますが、唯一違うのは、

先ほどは左から３番目のところに年度計画が入っておりましたが、これは中期目標期間中です

ので年度計画は入っておりません。中期目標、中期計画、それから大臣が定める主な評価指標

等というところが３つありまして、４番目と５番目が法人の業務実績・自己評価というところ

でございますので、これにつきましても同じく評価指標と業務実績・自己評価についてを中心

にご説明をしたいと思います。 

 11ページの２の主要な経年データのところを見ていただきたいのですけれども。先ほどもご

ざいました業務経費の対前年度比の平均縮減率ということで、達成目標としては毎年度平均で

少なくとも対前年度比１％の抑制ということでございますが、25年度が6.5％、26年度が3.6、

それから3.5、2.9というふうにそれぞれ１％をいずれの年も超えております。このため、次の

12ページをご覧いただきたいと思いますけれども、評定といたしましてはｂということでここ

に書いております。 

 続きまして、14ページをご覧いただきたいと思います。こちら２の主要な経年データのやは

り上から２番目でございますけれども、人件費を除いた一般管理費の対前年度比の平均縮減率

ということで、こちらは３％ということでございますけれども、その２の上から４番目か５番

目ぐらいですが、3.1％、3.1％、3.0％、3.0％ということで、いずれの年も３％を上回ってい

るということで、16ページのほうに飛んでいただきまして、左から５番目、評定ｂということ

で毎年度３％を上回っておりますので、ｂとしております。 

 それから、その下、左から３番目の②地方事務所の賃借料等の経費削減の検討ということで
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ございますが、その右側、主要な業務実績、我々は地方事務所を札幌と鹿児島と那覇の３カ所

持っております。いずれにつきましてもこの中期目標期間中に事務所借料を削減し、具体的に

は25年度672,000円、26年度648,000円、27年度86,000円ということで、いずれも経費削減を達

成しておりますので、評定ｂとしております。 

 それから、（２）の給与水準の適正化というところでございます。これは先ほどもありまし

たラスパイレス指数のところでございますけれども、14ページのほうに戻っていただきまして、

主要な経年データ、２の下から８つ目ですね、職員の給与水準の対国家公務員指数ということ

がありますが、101.3、100.4、101.8、102.4ということでございまして、それぞれ達成度合は

その下の98.7、99.6、98.2、97.7％ということでございます。また先ほどの17ページのところ

に戻っていただきまして、給与水準の適正化に関しましては、左から３番目、達成度合が90％

以上であればｂということでございますので、評定はｂとしております。 

 それから、時間の関係もありますので、次はちょっと飛ばしまして、（３）の随意契約の見

直しに向けた計画的取組という17ページの下をご覧いただきたいと思います。これにつきまし

ては調達等合理化計画というのを毎年定めておりますけれども、18ページの頭、左から４番目

でございますけれども、競争性のある契約を結ぶということでございますが、真にやむを得な

い随意契約を除き一般競争入札等としたということで、達成度合は100％ということですので

評定をｂとしております。 

 続きまして、その下の②競争性、透明性の確保ということで、分母を企画競争・公募実施し

た件数とし、分子を機構掲示板への掲示及びホームページへの掲載件数とするということで、

これは100％掲載しておりますので評定ｂとしております。 

 ③の入札・契約の適正な実施についての監査ということであります。業務実績につきまして

は、監事監査、それから会計監査人による監査ということで、いずれも適切に行っているとい

うことで評定はｂとしております。 

 続きまして、22ページをご覧いただきたいと思います。こちらは業務執行の改善でございま

す。24ページをご覧いただきたいと思います。①業務全体の点検・分析を通じた業務運営の的

確な点検・評価というのが目標になっておりますけれども、これにつきましては主要な業務実

績のところで、具体化推進シートと、いわゆる工程表と言っていますけれども、これを年度初

めに策定し、四半期ごとに実施したヒアリングで進捗状況の点検・分析をしたと、あるいは、

業務の進捗状況について、自己点検を行って各部で共有をしたということで、点検、それから
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評価、いずれも適切に行ったと考えておりますのでｂとしております。 

 それから、次の②の第三者機関による業務の点検・評価、③必要に応じた業務運営の反映と

いうことでございますけれども、毎年度機構評価委員会という外部専門家・有識者からなる委

員会でご審議いただいて、点検・評価をいただいております。これを実施した上、それからそ

の下の③のところの右側、それら委員からの指摘事項などについて業務運営へ反映をして改善

を行ったということでございますので、②、③いずれについてもｂとしております。 

 それから、次の（２）補助事業の審査・評価のところでございますが、①は自己評価を適切

に行ったということでございまして、次の26ページ、②と③でございますけれども、こちらも

第三者機関による事業の審査・評価、それから必要に応じた業務の見直しということでござい

ますが、この右側の業務実績のところ、毎年度外部専門家・有識者からなる補助事業に関する

第三者委員会というのをこちらも開催いたしまして評価をしていただいておりますし、そのと

きに出たご意見等については業務の見直しを行ったというところでございまして、いずれもｂ

としております。 

 次の27ページの（３）内部統制機能の充実・強化というところでございます。これにつきま

しては、内部監査マニュアルに基づく内部監査の実施、その次の②のコンプライアンスの推進

に向けた計画の取組、それから28ページ、③の役職員間の意思疎通及び情報共有化の推進、④

の個人情報保護の対策の推進、いずれにつきましても適切に行ったと考えておりまして、評定

ｂとしております。 

 それから、⑤以降ですけれども、⑤、⑥、⑦と、この３つにつきましては27年度以降に独法

の制度改革などに基づいて新たに設けられた制度でございまして、⑤については理事長の意見、

意思決定の補佐ということで、業務実績にありますように、平成27年度以降に役員会を開催し、

審議を行ったということでｂとしております。 

 ⑥の内部統制の推進につきましても、27年度以降毎年度内部統制委員会を開催して点検・検

討を行ったということで、これもｂとしております。 

 その次の30ページ、リスク管理対策の推進につきましても、リスク管理委員会を開催し確認、

検討を行ったところでございます。 

 その下の（４）情報セキュリティ対策の推進というところでございます。これは先ほどもご

説明をいたしましたが、種々研修あるいはハード、ソフト、その他の面における検知機器なり

対策ということを行っております。特にここの業務実績のところに書いてございますけれども、
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26年度当初、外部からの不正アクセスがあったということから、サイバー攻撃対策検討委員会

を設置しまして、初期対応のマニュアル策定・周知を行うとともに、機器を導入したり外部専

門家による監視業務の対策を行ったところでございます。 

 27年度につきましては、政府統一基準群の改訂や農林水産省のセキュリティ規則の全部改正

を踏まえて、当機構の規程の全部改正を行ったところでございます。これに基づきまして、対

策推進計画というのを作りまして、平成27年度以降は対策推進計画に基づき、研修や自己点検

やセキュリティ診断などの対策を講じているということでございまして、これにつきましても

ｂとしております。 

 次に33ページをご覧いただきたいと思います。機能的で効率的な組織体制の整備ということ

でございまして、34ページ、組織体制の整備については二つございます。一つは、これは大分

昔になりますけれども、平成25年、中期目標の初年度でございますが、勘定横断的な会計事案

がふえてきている経理部について、平成25年10月に４課体制から２課体制に変更をしたという

ことでございます。これが１点。それから、もう１点は、先ほどご説明いたしました昨年10月

に畜産経営対策部の酪農経営課を畜産需給部に移管するとともに、生乳課に名称変更したとい

うことでございまして、いずれも適時適切に体制の整備改定を行ってきたというふうに考えて

おりまして、ｂとしております。 

 それから、次の（２）理事数についての検証等ということであります。これにつきましては、

業務運営に真に必要な最小限の理事の数について、副理事長との役割分担などについて検証の

上、結論を得るというのが目標計画でございます。 

 これについては資料４、先ほどご覧いただいた分厚い資料の129ページをご覧いただきたい

と思います。これについては、御存じかと思いますけれども、機構には役員としましては理事

長が１人、副理事長が１人、それから理事が６人、監事が２人ということでございますけれど

も、業務運営に真に必要な最小限の理事の数について、副理事長との役割分担などについて検

証の上結論を得るというのが命題でございまして、ここにいろいろと書いてございますが、時

間の関係もありますので結論のほうを申し上げますと、131ページの下のほうでございます。

下から３行目、勘定内のやりとり、機構にはいろいろな畜産勘定とか砂糖勘定とかございます

が、勘定内のやりとりや類似性から見ると、一定のまとまり（セグメント）として、①畜産

（家畜・食肉）部門、②畜産（酪農・乳業）部門、③野菜部門、④特産（砂糖、でん粉）部門、

⑤情報収集提供部門、これは品目横断になりますが、それから⑥管理部門と、この６つに整理
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でき、それぞれのまとまりに役員が責任を持って対処する必要があると考えられるということ

でございます。 

 このために、132ページ、６番の検証結果というところをご覧いただきたいと思いますけれ

ども、理事の数については今言ったような６つの部門がそれぞれ必要ですので、６人の理事が

必要であると考えております。 

 それから、（２）の副理事長と理事との役割分担でございますが、これは戻っていただきま

して、５番目の副理事長と理事長、理事との役割分担というところにございますが、内部統制

に対する社会的要求が昨今高まっており、充実・強化の重要性が一層大きくなっているという

社会的な背景と、それからそもそも機構というのは例えば平成29年度の予算規模であれば 

3,500億円と多く、かつ品目も畜産、野菜、砂糖、でん粉など多種多様な業務を行っていると

いうことで、これらの業務及び組織運営の管理業務が膨大かつ煩雑なものとなっているという

ことから、副理事長は業務執行部門とは独立して内部統制を管理、評価することが望ましいと

いうことで、今言った６つの担当理事の業務とは独立していることが望ましいということから、

機能分担を行うことが適切であるという結論に至ったところであります。 

 この結果、132ページの一番下のところの結論でございますけれども、副理事長１人、理事

６人を置くことが必要であると判断されるというのが我々の結論でございます。 

 また資料５のほうに戻っていただきまして、35ページでございますが、命題というか目標と

しましては、役割分担などについて検証の上結論を得るということでございますが、これにつ

きましては主要な業務実績ということでありますが、平成29年度に現行の理事の数は必要であ

るとの結論を得たということでございますので、ｂとしてございます。 

 続きまして、36ページ、補助事業の効率化等というところでございますが、これは次の38ペ

ージをおめくりをいただきまして、（１）補助事業についての事業主体の選定への公募の実施

ということで、これについては原則公募実施したということでｂとしております。 

 それから、次の（２）施設整備事業の効率的かつ効果的な事業の実施ということでございま

すけれども、これについては①事業実施主体との協議、それからその下の②費用対効果分析・

コスト分析などの評価基準を満たしているものを採択、それから次のページの③設置する施設

などについての必要に応じた現地調査の実施、それから④設置後３年目（ただし、肉用牛生産

の新規参入等を支援する事業にあっては５年目）までのものの利用状況の調査と必要に応じた

現地調査の実施ということで、この４点いずれについても適切に実施したというふうに自己評
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価をしておりますのでｂとしております。 

 それから、41ページ目の⑤事後評価のところでございます。これが残念ながら唯一ｃになっ

てしまったというものでございますが、ここにつきましては左から５番目の設定と根拠という

ところをご覧いただきたいと思いますけれども、この下に投資効率が１以下となった事例数の

推移というのがあると思います。25年度は55分の16が１以下になったと。26、27とありまして、

28年度は15分の２ということでございます。これを合計いたしますと、分子のほうが16、９、

１、２を足して28、分母のほうが121ということでございまして、121件中28件が１以下となっ

てしまったということで。逆に言うと１を超えているものは121から28を引いた93件というこ

とで、全件数に占める投資効率１超の割合は121件中93件ということで77％であったというの

が25年度から28年度の４年間の結論ございます。 

 このために、左から３番目の事後評価の指標のところにございますが、効用が費用を上回る

件数の全件数割合を90％以上とするというのが目標でございますので、残念ながら、77％とい

うことでｃということが我々の自己評価でございます。 

 それから、42ページ目です。（３）補助事業の適正、効率的な実施の確保ということでござ

います。これにつきましても、①業務執行規程等の基準に基づいた事業の審査、43ページ、②

巡回指導等の実施、それからその下の③事業の進行管理システムに基づいた進行管理の実施、

それから、④ホームページでの事業概要及び採択した事業の概要の公表ということで、いずれ

についてもきちんと審査なり指導あるいは公表したということでございまして、自己評定はｂ

としております。 

 それから、44ページの⑤事務処理手続の迅速化ということでございます。これは分母を受理

した要領、実施計画及び交付申請の合計件数とし、分子を10業務日以内で行った交付申請の合

計件数とするということでございます。申請を受けてから10業務日以内に交付をするというの

が目標でございますが、この業務実績の一番下のほうにございますけれども、25年度から28年

度までで8,626件中10業務日以内が8,624件、割合で言うと99.9％ということで。左側にありま

すように、達成度合いが90％以上であればｂということなので評定はｂとしております。 

 ちなみに、この8,626と8,624の差の２件に関しましては、例えば書類が不備なために本来で

あれば申請を受け付けないで適正化の指導をしてきちんと書類が整った段階で書類を受け付け

すべきところを、誤って不備なまま申請を受け付けてしまったために書類の適正化をするため

に時間を要したことから10日を上回ってしまったということなどが挙げられます。 
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 それから、次の⑥の新規等の補助事業への適切な評価手法の導入でございます。これにつき

ましては、主要な業務実績のところですけれども、コスト分析手法を適用する次の６事業の補

助事業について新たなコスト分析基準を設定したということでありまして、25年度、26年度、

28年度にそれぞれ行ったところでございまして、抜けています27年度については新規の事業が

なかったということで、新たな基準を設定はしなかったところでございます。いずれにつきま

しても必要とすべき年には適切な評価手法を導入したということでｂとしております。 

 その次は、⑦評価手法の必要に応じた改善等ということであります。これは、新規参入円滑

化事業に係る費用対効果分析の手法について、平成25年度に外部有識者を交えて検討を行って、

翌年度から新たな手法を適用して採択を実施したというものでございます。 

 具体的に言いますと、かつては、例えば子牛の販売価格、これは費用対効果分析の分子に反

映されるわけですけれども、子牛の販売価格に関しては３年程度の実績を、実際の実売価格を

充てていたわけですけれども、実際には肉用子牛制度などによって最低の価格というのは保証

されているわけですので、実際の実売価格だけを見ても実入りとしては決して適正なものでは

ないということの議論がございまして、それによってこの26年度以降に関してはこういった肉

用子牛制度などを勘案した価格を反映したものを算定の根拠としたところでございます。本事

業につきましては、27年度以降は国に移管されているために新規採択は行っていないところで

ございます。 

 それから、⑧の決算上の不用理由の分析であります。畜産振興事業のうち不用額が大きい事

業について理由を分析するとともに、先ほどもございました補助事業に関する第三者委員会に

おいて、結果を報告しご議論いただいたということでございます。例えば近年であれば肉用子

牛の価格が非常に高いということがありまして、肉用子牛の関連の事業というのが不発動とい

うことで、いわゆる無事戻しということで戻ってくるものがございます。こういったことによ

り不用額が大きく立ってしまいますので、こういった理由を分析したところでございます。 

 それから、⑨の補助金経由のあり方及び各法人などにおける基金造成のあり方の見直しとい

うことでございます。これは主要な業務実績に関しまして、見直しを実施し、事業実施期間の

終了した基金の閉鎖等を行ったということで、これについてもｂとしてございます。 

 その関連で、⑩の基準等の見直しということで、基金について基準等を見直してそれに基づ

いて適宜基金を整理なり見直していくということでございますが、主要な業務実績のところに

ございますように、平成27年度に基金管理基準の改正を行いました。それまでは３年に１回基
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金の改正見直しを行うというのがルールだったのですけれども、27年度以降は毎年度見直しを

行うというふうにルールを改めまして、それに基づいて見直しを行ったところでございまして、

48ページにございますけれども、一部の基金については不用額が出ましたので、それについて

は返納などを行ったところでございます。 

 それから、49ページ、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組というところでございます。

50ページをご覧いただきたいと思いますけれども、先ほどご説明いたしましたように、毎年借

入に当たっては一般競争入札を実施し、その結果固定利率については、スプレッドについては

その下にありますように毎年度０％としたところでございます。また、年末年始を除くすべて

の借入の借入期間を１週間以内として利率を最も低くすることにより、借入利率の削減を行っ

たということでございます。さらに、毎年この有識者会議でご説明をいたしまして、これにつ

いての検証を行ってきていただいているところでございまして、この結果評定としてはｂとし

ております。 

 それから、最後になりますが、７番目、長期借入れを行う場合の留意事項ということで、51

ページですが、長期借入れは行わなかったために評価はしておりません。 

 第１につきましては以上でございます。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまのところについて、評価案についてご説明をいたします。また資料11ペ

ージに戻っていただきたいと思います。 

 まず、見込評価につきましても中項目を評価単位としておりますけれども、見込評価につい

ては小項目ごとの見込評価というのは行わず、中項目ごとに中期目標期間中の各事業年度の小

項目の評価結果、これを点数化した数を全部合計して、小項目の評価回数を２倍した数で割っ

た割合で評定しているということになります。 

 具体的に言いますと、12ページを見ていただきますと、ここの事業の効率化のところで、小

項目の数はここは一つということで、これまで４年間、25、26、27、28と４年評価をしており

ますので、４回の評価回数があるということです。ちなみに、25年度がａ，26年度以降ｂとな

っていますけれども、25年度はａが標準、26年度以降はｂが標準ということで、25年度のａは

ｂに置き換えて計算しております。そうすると、小項目の数が１で、評価の回数としては４に

なると。評価ｂの小項目数は４あるので４×２点ということで８点、小項目の評価の回数４×

２は８ですので、８分の８で100％になると。この割合が90％以上であればｂ評価をしている
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ということになります。 

 それでは、12ページから中項目ごとに評価の内容を書いておりますので、そこを拾って説明

したいと思います。 

 まずは事業の効率化のところで、12ページ上のほうですけれども、業務経費については毎年

度平均で対前年度比１％の抑制を上回る削減が行われているということでございます。ここは

Ｂ評価にしているということです。 

 次が15ページになります。業務運営の効率化に関する経費の削減ということで、ここも小項

目が全部ｂの評価になっておりますので、ここの中項目はＢ評価ということになります。 

 評価の内容でございます。一般管理費について毎年度平均で対前年度比３％の削減が行われ

るとともに、地方事務所の賃借料等の経費削減に取り組んでいる。それから、２つ目、給与水

準については国家公務員と同程度となっている。３つ目、随意契約の見直しについては、真に

やむを得ない契約を除くすべての契約を競争性のある契約とするなど、着実な実施が図られて

いるという評価内容にしております。 

 次が飛んで22ページになります。業務執行の改善という項目でございます。ここについては、

23ページになりますけれども、ｃ項目が一つあります。25年度の情報セキュリティの関係で、

機構が攻撃を受けたのですけれども、それに対して適切な事前の対応がとられているべきなの

にそれがとられていなかったということで、25年度ｃ評価になっているのが30ページを見てい

ただくとわかるのですけれども、25年度がｂ、それ以降もｂということで、25年度のｂという

のは今でいうところのｃ評価ということになります。 

 また23ページに戻っていただいて、ここの小項目の数は15、小項目の実績評価の回数は54回

ということで、評価ｂの小項目の数が53、評価ｃの小項目の数が１ということで、点数は107

点、これを108で割ると99％ということで、中項目の評価としてはＢ評価になるということで

ございます。 

 それから、評価の内容でございます。四半期ごとのヒアリングにより、業務の進捗状況を点

検・分析し、年度計画の確実な達成に努めているということ。２つ目、外部有識者による業務

実績に関する評価委員会の開催、それから補助事業に関する第三者委員会の開催などにより、

必要な業務の見直しを行っているということです。３つ目、内部統制の状況については、内部

監査の実施により、業務執行の改善、効率性の向上に努めているということ、コンプライアン

ス推進計画の着実な実施のほか、幹部会を毎週開催し、業務運営の方向性を明確に伝えるとと
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もに、法人のネットワークシステム等を通じて職員に広く周知するなど、組織全体で内部統制

の充実強化に努めているという内容にしております。一つ飛んで、さらに平成26年度の独法通

則法の一部改正を受け、内部統制に関する基本方針を新たに定め、役員会の設置・開催、内部

統制の点検やリスク管理等を実施しているという評価内容にしております。 

 今後の課題というところを整理しております。内部統制については、これまでの取組に加え

て、平成27年度に施行された独法通則法の一部改正に基づき、体制・規程等の整備が行われ、

計画どおりに実施されている。今後はその定着をさらに図るとともに、有効性の観点から随時

見直しを図る必要があるということが１点。もう１点、情報セキュリティについては、マルウ

ェア等の挙動を検知するソフトウェア等の導入、標的型メール訓練回数の増加などの取組を行

っており、重大なインシデントは発生していない。しかし、サイバー攻撃の増加、あるいは不

正アクセスに係る手口が年々巧妙化している実態を踏まえ、今後も必要に応じて十分な対策を

講じる必要があるということを整理しております。 

 次は33ページになります。機能的で効率的な組織体制の整備という項目です。ここも小項目

については全てｂ評価ですので、この中項目Ｂ評価ということにしております。 

 評価の内容でございます。組織体制の整備については、平成25年度に経理部について相互チ

ェック体制の強化のため４課体制から２課体制に変更した。また、平成29年度からの加工原料

乳生産者補給金制度の見直しに伴い畜産経営対策部の酪農経営課を畜産需給部に移管する等、

情勢の変化等を踏まえ、機能的で効率的な組織体制の整備が図られている。それから、理事数

については、毎年度、基本的な理事の分掌、副理事長との役割分担を整理、検証するとともに、

これまでの検証結果を踏まえ、29年度に現行の理事の数が必要であるとの結論を得ているとい

う評価内容にしているところです。 

 次が37ページになります。補助事業の効率化等という項目になります。ここについては小項

目についてｃ評価が３つあるということでございます。これは先ほど来説明している補助事業

の事後評価のところで、25年、26年、それから28年がｃ評価であったということであります。

ここは小項目の数が16ございます。評価の回数としては61回ということになります。それで、

ｂの小項目については58、それからｃの評価については３つあることからトータルが119点に

なるということで、先ほどの61回の２倍で割ると98％になるということで、この中項目の評価

としてはＢ評価になるということでございます。 

 評価の内容でございます。一つ目、補助事業の効率化については、事業実施主体の選定に当
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たり公募を実施しており、また事業の採択に当たり費用対効果分析等の評価手法を用いるなど、

効率的かつ透明性の高い補助事業の実施が図られている。それから、38ページの２つ目、費用

対効果分析を実施している施設整備事業では、効果が費用を上回った件数の割合は、平成25年

度71％、平成26年度70％、平成27年度95％、平成28年度87％で、平成25年度から28年度のトー

タルでは85％ということで目標を下回ったけれども、サポートを充実させたことで改善傾向に

あるというふうに考えているということでございます。 

 今後の課題を整理しております。費用対効果を分析している施設整備事業では、効果が費用

を上回った件数の割合は平成25年から28年度の達成度合は85％と目標を下回っている。この大

半を占める肉用牛生産の新規参入を支援する事業については、特に関係機関や事業実施主体等

周囲のサポートが重要であることから、引き続き事業実施主体等と連携して、支援体制の強化

に努める必要があるということで課題を整理しております。 

 次が49ページになります。砂糖勘定の累積欠損の解消に関する項目です。これについてはＢ

評価ということにしております。 

 評価の内容としては、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組については、短期借入金の借

入れに当たり、一般競争入札の実施により借入金の削減を図っているという評価内容としてお

ります。 

 次が最後ですけれども、51ページ、長期借入金に関する項目です。これについては実績があ

りませんので、評価対象外ということにしております。 

 以上が評価の内容でございます。 

 これまでのところでご質問ご意見あればいただければと思います。よろしくお願いします。 

○池田委員 給与水準に関して、17ページのところで、「そうした中で、対国家公務員指数が

平成26年度から２年連続で上昇したため、平成28年度において管理職の給与幅を抑制した。な

お、28年度は102.2となる見込みである」と書いてあるのですが、28年度は、その前の14ペー

ジのところには28年度が102.4と入っているのですけれども、この関係というのは、これは28

年度というか29年度になるのでしょうか。 

○生産局総務課課長補佐 28年度というのは、14ページの表は28年度に調査したラスパイレス

指数ということで、実際には27年度の指数をここであらわしているということです。17ページ

のほうは、実際に28年度のラスパイレス指数がいくらだったかというのをこの６月末には明ら

かになっていますので、そこを表示しているということで、ちょっと年度が１年ずれています。 
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○池田委員 はい、わかりました。ということは、２年連続上昇したけれども、28年度は少し

下がってきているから、よしとするということなのですかね。 

○生産局総務課課長補佐 そうですね、指数そのものについては102.4という若干高めではあ

りますけれども、その理由としては、管理職の比率が高いとかそういった要因もあるので、そ

ういったところで機構さんとしては給与の引き上げを抑えるといった取組を行っているという

こと。それから、機構さんの場合は、３カ所、地方事務所があるのですけれども、そういった

ところに機構さんのほうから職員が行くと、どうしても地元にいる国家公務員の方たちと比べ

ると若干高めになってしまう、異動保障とか単身赴任手当とかそういったものを受給する人の

割合が高くなってしまい、どうしても地方のほうは高くなってしまうので、全体で見ると若干

高いのはやむを得ないのだろうなというふうには考えているということです。実際に東京地区

に勤めている方だけの階層別で比べてみると、機構さんのほうが国家公務員より低いような状

況もあるということです。 

○池田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 そのほかよろしいですか。 

 開始から１時間半たちましたので、ちょっとここで休憩をとりたいと思います。４時10分く

らいに再開ということにしたいと思います。 

（休 憩） 

○生産局総務課課長補佐 議事を再開したいと思います。 

 それでは、次に、第２の国民に対して提供するサービス以降について、機構さんのほうから

業務実績等の説明をお願いします。 

○幸田理事 それでは、資料５の53ページをご覧いただきたいと思います。第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云々ということでございますけれども、

畜産、野菜、特産とございますが、まず畜産のほうからご説明をしたいと思います。 

 54ページをご覧いただきたいと思います。肉用牛対策ということで、（ア）肉用牛肥育経営

安定特別対策事業、これはいわゆる牛マルキンでございますが、これに係る所要の基金造成と

いうことでございまして、主要な業務実績にありますように、きちんと毎年度、月ごとに生産

者積立金に対応した基金造成を行ったということで、適切に基金を造成したということでｂと

しております。 

 （イ）は都道府県団体による生産者への迅速な交付について各種会議などでの指導というこ



27 

とでございますが、主要な業務実績にありますように、毎年度、全国会議等を行ったほか、事

務連絡文書なども発出しまして、都道府県団体を十分指導したということで評定ｂとしており

ます。 

 それから、その下のイ、いわゆる豚マルキンでございます。養豚対策ということであります

けれども、これは生産者補塡金の的確な交付ということでありまして、主要な業務実績にあり

ますように、25年度においては、21業務日以内という、これが左側にある規定の業務日ですが、

21業務日以内にすべてを交付したということであります。 

 ちなみに、26年度から28年度に関しましては、平均粗収益が平均コストを上回ったために交

付されなかったということでございまして、実際に交付のあった25年度についての評定ｂとい

うことでございます。 

 ちなみに、先ほどのアの牛マルキンのほうは団体に基金造成をいたしますけれども、イの豚

マルキンの方は生産者に直接交付するということで、これはそれぞれの事業の仕組みが異なっ

ていて、牛のほうは県単位から生産者のほうに間接的に流れていくということに対して、豚が

直接だということでこのような違いになっているということでございます。 

 その次のページの56ページ、ウ、補完対策です。経営安定対策の補完対策の事業の効率的か

つ適切な実施ということで、事業説明会あるいは巡回指導の適切な実施ということでございま

すが、これについても毎年度すべての新規拡充事業において事業説明会を実施したというのが

業務実績でありまして、ｂとしております。 

 それから、３番目の緊急対策でございます。57ページの業務実績のところにございますが、

28年度で言えば先ほどご説明した熊本地震なり台風被害、あるいは鳥インフルエンザというの

がありますが、さらにさかのぼって、例えば25年度、26年度であれば配合飼料の高騰対策、そ

れから同じく25、26年度に国の緊急経済対策等々を機動的に実施したところでございまして、

これらについて適正だということでｂとしております。 

 60ページをご覧ください。今までは肉でしたが、今度は酪農・乳業のほうでございます。加

工原料乳生産者補給交付金の交付ということでございますが、業務実績にありますように、毎

年度指定生乳生産者団体から交付申請書を受理した日から18業務日以内にすべて交付したとい

うことで、規定どおり交付しておりますのでｂということであります。 

 その下のイでありますけれども、数量等の認定に係る情報公開ということでありまして、こ

れについても適切に実施したということでｂとしております。 
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 続きまして、63ページであります。肉用子牛関係でございますが、肉用子牛生産者補給交付

金の交付、それからその下のイのところにありますが、ホームページなどによる交付状況等の

公表ということで、交付は規定日以内、それから公表も規定日以内にやっているということで

適正であるということでｂとしております。 

 ちなみに、この肉用子牛につきましても御存じと思いますけれども、県の団体のほうにまず

は出すという仕組みになっておりまして、先ほどの例で言うと牛マルキンに近い方式だという

ことでございます。 

 次に、67ページをご覧いただきたいと思います。67ページは需給調整・価格安定対策であり

ますけれども、左から３番目、指定食肉の売買ということで、これらにつきましては25から28

年度につきまして実施をしておりませんので評定はなし、横棒としております。 

 次の68ページ、イでありますが、指定食肉の需給動向の公表ということでありまして、業務

実績ですけれども、毎年度、日々の卸売価格などをホームページにおいて日単位なり週単位な

どにおいて公表したと、それから、需給予測を毎月ホームページにおいて公表したということ

で、評定ｂとしております。 

 それから、その下の②生産者団体などが行う調整保管事業に対する補助ということでありま

すが、これは二つから成り立っていまして、一つは需給動向の把握ということで、今と同様に

需給動向をきちんと把握して分析したということで評定ｂとしております。 

 その下のイでありますけれども、14業務日以内の調整保管の開始ということでありますが、

25から28年度において調整保管は実施していないために評定はバーとしております。 

 続きまして、71ページをご覧いただきたいと思います。需給調整・価格安定対策のうちの乳

製品部分でありますけれども、③指定乳製品等の輸入・売買ということでございます。このう

ちアにつきましては、20業務日以内の需要者への売渡しの実施ということでありまして、いわ

ゆるカレントアクセス以外の部分、すなわちＷＴＯ約束に基づく義務的輸入以外のいわゆる追

加輸入の部分に関するものです。この主要な業務実績にありますように、平成26から28年度に

おきまして、輸入業者から現品を受けた日から原則として20業務日以内に需要者へ売り渡した

ということでありまして、これも評定はｂとしております。 

 ちなみに、先ほどご説明いたしましたように、我々としては適切に追加輸入の承認を受けて

行ったと考えていまして、その結果家庭用バターの欠品についてはほぼゼロということになっ

たところでございまして、それが74ページの一番頭のところに書いてございます。 
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 74ページ、続きまして、イでありますが、国が定めて通知する数量の指定乳製品等の全量の

輸入及び手当てということで、これがいわゆるカレント分、ＷＴＯ約束に基づくものというも

のでございますが、これにつきまして業務実績にありますように、きちんと適時適切に実施し

たということで評定ｂとしております。 

 それから、ウ、国が指示する方針による指定乳製品の的確な売渡しなどということでござい

ますが、（ア）指定乳製品の的確な売渡しにつきましては主要な業務実績にありますように、

農林水産省に届け出ている売渡計画に基づいて適切に実施したということで評定ｂとしていま

す。 

 次のページ、（イ）需要者との意見交換の実施による需要者の要望、意向の把握ということ

でありますが、業務実績にありますように、毎年度四半期ごとに大手需要者との情報交換会議

を開催して意見交換を行ったということでございます。さらに、売渡入札における落札需要者

からも要望、意見などを把握し、輸入商社等に品質面の改善等についてフィードバックを行っ

たということで、これもｂとしております。 

 次のエでありますが、需給に関する情報の公表、それから次の76ページ、オのところでござ

いますが、売買実績に係る情報の公表ということで、需給、売買、いずれにつきましてもきち

んと公表をしているということでございまして評定ｂとしております。 

 ここまでが畜産でございまして、79ページをご覧ください。ここからが野菜になります。左

から３番目、①指定野菜価格安定対策事業ということでございまして、これにつきましては、

11業務日以内に支払うというのが評価指標でございますが、100％行ったということで評定ｂ

としております。 

 次のページ、②契約指定野菜安定供給事業、これも22業務日以内にすべて行ったということ

で評定ｂとしております。 

 それから、イのリレー出荷に係る特例措置ということでありますが、これにつきましては評

価指標のところで、説明会の開催やパンフレットの配布を通じて周知を図る者の総数を500者

以上にするとなっておりますが、主要な業務実績にありますように、毎年度500者を大幅に上

回る方々に配布すること等々を行い、その結果として35グループのリレー出荷の特定措置に係

る認定が国により行われたということでございます。この特例措置というのは、複数の産地が

連携してリレー出荷を行う場合に、本来であればその指定産地内でなければ対象にならないの

を指定産地外も対象にするなどの特例措置でございます。このように目標どおり行われており
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ますので、評定ｂとしております。 

 次の⑤、81ページの下のほうですが、ホームページなどによる業務内容の公表ということで、

これもきちんと毎月公表していますので評定ｂとしております。 

 次が84ページ、経営安定対策ですが、③特定野菜等供給産地育成価格差補給事業助成金の交

付、これもすべて規定業務日以内ですので評定ｂとしております。 

 それから、その下の④野菜農業振興事業の機動的、弾力的な実施というところでございます

が、主要な業務実績につきましては、毎年度機構主催の会議などにおいて契約野菜収入確保モ

デル事業の説明を行うとともに、事業の効果及び課題を検証し、その結果などについて農林水

産省へ報告の上協議を行い、対象要件の緩和などを図るための要領改正を行ったということで

ございます。具体的には、採択要件というのがそれまでは契約取引実績が３年ないと加入でき

なかったものを、１年でよしとするというような提案を行いまして、農水省とも協議の上、要

領改正を行ったということで、これは平成28年度からこのような改正を行って実施していると

いうことでございまして、評定はｂとしております。 

 それから、その下の２、需給調整・価格安定対策でございますが、86ページの上をご覧くだ

さい。①野菜農業振興事業の実施ということでありますけれども、主要な業務実績にあります

ように、産地情報調査員設置事業、あるいは加工・業務用野菜生産基盤強化事業、これらを適

切に実施したということでございまして、これらについても同様に課題などを整理して要件緩

和などの要領改正を行ったところでございます。 

 その次のイ、緊急需給調整事業の調整に向けた検討ということでございます。業務実績とい

たしましては、アンケート調査、ヒアリングなどを実施いたしまして、事業の必要性や事業メ

ニューの内容について検討を行いました。この検討結果を機構の見直し案としてとりまとめ、

農林水産省と協議を実施したところでございます。 

 具体的な内容としては、例えば全くと言っていいほど使われていないメニュー、例えば過剰

野菜有効利用研究実証事業というのがありますけれども、使われていないのでメニューは廃止

したらどうかというような提案をいたしております。 

 これらにつきましては、農林水産省のほうで今後価格安定制度の見直しの一環として見直し

が行われると聞いております。 

 それから、②のホームページなどによる公表ということでございまして、野菜の需給調整価

格に関して、毎月２回適切に公表しておるということで評定ｂとしております。 
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 その下の３の緊急対策であります。野菜につきましても緊急対策をやっておりまして、緊急

経済対策ということで平成25年度に実施しておりまして、これについても評定ｂとしておりま

す。 

 続きまして、90ページ、砂糖であります。砂糖関係につきましては、①甘味資源作物交付金

の交付、これは生産者への交付金の交付でございます。それから、②国内産糖交付金の交付と

いうことで、これは製糖企業への交付金の交付ということで、いずれも規定日以内に実施した

ということで、評定ｂとしております。 

 さらに、③のホームページ等による公表ということで、ホームページで月ごとの交付決定数

などについて公表したということで、これも評定ｂとしております 

 続きまして、92ページ、需給調整・価格安定対策ということで、輸入指定糖・異性化糖の売

買実績の公表ということで、これについても売買実績を毎月ホームページにおいて公表してお

りますので評定ｂとしております。 

 続きまして、94ページ、これはでん粉でございます。でん粉は砂糖と極めて似ているという

か同じような制度になっておりまして、でん粉に関してもでん粉原料用いも交付金という生産

者向けの交付金、それから国内産いもでん粉交付金というでん粉生産企業向けの交付金、これ

を規定の業務日以内に交付するとともに制度の仕組みを公開する、あるいは買入れ・売戻しの

状況を公表するということで、いずれも評定ｂとしております。 

 それから、97ページ、資金の流れなどについての情報公開の推進でございます。これは畜産、

野菜、砂糖、でん粉、それぞれの分野についてございます。 

 まず、畜産関係ですが、98ページ、機構からの直接補助対象者等に係る情報公開の推進とい

うことで、主な業務実績にありますように、毎年度直接の補助対象者及びそこからさらに補助

を受けた者の団体名などについて毎年ホームページにおいて公表をしたところでありまして、

ｂとしております。 

 イのほうは生産者などへの資金に係る情報公開ということで、こちらのほうは生産者に渡っ

た資金の事業別・地域別の総額、これを毎年公表したということで評定ｂとしております。 

 さらにウということで、機構からの補助金による基金に係る情報公開ということで、基金に

ついて基本的事項等をホームページに公表したということで、評定はｂとしてあります。99ペ

ージ、公表した基金というところに書いてございますが、27年度に10基金、28年度に８基金を

それぞれ公表しております。これは先ほど申し上げましたけれども、それまでは３年ごとに見
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直すということでした。たまたま25、26にはそれに該当する３年目となる基金がなかったので

公表はされておりませんが、27年度以降は毎年ということになりましたので、27、28と公表さ

れているということでございます。 

 その次の100ページ、エ、事業返還金を含む経理の流れに係る情報公開の推進ということで

ありまして、毎年度畜産業振興資金に繰り入れられた補助事業の事業返還金を含む経理の流れ

について、返還金の活用理由などを付記した上で公表を行ったということで、これもｂにして

おります。 

 それから、（２）野菜関係業務であります。これも先ほどの畜産と類似でありますけれども、

アとしては事業実施主体等に対する交付の公表、それからイといたしまして生産者等に関して

事業別、県別の交付金額のとりまとめ分の公表ということで、いずれも適切に実施したと考え

ています。 

 それから、（３）砂糖関係でありますけれども、ア、機構からの補助金による基金等に係る

情報公開の推進ということで、毎年度、基金の保有状況について、９月末までに公表したとい

うことでございまして、これは精製糖企業の再編合理化のための利子助成等のために基金とい

うものがかつてございましたが、業務実績のところにありますように、基金の閉鎖により平成

26年12月の時点で基金残高はゼロとなっており、その基金は実質的になくなっているというこ

とでございます。 

 それから、イ、機構から交付金交付対象者への交付金等に係る情報公開の推進ということで

ありまして、業務実績として、機構が徴収した調整金の総額あるいは交付対象者に交付した交

付金の事業別・地域別の総額、これについて四半期ごとにとりまとめて公表したということで

ｂとしております。 

 102ページの（４）でん粉関係業務でありますけれども。これにつきましても砂糖と同様で

ございます。 

 104ページ、情報収集提供業務のほうに移りたいと思います。104ページの５、情報収集提供

業務のところでありますが、105ページの需給等関連情報の的確な収集と提供ということでご

ざいます。ここの主要な業務実績に書いてございますように、毎年情報利用者等のニーズを的

確に把握するため、情報検討委員会を畜産、野菜、砂糖・でん粉の分野ごとに開催し、重点テ

ーマを含む翌年度の計画について検討したということでございます。重点テーマ、例えばです

が、最近の畜産の事例で言いますと、国内や輸出などの国産農産物の需要拡大、あるいは生産
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基盤の強化と、こういったものを重点テーマとして情報の収集・提供をしております。 

 さらに、この業務実績のところをご覧いただきたいと思いますけれども、重点テーマに即し

て重要情報の収集・提供を行っているところでございまして、今の事例で言いますと、例えば

酪農ヘルパーによる担い手の育成確保、こういったものに関しまして重要情報ということで収

集・提供を行っているところでございます。 

 その下のところの海外情報については、先ほどのジェトロの話でございますので、省略をさ

せていただきます。 

 いずれにせよ的確に情報収集・提供を行っていると考えていますので、評定ｂということで

ございます。 

 106ページにいっていただきまして、調査報告会の開催、講演依頼への対応など調査成果普

及等の取組ということでございまして、主要な業務実績のところにありますように、①から④

調査報告会、外部からの講演依頼、新聞等での引用、個別説明の要請等々、かなりいろいろと

ございまして、きちんと調査の成果は普及されていると考えております。 

 次の（２）情報提供の効果測定等ということで、①はアンケート調査をきちんと実施したと

いうことで評定ｂになっています。 

 ②としまして、情報利用者の満足度ということで、５段階評価をしてもらいまして、分母を

５段階評価の4.0とし、分子を畜産、野菜、砂糖、でん粉の各情報提供についてのアンケート

調査結果の５段階評価の平均値とするということで、これが４以上なら合格ですというのが指

標でございますが、主要な業務実績にありますように、アンケート調査結果いずれの年度も５

段階評価で目標である4.0を上回ったということで評定ｂとしております。 

 それから、その下の③情報提供内容等の改善等ということであります。主要な業務実績のと

ころにありますように、アンケート調査結果を踏まえ、ＥＵの乳価など需給関連データや中国

や米国における野菜の生産状況を毎月提供するなど、海外情報の拡充等を行いました。それか

ら、見易さということでございまして、情報誌やホームページの見易さや利便性の向上のため

にＰＤＦ形式での情報発信をするなどの取組を行っていまして、評定ｂとしております。 

 108ページです。④紙媒体での情報提供の実施効果の検証ということで、今雑誌のような形

で紙媒体でも送っていますけれども、今の電子化の世の中にあって、これからどの程度必要に

なるかという効果を検証しようというのがここでの課題であります。これに関しましては、主

要な業務実績にありますように、毎年度アンケート調査の結果の集計などを行って検証したと
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ころ、①現行どおりの紙媒体での提供を希望するのは９割以上あったということ。それから、

②その理由としては、全体の把握の容易さや閲覧や保存のしやすさなど、メリットがあるとし

た割合が毎年６割以上であったという結論が得られたと、これがアンケート結果であったとい

うことでございます。 

 それを踏まえまして、⑤にありますように、ホームページによる情報提供への重点化等の取

組でございますけれども、今申し上げましたように、紙媒体を評価するという方が多かったわ

けでございますが、主要な業務実績にありますように、各参加者に対してメールマガジンの登

録の勧誘などを実施をいたしまして、またアンケート調査結果を踏まえまして、紙媒体での提

供を希望しない人、こういう人たちが合計で301件いらっしゃいましたけれども、この方たち

への送付を停止したということでございまして、評定としてはｂとしております。 

 それから、（３）需給等関連情報の迅速な提供であります。情報の期間内の公表ということ

で、これも適切に実施したということでｂとしております。 

 それから、②問い合わせ等があった場合の迅速な対応ということでありますが、109ページ

の下から110ページの頭にありますけれども、情報を保有していなかった場合を除き、すべて

翌業務日以内に対応したということでございます。 

 ちなみに、情報を保有していなかった場合、例えばＥＵの対日豚肉輸出に関する質問という

のがあったのですが、これに関しては機構では保有していなかったので、現地のコンサルタン

トに依頼して、そのために時間がかかってしまったということで、翌業務日ではなく２日から

37日後に対応したという例もございましたが、きちんと原則として対応しているということで、

評定はｂとしております。 

 ここまでは情報提供の対象としては主に事業者なわけでありますけれども、次の（４）から

は消費者などへの情報提供ということであります。110ページの①といたしまして、アンケー

ト調査を実施するということでございまして、これについてはきちんと実施したということで

ございます。 

 ②といたしまして、ホームページでの消費者コーナー等の充実を通じた消費者等へのわかり

やすい情報提供の推進ということでありますけれども、今申し上げましたアンケート結果など

を踏まえて、トップページや消費者コーナーのデザインの改修を行う、あるいは消費者コーナ

ーにおいてキッズコーナーの新設や動画コンテンツの改修などを行うなどして、消費者へのわ

かりやすい情報提供に努めたところであります。 
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 それから、③消費者等の理解の促進を図るための意見交換会などの開催ということでありま

して、これにつきましては毎年度肉牛肥育、酪農、野菜の生産現場、砂糖の製造工場などを訪

問して消費者代表の方々と関係者との意見交換を行う場をセットしたということでございます。

また、食育推進大会や全国大会、実りのフェスティバルなどに出展すること、あるいはａｌｉ

ｃセミナーの開催、広報誌の発行などを通じて機構の情報発信に務めたということで、ｂとし

ております。 

 続きまして、（５）ホームページの機能強化ということで、業務実績にありますように、ア

クセス数の集計分析などを行いまして、あるいはアンケート結果なども踏まえまして、各種の

改善を図ったというところでございます。評定はｂとしております。 

 続きまして、114ページをご覧いただきたいと思います。ここからが第３になりますが、予

算、収支計画、資金計画であります。 

 115ページをご覧いただきたいと思います。１．事業費及び一般管理費の節減に係る取組と

いうことで、これは冒頭申し上げましたが、毎年度、業務経費が１％の抑制、それから人件費

を除く一般管理費が３％の抑制ということで、いずれも達成しておりますので評定ｂとしてお

ります。 

 116ページ、２、法人運営における資金の配分状況ということでありまして、その下のほう

に書いてございますが、政策的要請又は緊急的事態が生じた場合には資金の配分は見直すとい

うことでありまして、毎年度年度計画の予算の変更を通じて資金を適切に配分するなどしたと

ころでございまして、評定ｂということで、例えば先ほどの熊本地震の緊急対策によって予算

の変更が必要になりますので、こういった年度計画の変更を適時行ったということでございま

す。 

 117ページの下のほう、資金管理運用基準に基づく安全性に十分留意した効率的な運用とい

うことでございます。業務実績ですが、流動性の確保が必要な資金、これにつきましては118

ページのところをご覧いただきたいと思いますが、主に大口定期預金による運用を毎月２回以

上実施したということでございます。 

 具体的に申し上げますと、29年３月末、28年度末で言いますと、定期預金で1,892億円入っ

ておりまして、昨今の金利が非常に低くなっているということもありまして、利回りのほうは

年利で0.008％となっております。一方で、資本金や事業資金など、これらに関しましては流

動性が必ずしもただちには必要ないもの、これについてその分量というのを把握して、これに
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つきましては安全第一で運用を行っているということでございまして、具体的には地方債とか

財投機関債、政府保証債、このようなものを中心に運用を行っていまして、29年度末で836億

円、1.175％の金利でございます。 

 続きまして、119ページをご覧いただきたいと思います。これは短期借入金の限度額でござ

いますが、１．運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足となる場合における短期借入

金の借入れということですが、このような事態は発生しませんでしたので、評定は横バーとし

てあります。 

 続きまして、121ページ、同じく短期借入金の借入れですけれども、国内産糖価格調整事業

の借入れということで、これは先ほど来説明しているとおり、25から28年度にかけて短期借入

金というのが随時発生しておりますが、いずれにつきましても単年度800億円というのが上限

ですので、その枠内で借入れを行ったということでは評定はｂとしております。 

 ちなみに、現時点までの最大の借入れというのは、本年６月の296億円というのが最大の額

になっております。 

 続きまして、122ページ、でん粉のほうであります。でん粉については単年度120億円という

のが上限になっていますが、借入れの必要はなかったということで、評定は横バーとしており

ます。 

 123ページ、不要財産の処分に関する計画でありますが、次の124ページをご覧ください。緊

急的な経済対策として平成21年度に補正予算で措置された事業の返還金でございますが、これ

については例えばリース事業の返還金のようなものが後で戻ってきていますので、そういった

ものについて国庫納付を行ったところでございます。 

 125ページ、２番の牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された事業に伴う返

還金・不用額の納付ということでございまして、これは東日本大震災の原発事故の関係で畜産

農家などに立替払いをしたときに、後で東電から畜産農家が賠償を受けた場合に返還をしても

らうことなどによって戻ってきたものを国庫納付したというものでございます。 

 その次、126ページ、これは先ほど最初に申し上げたのに類似ですけれども、緊急的な経済

対策などで補正予算で措置したものに関するリース事業に伴う返還金などについて国庫納付を

行ったというものでございます。 

 127ページの４番ですが、所有する職員宿舎２戸、これを譲渡し、主務大臣に国庫納付する

というものでございましたが、売却自体は業務実績にありますように、27年度中に実施し、28
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年度に3,600万円を国庫に納付したということでございまして、評定ｂとしてございます。 

 続きまして、128ページ、第６でありますが、前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡

し、または担保に供しようとするときはそれを計画ということですが、これに関しましては実

績なしということで、評定はバーになってございます。 

 それから、第７、剰余金の使途であります。129ページ、これについては剰余金はなかった

ので、同じく横棒にしてあります。 

 それから、131ページ、その他主務省令で定める業務運営に関する事項ということでござい

ますが、職員の人事に関する計画であります。132ページ以降であります。 

 132ページ、（１）職員の人事に関する方針ということですが、①職員の業務運営能力など

の育成及び人事評価制度の実施ということでありまして、主要な業務実績にありますように、

人事評価制度、管理職ポストオフ制度を実施した。また、平成25から28年度、各年度において

５人の新規採用及び28年度に５人の中途採用を行いました。なお、平成29年度は10人の新規採

用を行ったということで、評定ｂとしてあります。 

 それから、②調査情報部の調査役の検証及び見直しということであります。これはもう大分

前になりますが、業務実績に書いてありますように、平成25年度におきまして調査情報部の調

査役、それまで５人いたわけですが、平成25年度からは２名削減して３名とする見直しを行っ

たということで、評定ｂとしてあります。 

 それから、（２）人員に関する指標ということであります。これは主要な業務実績にありま

すように、234人というのが上限なわけですけれども、ここに211、208云々と書いてあります

ように、234人を上回る年がございませんでしたので評定ｂとしております。 

 （３）業務運営能力等の向上ということで、①階層別研修の実施であります。業務実績にあ

りますように、初任者に対する研修、それから次の134ページにいっていただきまして、一般

職員に対して係員、係長、課長補佐、課長代理、それぞれのレベルに応じた研修、それから管

理職に対する研修等々を実施しておりまして、階層別の実施ということで、評定ｂとしており

ます。 

 続きまして、134ページの②専門別研修の実施ということで、業務実績にありますように、

会計関連研修、広報・システム関連研修、総務・人事関連研修、監査関連研修、語学力個人情

報研修、海外派遣研修等々実施しておりまして、評定ｂとしております。 

 それから次に、最後になりますが、３、前期中期目標期間繰越積立金の処分ということであ
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ります。これは主要な業務実績のところにありますように、畜産勘定、でん粉勘定、次のペー

ジにありますが、補給金等勘定、それぞれについて繰越がありますけれども、いずれも法律の

規定に基づいて適切に管理しているということで、評定ｂとしております。 

 以上でございます。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、続いて、評価案について説明をしたいと思います。資料53ページに戻っていただ

ければと思います。 

 国民に対して提供するサービスということで、ここについては５つの中項目がございます。

まず、全体としてここ以降は小項目についてｃ評価になったものはありませんので、ここ以降

についての中項目の評価はＢ又は対象外というふうな形での評定をしているということをまず

最初に申し上げておきます。 

 55ページになりますけれども、経営安定対策に関する評価の内容を記載しております。一つ

目が畜産関係ですけれども、畜産の経営安定対策については、酪農、肉用牛繁殖、肉用牛肥育、

養豚等いずれの業務も迅速かつ適切に実施されている。 

 次は野菜です。野菜の経営安定対策については、生産者補給金等の迅速な交付を行っている。

また、契約野菜収入確保モデル事業の普及を図ったほか、事業の効果及び課題をとりまとめて

農林水産省に報告するなど事業の改善に努めている。次も野菜ですけれども、契約指定野菜安

定供給事業におけるリレー出荷の特例措置について、リレー出荷の特例措置等を周知した結果、

35グループがリレー出荷の特例措置に係る認定を受けたと。この中期目標期間中の目標は30グ

ループ以上が目標であったということであります。 

 次が砂糖・でん粉の関係ですけれども、砂糖・でん粉関係業務については、生産者等への交

付金の迅速な交付を行っているという評価内容にしております。 

 次が56ページになります。ちょっと順番が前後して、緊急対策ですけれども、評価の内容は

57ページの２行目から、畜産関係では、配合飼料の高騰対策、国の補正予算により措置された

緊急経済対策、台風被害対策、熊本地震による被害対策等が機動的に実施されている。また、

野菜関係では、国の補正予算により措置された緊急経済対策（加工・業務用野菜生産基盤強化

事業）が機動的に実施されているという評価内容としております。 

 次が、66ページに飛びますが、需給調整・価格安定対策に係る項目でございます。ここの評

価内容として、一つ目、指定乳製品等については、国際約束に従って国が定める数量について
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輸入契約の締結、それから売渡しが適切に実施されているということです。 

 ２つ目、26年度から28年度においては、バター及び脱脂粉乳の安定的な供給を確保するため

追加輸入を実施した。なお、平成26年末にバターの品薄が生じたことを踏まえ、平成27年度か

らバターの輸入業務に関し輸入決定時期の明確化等の運用改善を行った。こうしたことから、

平成28年１月以降、バターの店頭調査における家庭用バターの欠品率はほぼゼロで推移してい

るという内容にしております。 

 一つ飛んで、野菜の関係ですけれども、野菜農業振興事業については、事務負担の軽減に向

けて規程の改正を行うなど、事業の機動的・弾力的な実施に資する取組が実施されている。ま

た、緊急需給調整事業の見直しに向け、事業参加団体に対するアンケート調査等を行い、事業

の必要性、事業メニューの内容の検討を行い、機構の見直し案をとりまとめて農水省との協議

が実施されているということです。 

 最後、砂糖・でん粉業務については、月ごとの売買実績を定められた期間内にホームページ

に公表しているということでございます。 

 それから、４つ目の項目が97ページになります。資金の流れ等についての情報公開の項目で

す。ここについての評価内容を98ページのほうに書いてございます。資金の流れに関する情報

公開については、毎年度ホームページに公表するとともに、法人からの直接あるいは間接補助

対象者等に係る情報公開についても適切に公表しているという評価内容にしております。 

 それから、５つ目が104ページになります。情報収集提供業務に関する項目でございます。

この評価内容としては、一つ目、情報収集提供業務については、分野ごとの情報検討委員会の

開催やアンケート調査の実施等により情報利用者のニーズを的確に把握し、こうしたニーズを

踏まえて定めた重点テーマに即し情報収集提供を行っており、満足度調査の結果も目標を達成

している。２つ目、海外情報については、28年度から北米、ＥＵにおける調査事業を実施する

とともに、アンケート調査等を踏まえ、中国について中国農業大学と新たな委託契約を締結す

るなど、情報提供内容等について必要な改善及び業務の合理化を行っているという評価内容に

しております。 

 次が大項目が変わりまして、114ページになります。予算、収支計画に関するところです。 

 まず最初の項目、114ページになりますけれども、事務費及び一般管理費の削減については、

第１のほうで説明したとおり、計画どおりの削減が行われているということでございます。 

 それから、115ページ、資金の配分に関する項目でございます。116ページのほうに評価内容
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を書いております。年度計画及び予算については、補正予算の成立あるいは指定乳製品の追加

輸入の実施に伴う事業費の増額に適時に対応しているという内容としております。 

 それから、117ページ、資金の管理運用に関する項目でございます。ここの評価内容として

は、一つ目、資金の管理及び運用については、法人の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に運用されているということです。それから、具体的な運用については、

流動性の確保が必要な資金については主に大口定期預金による運用、また資本金、事業資金の

一部については有価証券による運用の実施により、効率的な運用が行われているという評価内

容としております。 

 次が119ページになります。短期借入金に関する項目です。一つ目の運営費交付金に係る借

入金については実績がなしということです。 

 ２つ目、120ページ、砂糖勘定に係る借入れですけれども、この評価内容としては、砂糖勘

定の繰越欠損金については、法人が糖価調整制度を適切に運営した結果生じたものであるとい

うことで、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額を借り入れたものであ

り、借入に至った理由は適切であるということであります。また、借入に当たっては、入札を

実施し、借入利率を低減するなどの取組を行っているという評価内容としております。 

 ここについては今後の課題ということも整理しております。砂糖勘定の繰越欠損金について

は、平成22年10月以降、制度関係者による共同した取組が実施されており、平成25年度から平

成27年度においては漸減してきたが、平成28年度の収支は、国際糖価の上昇に伴う調整金収入

の減少及びさとうきびの増産による国内産糖価格調整事業の支出の増加により33億円の当期損

失が生じていると。この結果、平成24年度末の繰越欠損金304億円は、平成28年度末には254億

円と減少しているということですが、繰越欠損金の解消には至っていないことから、今後もこ

うした取組を継続する必要があるという整理をしております。 

 次が123ページ、不要財産の処分に関する項目です。ここには４つ項目があるのですけれど

も、中期計画に定められた時期の違いによるものでありまして、大きくは畜産業振興事業の不

要額や返還金に係るものと、もう一つは職員宿舎の売却に係るものの２つになりますが、いず

れも計画どおり国庫納付が行われているという評価内容にしております。 

 次が128ページ、129ページになりますけれども、重要な財産の処分、それから、剰余金の使

途については実績がないということで、評価対象外ということになります。 

 次に、131ページ、その他業務運営に関する事項ということでございます。２番の職員人事



41 

に関する計画というところで、評価内容を132ページのほうに書いてございます。評価の内容

としては、職員の人事については、適正配置が実施されている。そのほか、人事評価制度、管

理職ポストオフ制度が適切に実施されているということです。それから、職員の研修について

は、計画的に十分に実施されているということ。それから、なお書きに書いておりますが、調

査情報部の調査役については、平成25年度に平成24年度末の５名から２名を削減する見直しが

行われているということを書いてございます。 

 それから、最後、135ページになります。積立金の処分に関する事項ということで、前中期

目標期間繰越積立金については、毎年度該当する勘定においてそれぞれ適切に管理されている

という評価内容にしております。 

 それでは、２ページに移っていただいて、この見込評価の全体の評価について説明をいたし

ます。まず、見込評価について、全体の評定は中項目の評価結果を基に行っていますので、中

項目の評価はすべてＢとなっていることから、総合評定についてもＢという評定にしていると

いうことでございます。 

 それから、評価の内容を３ページ目の法人全体の評価のところに書いてございます。これは

28年度の評価とほぼ同じですけれども、かいつまんで読むと、業務運営の効率化の項目につい

ては、業務経費や一般管理費の削減、それから契約の適正化、内部統制に係る取組についても

計画どおり実施していると。それから、経営安定対策、需給調整・価格安定対策、緊急対策に

ついても的確に実施していると。情報提供業務に関しては、ニーズに対応した情報の重点化に

取り組んでいる。このほか、砂糖勘定の繰越欠損金に関する借入コストの抑制、不要財産の国

庫納付についても計画どおり実施しており、総じて順調な組織運営を行っていると評価すると

いう評価内容としているということでございます。 

 その次の３番、項目別評定で指摘した課題、改善事項ということで、先ほどの中項目ごとに

課題として整理した事項をここに改めて記載しているということです。４つの項目がございま

す。内部統制については、その定着を図るとともに、随時の見直しを図る必要があるというこ

と。２つ目、情報セキュリティについては、今後も必要に応じて十分な対策を講じる必要があ

るということ。３つ目、施設整備事業では、費用対効果を分析している事業について支援体制

の強化を図る必要があるであろうということ。それから、４つ目ですが、砂糖勘定の繰越欠損

金については、欠損の解消に至っていないことから、取組を継続して実施する必要があるとい

うことをここに改めて記載しているということでございます。 
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 以上が全体評価ということでございます。 

 それでは、ここまでのところで業務実績及び評価案についてご意見等があればお願いしたい

と思います。 

 小林委員、お願いします。 

○小林委員 先日の畜安法の改定に伴う業務の見直しと言いましょうか、例えば生乳・乳製品

の需給調整機能は国が責任持って行うというふうにおっしゃっていて、その機能自体は畜安法

ではなくて機構法に移されたというふうに認識しているのですけれども、そうすると、かなり

機構の役割というのが大きなものになっていくのかなというふうに思っております。認識が違

えばまたご指摘いただければいいと思うのですが。 

 それで、需給調整というのを具体的にどういうふうにやっていかれるのか、これはもちろん

国との連携ということでやっていかれると思うのですが、実務団体としての機構さんが具体的

にそのことをどういうふうにやっていかれるのかということ。 

 それから、今の体制というのが酪農乳業関係は12人でやってらっしゃるということだったと

思うのですけれども、相当の業務が膨らむという中で、やりきれるのかなというのがちょっと

心配な、私が心配することはないかもしれませんけれども、その辺の見直しということをお考

えになっていらっしゃるのかどうか。バターのことなども含めて、タイムリーな決断というこ

とが必要なわけですので、そういうことも含めて畜安法の改定絡みでどんなふうに業務の見直

しということを考えていらっしゃるのか、あるいはいらっしゃらないのかという、その辺を少

しお伺いできればというふうに思っております。 

○生産局総務課課長補佐 機構さんのほうからでよろしいですか。 

○神宮理事 畜産需給担当の神宮と申します。よろしくお願いいたします。 

 ご質問の点でございますけれども、畜安法の改正ということで、これまで畜安法に基づいて

行われておりました調整保管、これは生産者団体ですとか加工メーカーが行います調整保管に

対して経費を助成するという仕組みでございますけれども、こちらは畜安法廃止後も畜産業振

興事業ということで機構法に基づきまして引き続き行うことが可能でございますので、そこは

農水省とも十分協議いたしまして、低落時におきまして機動的に発動していきたいと思ってお

ります。 

 実績で申しますと、豚肉につきましては調整保管、平成21年度が直近でございますけれども、

そちらも畜産業振興事業で実施しておりますので、そこは法体制の変更にかかわらず機動的に
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実施していきたいと思います。 

 また、乳製品につきましても、最近需給が乳価低落という傾向ではございませんが、万が一

ということも鑑みまして、こちらにつきましても畜安法の改正以降は食肉の調整保管と同様、

畜産業振興事業の調整保管に一本化して、実質的には影響なく実施したいと思っておりますの

で、そこは農水省とも十分協議いたしまして、需給緩和時には遺漏なきように務めてまいりた

いと思っております。 

○小林総括理事 小林でございます。畜産全般も見ております。 

 ご指摘の件、恐らく来年度以降の生乳需給を大臣がどう見ていくか、それを実際どう業務と

してやっていくのかをご心配だと思いますけれども、今政省令の改正作業を農水省でやってお

りまして、私どももいろいろ相談を受けていますけれども、どのようなことをやっていくかに

ついて業務の中身を説明する段階には残念ながらまだありません。 

 ただ、今わかっているのは、先ほど冒頭に総務課長がお話になりましたけれども、法律の中

で新しい指定団体以外の者も入ってきますし、そうすると入って来たり抜けたりということで

多層化する業務も覚悟しなければいけないということで、人員的には大分きつくなるだろうと

思っております。そういう意味で、新しい仕組みに対応した人員というものを今農水省に定員

を要求しているという段階にございます。まだそれも結論は出ておりませんので、ここで何人

というご説明にはなりませんが、今そういう準備段階を経ているというところでございます。 

○生産局総務課課長補佐 そのほかございますでしょうか。 

 恩田委員、お願いします。 

○恩田委員 評価とは直接関係ないのですが、経営安定対策ということで、59ページから畜産

関係業務ということでお示しいただいているなかで、61ページにその他の参考情報ということ

で、平成26年及び28年度、平成27年度として生乳の生産の減少に伴う加工原料乳向けの生乳数

量が減少したということと、平成27年度のそのうちということになるかと思いますけれども、

チーズ向けの生乳数量がかなり減少したというのは、実際には59ページのデータから見るとど

のように読み取ればよろしいのでしょうか。どのような背景でこのような現象になるのかとい

うのを教示いただければと思います。 

○生産局総務課課長補佐 予算と決算の乖離の部分ですね。これは機構さんのほうからよろし

いですか。 

○幸田理事 予算と決算の乖離ということですので、例えば59ページで言いますと、これ26年
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度は311億という予算を立てていたのだけれども、実際の決算は269億になってしまったという

こと。27、28もそれぞれやはり、これは単位で言うと4、50億ずつぐらい減っているわけです

けれども、この理由が結局交付数量が見込みより下回ってしまったためということでございま

す。 

 恐らく、委員が聞かれたい趣旨は何でこういうことになってしまったのかということかと思

いますけれども、それについてはちょっと私のほうではわかりませんので、お願いいたします。 

○安井理事 ざっと申し上げますと、ちょうどこの時期、生乳の生産が猛暑などのため減って

きました。そうするとやはりどうしても最初に飲用向けにいきますので、結果としてバターと

か脱脂粉乳に向けられるのが少なったというのが原因です。そのバター、脱脂粉乳に向ける加

工原料乳の補給金の支出が減ったというのがこの背景になります。 

○恩田委員 その後27年度にチーズ向けだけが「かなり」というようなそこの言葉がちょっと、

減少した、それからかなり減少したというのはどのような使い分けというとちょっとおかしい

ですけれども、27年度はチーズ向けがかなり減少したということはどういう仕組みによるので

しょうか、ちょっと細かいことですけれども。 

○畜産企画課調査官 私のほうから。お配りになっている資料４、参考資料のほうをご覧にな

っていただければと思います。こちらのほうの121ページに加工原料乳の生産者補給金の交付

業務というのがあるかと思います。今の経営安定対策の仕組みについてなのですが、ここにあ

りますように、生乳、酪農家さんから出るお乳については皆さんが牛乳として飲んでいただく

ほかに、脱脂粉乳とかバターに加工するもの、あとチーズに仕向けるもの、そのほか何種類か

あるのですけれども、こういったものに仕向けられるということになっています。 

 それで、ここにありますのが実績になります。この中で26年と28年のそれぞれの交付対象数

量に書いてあるものが、牛乳乳製品の需要の予測をしていく中で、私ども国のほうで決めて審

議会に図ってＡＬＩＣさんのほうに提示するのですけれども、これぐらいの数字が必要量であ

るというふうに推計しています。これに対してそれぞれの交付数量というのが実際対象になっ

た生乳の数量となります。26と28を見ますと、今それぞれ区分けしている中で、脱脂粉乳・バ

ター等向けとの乖離が大きかったということを書いてあって、27年はここにありますとおり、

脱脂粉乳・バター等向けも乖離は大きかったのですけれども、特にチーズのほうが乖離が大き

かったものですから、そういうご説明をさせていただいているということになると思います。 

 それで、背景、要因なのですけれども、今説明がありましたとおり、酪農家さんがやはり減
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っていまして、一つはやはり毎日お乳を搾ったりするということで、そういったものが負担に

なるということ。そのほか、価格の問題とか経営の問題等もあるのですが、全般的に今ちょっ

と減ってきていたと。 

 そうしますと、生乳、お乳の国内の生産量がなかなか増えない、むしろ減少していくという

中で、販売をどれにしていくかということになりますけれども、やはり特に27年度にチーズが

減った、バター、脱脂粉乳に比べてということでは、先ほどバター不足のようなお話が出てい

たからと思います。そのような中で、乳業メーカーさんもバターのほうに仕向けるようにいろ

いろ需給状況を見ながら努力された中で、最終的にはチーズに仕向ける量が、同じ量の中でや

っていますので、減ってしまって、補給金としての額が少なくなったと、そういうことをご説

明させていただいているということになると思います。 

○恩田委員 はい、わかりました。優先順位がそれぞれにあるということになりますね。了解

しました。ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 そのほか。矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 実績と各評価については特に異論はないのですけれども、野菜関連に関していく

つか確認させていただければと思っております。 

 まず、資料５のほうの順番でいきますと、54ページの主務大臣による評価のところの契約野

菜収入確保モデル事業の普及について、これは継続してやられていることなのですけれども、

実際の利用交付と言いますか、利用のほうは資料４の39ページのほうで確認すればよろしいで

しょうか。この資料４の39の交付決定数と実際の交付件数、実際に額が確定して支払われた関

係ですね、このあたりを補足的に説明していただければというのが１点です。 

 ２点目が、資料５に戻りまして、57ページの主務大臣評価のところの加工・業務用野菜生産

基盤強化事業についてです。これは平成25年度の事業だけではなく継続してやられていると理

解していたのですけれども、ここで25年度と書かれておられる意味をお聞かせいただきたいと

いうのが２点目です。 

 ３点目、87ページで、業務実績のところに関連して細かく２点質問です。この結果というと

ころで、今制度の見直し、事業見直しを行われているとあります。実際にあまり使われていな

い事業を廃止されるというお話だったと思いますけれども、その事業内容についてが１点です。 

また、この見直しは今年度、中期目標期間内に行われるのか、新たな中期目標期間内に関わる

ことなのかという２点です。 
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 ４点目として、先ほどの恩田先生のご質問と少し似ているかもしれないのですけれども、88

ページのその他参考情報で書かれている、予算と決算の乖離理由なのですけれども、これもど

の資料で確認すればいいか教えていただければという、以上です。 

○生産局総務課課長補佐 それでは、石井理事のほうからお願いします。 

○石井理事 いくつか指摘あったのですが、ちょっと漏れがあったらもう一回聞いてください。 

 まず、資料４の39ページ、これは補助事業である契約野菜収入確保モデル事業の件数です。

したがいまして、契約野菜の制度、法定制度とは違う事業の数字でございます。 

 契約野菜については、これまで農水省のほうでいくつか要件の見直し等がありまして、これ

は確実に伸びてございます。これは１点目です。 

 あと、資料５の87ページの農業競争力強化プログラムの緊急需給調整事業の関係でございま

す。これは現中期計画が今年度で終わりますので、これは今年度中にどのようにスクラップア

ンドビルドしていくのかという点を含めて農林水産省のほうでご検討されるというものでござ

います。 

 私どものほうでは、緊急需給調整事業のメニューがいくつか多くある中で、使われていない

というようなものがありますので、そういったものについてはもうスクラップしてはどうかと。

また、登録出荷団体のほうのアンケート調査の結果も踏まえてそういうご提案を農水省のほう

にさせていただいているというものでございまして、結果的にはこの中期計画が終わって次期

中期計画に入る過程で、もっと言えば来年度予算要求の政府案が固まる段階なのかもしれませ

んが、その段階で農水省のほうで結論をお出しになるというふうに理解しております。 

 加工・業務用野菜の事業でございますけれども、これは、平成26年１月に緊急経済対策とい

うことで補正予算が措置されまして、実質的には26年度から事業がスタートしております。今

年で４年目になるのですが、そういった過程の中で対象品目について追加されてきて拡充され

ているのですが、そういった事業の見直しをされている事業でございます。 

 この事業の特徴は、一つは対象品目を限定しているのですが、特に加工・業務用の野菜の中

で輸入品のシェアが高いもの、そういった野菜について国産野菜に変えていただこうというの

が一つの目標でございます。 

 もう１点は、この野菜の事業では面積払いということで、取り組んでいただいた面積10アー

ル当たりにお金を３年間にわたって支払っていくという形で当初スタートしたものでございま

すが、その後予算措置の過程の中でさまざまな見直しがされていますけれども、当初はこうい
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う３年間で支払っていくということでスタートした事業でございます。現在も継続しておりま

す。 

○生産局総務課課長補佐 農水省のほうから何か補足はありますか。 

○園芸作物課調整官 農林水産省の前田でございます。 

 先ほどのご質問ありましたところで、石井理事のほうからほとんど答えていただきましたけ

れども、一つは、使われていない事業の関係については、それらを踏まえた上で予算要求、あ

るいは農業競争力強化プログラムに沿った対応をしておりますので、この中で適宜見直しをさ

せていただきたい、できるだけ効率的に野菜農家の支援、消費者の支援に使わせていただきた

いと思っているところでございます。 

 それから、先ほどの生産基盤強化事業、こちらの方はまさにおっしゃったとおりでございま

す。29年度も予算執行している最中でございます。 

 資料５の82ページ、４番のその他の参考情報の予算と決算の乖離ということでございますが、

予算要求上は必要な金額、所要額ということでその金額を計上させていただいていますが、実

際には、この平成26、27、28年というのは指定野菜の卸売価格がよかったという状況にござい

まして、補給金の交付実績として少なく、予算額を決算では下回ったということになっており

ます。 

○石井理事 契約野菜の件数のほうは、78ページに、これは申請件数でございますが、この２

の①必要なアウトプット、アウトカム情報のリレー出荷の３つ上に登録出荷団体等別の品目ご

との交付申請件数の総件数（契約指定野菜）とありまして、これが申請件数ベースです。実際

申請件数ですから、要件に達していなければ事業に加入していただいてもお金は支払われない

のですが、申請件数ベースで見ましても、25年度の36件から28年度は73件、件数は倍になって

います。さらに加入件数ベースで見ましても、25年度は85件加入しておりましたのが、28年14

8件ということで、加入件数としても伸びているということでございます。この間には農水省

のほうで事業加入者の要件を下げるとかそういう要件見直しをしていただいた結果伸びている

というところでございます。 

○生産局総務課課長補佐 よろしいですか。 

○矢野委員 はい。 

○幸田理事 すみません、ｌ点は緊急需給調整事業の話ですけれども、恐らく委員のご指摘は、

25年度とだけ書いてあって26年度以降は何で書いてないのかというこういうご指摘だと思うの
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ですけれども、私の理解では、ここは加工基盤のほうですよね、緊急対策としてやったのが25

年度だけですという、すなわち、補正予算としてやったのは25年度だけですと。26年度以降は

当初予算でやっているのでここには書かれていないと、そういう理解だというのが１点です。

 それから、２点目として、これはこういうご指摘なのかちょっとわかりませんが、予算と決

算の乖離で26から28年度に乖離があったというのは、これは至るところで実は出てきます。先

ほどの特定野菜のところだけでなくて指定野菜もそうですし、それから指定食肉云々も全部そ

うなのですが、ただ、今回の中期目標は25年度から29年度という５年間なのに、この実際の主

要な経年データのインプット情報のところを見ると、およそすべての場合25年度も実は乖離が

あるのです。何故26から28とわざわざ書いて、25から28と書いていないかというと、58ページ

に書いてあるのですけれども、ここの４のその他の参考情報における当該理由の記載は、独立

行政法人の評価に関する指針に基づくものであり、これが平成26年９月２日の総務大臣決定で

すので、26年度以降について記載しているということです。過去の各年度評価についても26年

度以降、実はこういう記載が全部されているので、この５年間をまとめたときの見込み評価に

はあくまで26年度以降について記載しているということで、実際は25年度も乖離があるのです

けれども、過去の記載されたものの集大成ということで26年度以降について記載していると、

そういうことです。 

○生産局総務課課長補佐 それでは、評価案に限らず、機構の業務全般に関しても含めてご意

見なりご質問等があればいただければと思いますけれども。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、意見もないようですので、評価書案につきましては特段修正の意見等はなかった

と思っておりますので、これを生産局における評価案にしたいと思います。 

 今後の予定につきましては、この評価書案について官房広報評価課の点検を受けた上で、８

月下旬までに確定して機構に通知するとともに、ホームページで公表することとなります。 

 それでは、これをもちまして予定しておりました議事は終了しました。 

 最後に、総務課長から一言挨拶させていただきます。 

○生産局総務課長 本日は長時間にわたりましてご審議をいただきました、大変ありがとうご

ざいます。貴重なご意見も賜ったところでございます。 

 今年度は平成30年度からの機構の新たな中期目標を作成するということになります。今回の

評価結果を適切に反映してまいりたいと考えております。 
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 本日はまことにありがとうございました。 

○生産局総務課課長補佐 以上をもちまして、機構部会を終了いたします。 

 大変ありがとうございました。お疲れさまでした。 

                               午後５時３５分 閉会 


