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午後２時２７分 開会 

○生産局総務課課長補佐 それでは、定刻より少し早いですが、皆様、お集まりでございます

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。 

 本日の進行を担当いたします生産局総務課で機構班を担当してございます成田です。よろし

くお願いいたします。 

 本日はご多忙の中、委員全員のご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

矢野委員におかれましては、先日の大雨で大変な被害がございました広島からご出席いただい

ております。感謝を申し上げます。 

 また、農林水産省の担当官のほか、機構から理事長を初め、役員及び職員のご出席をいただ

いております。座席表をお配りしておりますので、ご紹介は省略させていただきます。 

 それでは、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 農林水産省生産局総務課長の富田でございます。独立行政法人評価有識者

会議の開催に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、ご出席いただき、まことにありがとうご

ざいます。また、常日頃、農林水産行政の推進にご協力いただいておりますことをこの場をお

かりして感謝申し上げたいと思います。 

 ご案内のとおり、農畜産業振興機構は生産者の経営安定対策を中心としまして、需給調整・

価格安定対策、それから、伝染性疾病の発生や近年、多発しております自然災害への緊急対策

など、国の事業を補完するという形でさまざまな事業を行っていただいているところでござい

ます。今般の台風あるいは大雨の被害についても、これからまた、機構にご協力いただくこと

が多々あるかと考えているところでございます。 

 こうした中、先月末でございますけれども、６月29日に参議院におきましてＴＰＰ11協定の

整備法案が成立を見たところでございます。早ければ年明けにも発効するのではないかという

ような情報もあるわけでございますけれども、ＴＰＰ協定が発効しますと、機構にもこれまで

やっていただいておりますが、牛マルキン、豚マルキンが法律に基づく制度になりますし、加

糖調製品からの調整金の徴収という業務も、また、新たに加わるということで、従来にも増し

て機構業務の重要性が高まっていくものと考えているところでございます。 

 本日は、農畜産業振興機構の平成29年度及び第３期中期目標期間の業務実績の評価について、

ご審議いただくということになるわけでございます。機構側が着実に業務を行っていただいて
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いるということにつきましては、承知しているところでございますけれども、その実績を評価

という形で国民に伝えますとともに、今後の機構の業務がさらにますます効率的なものとなる

よう、本日、委員の皆様方からは忌憚のないご意見、ご助言をいただきますようお願いいたし

まして、簡単ではございますが、会の開催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 それでは、続きまして農畜産業振興機構の佐藤理事長からご挨拶を

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤理事長 本年４月に農畜産業振興機構の理事長を拝命いたしました佐藤でございます。

よろしくお願いいたします。また、昨年10月には、今日、参加しておりますが、５名の理事が、

そしてまた、先月には２名の監事が新たに就任しておるところでございます。よろしくお願い

したいと思っております。いずれにいたしましても、本日につきまして、委員の先生方におか

れましては大変お暑い中、お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 さて、今、富田課長のほうからお話があったわけでございますが、平成29年度、そして、第

３期中期目標期間の業務実績につきましては、後ほど資料に基づきまして担当理事からご説明

させていただきますが、私からは平成29年度の業務等の概要についてご紹介させていただけれ

ばと思っております。 

 まず、全業種横断的なもので、業務運営の効率化でございますが、これにつきましては業務

経費等の削減あるいは契約手続の適正化を図るとともに、内部統制委員会あるいはリスク管理

委員会と、こういったものの取組みを通じまして引き続き内部統制機能の充実強化に努めてい

きたいと、このように考えているところでございます。また、情報セキュリティ対策でござい

ますが、対策機器の運用、教育訓練の実施など、ハード、ソフト両面からの取組みを拡大しつ

つ、継続しておるところでございます。 

 続きまして、各業務部門の状況でございます。 

 まず、畜産関係業務でございますが、これにつきましては先ほどもありましたように、いわ

ゆる牛マルキンあるいは豚マルキンといったような経営安定のための交付金等の交付、あるい

は生産基盤の強化に資する補助事業、あるいは需給調整・価格安定対策、あるいは先ほども話

がございましたが、諸情勢の変化に対応した緊急対策を行っておるところでございます。 

 とりわけ、昨年度におきましては梅雨の時期におけます豪雨、あるいは９月に来襲しました

台風によります被害、こういった自然災害や鳥インフルエンザの発生に際しまして、国の要請

に基づきまして畜産支援の緊急対策を機動的に行ったところでございます。また、マスコミ等
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で耳目を集めておりましたバター及び脱脂粉乳の安定供給を確保する観点から、昨年度も関係

者との需給情報の共有を図りながら計画的な追加輸入を行うなど、乳製品の需給の安定に努め

ているところでございます。 

 次に、野菜関係業務でございますが、これにつきましても昨年度は10月以降の秋雨前線の停

滞によります長雨、日照不足あるいは台風21号、22号の到来等によりまして、成育の停滞等が

見られたため、平年を上回る価格で推移する品目が多かったわけでございますが、他方、関東

近県を主産地といたします夏秋レタスあるいはキャベツ、そして、東北・北海道を主産地とす

る秋にんじんの価格低落時には、生産者への補給交付金の交付等を行いまして、経営の安定に

努めてきたところでございます。また、平成31年１月からは収入保険が開始されるわけでござ

いますが、野菜価格安定対策事業等との一部は収入保険との同時利用ができないということに

なっておりまして、生産者の自由な経営判断によりセーフティネット対策が選択されるよう、

事業説明会等によりまして、今、その周知を図っているところであります。 

 続きまして、砂糖及びでん粉関係業務でございますが、これにつきましては輸入される砂糖、

でん粉等からの調整金の徴収業務をやっておるわけでございますが、これをＷｅｂ化するとい

ったようなことと、砂糖及びでん粉の原料作物生産者あるいは製造業者への交付金の交付業務

につきましては、地方事務所とともに交付金の支払いの迅速化に取り組みつつ、円滑な業務の

執行に努めているところでございます。 

 最後に情報収集業務でございますが、これにつきましては各般にわたる情報ニーズを踏まえ

まして、情報誌において分野ごとに特集号を発行したほか、海外情報の収集・提供につきまし

て、28年度に引き続き、北米、そして、ＥＵにおける調査委託等を通じまして、その強化に努

めているところでございます。また、学識経験者の知見を活用した学術研究委託調査について、

これまでの畜産、野菜に加えまして、砂糖においても実施したところでございます。 

 本日の有識者会議での先生方のご意見を踏まえまして、農林水産大臣にご評価いただくこと

になりますが、当機構といたしましては評価結果をきちんと受けとめまして、業務運営の改善

を図るとともに、本年４月から新たにスタートした第４期中期目標、中期計画等に基づきまし

て、業務運営を適切に行っていく所存でございます。本日はどうかよろしくお願いいたします。 

○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、議事に入る前に資料の確認をいたします。お手元にお配りしております資料です

が、まずは会議次第、配付資料一覧、座席表がそれぞれ１枚ずつとなってございます。次に資

料１の委員名簿、資料２の昨年度の評価において課題とされた事項への対応状況、資料３の29
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年度の業務実績に関する評価書（案）、資料４の第３期中期目標期間に係る業務の実績に関す

る評価書（案）、続きまして資料５ですけれども、平成29年度及び第３期中期目標期間の業務

実績・自己評価参考資料、資料６になりますけれども、独立行政法人農畜産業振興機構の第４

期中期目標、中期計画及び平成30年度計画、以上が資料でございまして、参考といたしまして、

独立行政法人農畜産業振興機構の業務の実績に関する評定方法、参考２といたしまして29年度

の機構の財務諸表となってございます。何か不足はございますでしょうか。 

 それでは、早速、議事のほうに入ってまいりたいと思いますが、本日はご案内のとおり、農

畜産業振興機構の平成29年度に係る業務の実績に関する評価と、第３期中期目標期間の業務の

実績に関する評価についてご審議いただくこととしてございます。 

 議事の進め方ですけれども、議事次第に沿って、まず、昨年度の評価において課題として挙

げた事項に係る対応状況を含めまして、平成29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いただきまして、引き続いて生産局の評価案をご説明したいと

考えてございます。その後に委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと考えております。 

 次に、第３期中期目標期間の業務実績の評価につきましても、同様の手順でご審議いただき

たいと考えてございます。 

 最後ですけれども、議事のその他といたしまして、平成30年度から平成34年度までを中期目

標期間とする農畜産業振興機構の第４期中期目標について、こちらにつきましては当方から説

明したいと思います。 

 本日の会議は、おおむね５時半までをめどにしたいと考えてございます。途中、区切りのい

いところで休憩をとりたいと考えてございます。また、時間も限られてございますので、ポイ

ントを絞った形で説明させていただきたいと思います。なお、本日の議事録につきましては、

農林水産省のホームページで公表することとなってございますので、あらかじめご了承いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、まず、資料２の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29年度の業務実績等について機構からご説明をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○庄司総括理事 それでは、説明させていただきます。資料２をご覧ください。昨年、ご指摘

いただいた課題改善事項等への対応ということでございます。 

 左側にまずご指摘の点がございます。まず、内部統制の関係でございますが、こちらについ

ては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と
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のご指摘をいただいてございます。 

 右側に対応状況ということで整理させていただいております。29年度の取組みでございます。

まず、内部統制を推進するため、５月29日に内部統制委員会を開催いたしまして、事前に開催

した内部統制推進報告会における検証結果の報告に基づき、改善策の検討等を行ったところで

ございます。加えまして、29年度コンプライアンス推進計画に基づきまして、研修会、それか

ら、認識度調査、ＤＶＤの視聴会などの各種取組みを実施してございます。また、従来の内部

相談窓口に加えまして、外部相談窓口ということで、外部の弁護士事務所と契約しまして、窓

口を新たに設けて機構内で周知等を図ったところでございます。 

 内部統制につきましては、第４期中期目標におきましても記述しておりまして、業務方法書

に定めた事項を適正に実施するとともに、実施状況についてモニタリングを行い、必要に応じ

て規程等を見直す等、内部統制のさらなる充実・強化を図ることなどを記載してございます。 

 次に、情報セキュリティの関係でございます。「しかし」以下ですけれども、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る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というご指摘

でございました。 

 １ページ目に戻っていただきまして、その対応状況ということで整理してございます。①の

ところですが、農水省におけます情報セキュリティ規則などの改正を踏まえまして、機構の情

報セキュリティ規程などを改正してございます。 

 ②としまして、役職員を対象とした外部講師による情報セキュリティ研修会、それから、標

的型メール訓練、これは疑似攻撃をかけまして添付ファイルを開封するかどうかのチェックを

するというものです。それから、ｅ－ラーニングということで、パソコン上からいつでも研修

ができるというようなもの、それから、情報セキュリティ対策に係る自己点検などを実施して

ございます。 

 それから、③のところですが、機構は個人情報を有するシステムをいくつか持っております。

それらについてインターネットに接続する環境から分離するということで、その方針案の策定

をいたしまして、その具体的な運用上の対応を検討して、30年度からその対応にとりかかった

ところでございます。 

 ④としまして、不正な通信を防ぐためにプロキシーサーバーという新たな機器を導入いたし

まして、その運用を開始しております。それから、サイバー攻撃などを事前に検知する機器を

設置しておりまして、それを24時間監視していただくサービスの提供を受けているところです。
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それから、情報漏えい対策としてのファイル暗号化システム、マルウエア等の挙動を検知する

ソフトウエアなどの運用を継続してきたところでございます。 

 ⑤番として、外部専門家による情報セキュリティ診断の実施ということで、これも継続して

実施してございます。 

 情報セキュリティについては、第４期中期目標におきましても政府統一基準などを踏まえま

して、関係規程等を適時、適切に見直すとともに情報セキュリティ対策を講じ、情報システム

に対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組むことを記述

しております。 

 それから、次は施設整備事業に係る支援体制の強化ということでございます。施設整備事業

につきましては、費用対効果分析を実施している事業で、投資効率が１以下となった案件２件

につきまして、その要因を踏まえ、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と

のご指摘でございます。 

 こちらについては、投資効率が１以下のものにつきまして、全て事業実施主体から改善策を

提出させまして指導等を行っているところでございまして、29年度も引き続き、それを行って

おります。また、肉用牛への新規参入の事業につきましては、26年度以降、早期指導の観点か

ら事業実施主体と連携して支援をするということで、経営開始当初のものも対象として、現地

調査・指導を行ってきているところでございまして、29年度につきましても引き続き４県７カ

所につきまして現地指導・調査を行っているところでございます。それから、第４期中期目標

におきましても、事後評価により効果が費用以下となる場合は全て改善指導を実施することを

記述してございます。 

 次に、砂糖勘定の繰越欠損金の関係でございます。制度関係者による共同した取組みが22年

10月以降、実施されているということで減少はしてきているものの、繰越欠損金の解消に向け

て今後もこうした取組みを継続する必要があるというご指摘でございます。 

 こちらについては、支払財源あるいは交付金単価につきましては農水省が定めるということ

で、機構のコントロールが効かないという前提のもとに、最後の４ページでございますけれど

も、借入コストの低減を図るための取組みとして、一般競争入札を行って借入金融機関を決定

して、あるいは借入期間を１週間以内とすることによりまして、利率の抑制を図っているとこ

ろでございます。こちらについても第４期中期目標におきまして、収支改善に向けて講じられ

ている取組みを踏まえまして、短期借入れを行うに当たっては短期金融市場の金利動向を踏ま

えた適切な借入期間の設定等の借入コストの抑制に努めることを記載してございます。 
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 続きまして、資料３について29年度の業務実績について説明させていただきます。めくって

いただきまして、11ページ以降が実績になってございます。様式は総務省で定めておりますけ

れども、左から中期目標、中期計画、年度計画、その右に評価指標、その右に業務実績と自己

評価という構成になってございます。 

 まず、11ページの左下に業務運営の効率化に関する事項ということで中期目標に定められて

おります。１枚めくっていただきまして12ページでございます。事業費の削減・効率化という

項目でございますが、こちらについては業務経費（附帯事務費）につきまして、毎年度平均で

少なくとも対前年度比１％の抑制を行うという目標になっておりますが、こちらにつきまして

は2.1％の抑制という実績になってございます。 

 それから、続きまして16ページ、同じく業務運営の効率化の項目ですが、一般管理費（人件

費を除く）ということで左に目標を書いてございます。毎年度平均で少なくとも対前年度比

３％の抑制ということですが、こちらは目標どおり、３％の抑制となってございます。 

 同じページの下のほうの給与水準の関係の目標でございます。こちらについては、対国家公

務員年齢・地域・学歴勘案指数を国家公務員と同程度に維持する目標になってございますが、

28年度の実績102.2ということで、国家公務員と同程度の給与水準となってございます。29年

度におきましては17ページの上のほうにありますが、管理職の昇給幅抑制などを行った結果と

しまして、102.1ということで0.1ポイント下がったという状況でございます。 

 17ページの下のほうにございますが、随意契約の見直しの関係でございます。こちらにつき

ましては業務実績の欄で、調達等合理化計画に基づきまして随意契約等審査委員会、これは機

構内に設けておりますけれども、ここへの諮問を通じまして事務室の賃貸借契約、都道府県へ

の委託契約等、真にやむを得ない随意契約を除きまして一般競争入札等とさせていただいてお

ります。競争入札をした結果ですが、18ページの真ん中あたりですが、一者応札になったもの

につきましては、その改善に向けまして入札説明会に参加して、応札しなかった者に対するア

ンケートを行って、それを次年度以降の調達に反映させているところでございます。契約の関

係につきましては、外部専門家、有識者等から成る契約監視委員会を設けておりまして、契約

状況の点検を６月に受けたところでございます。それから、19ページの真ん中に、監事あるい

は会計監査人からの契約関係のチェックもいただいているところでございます。 

 続きまして、23ページをお開きください。こちらは業務執行の改善の項目でございますが、

真ん中の主要な業務実績のところをご覧ください。年度計画を具体化するための工程表を年度

始めに策定いたしまして、四半期ごとに理事長自らヒアリングを行って、業務の進捗状況を点
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検、分析しております。その結果を踏まえて自己評価を行いまして、29年６月に外部専門家、

有識者から成ります機構評価委員会を開催いたしまして、自己評価等について点検・評価を実

施しているところでございます。次のページをご覧ください。委員会でのご指摘につきまして

は、業務運営に適宜、反映しているところでございます。 

 24ページの真ん中でございますが、補助事業の審査・評価の関係でございます。こちらにつ

いては業務執行規程というものが機構にございますが、それに基づきまして各事業の達成状況

につきまして自己評価を行った上で、29年７月に、こちらも外部専門家から成ります補助事業

に関する第三者委員会を開催いたしまして、事業の評価等を行っているところでございます。 

 25ページは内部統制の充実・強化の関係でございます。まず、内部監査の関係ですけれども、

内部監査年度計画に基づきまして各部の所掌業務につきまして点検をいただいたということと、

それから、法人文書の管理状況、それから、調達等合理化計画等に基づく取組状況、それから、

情報セキュリティの関係の実施状況につきまして内部監査を行いまして報告書を取りまとめた

上、理事長に報告してございます。 

 26ページはコンプライアンスの関係でございます。こちらにつきましては、推進計画に基づ

きましてコンプライアンスの推進相談窓口、これは内部と外部に設けまして、その周知を図っ

たということと、研修、認識度調査、それから、コンプライアンスの推進の日にＤＶＤの視聴

会などを催しまして実施しているところでございます。それと、３月にコンプライアンス委員

会を開催いたしまして、29年度の実績を報告するとともに、30年度の推進計画につきまして審

議の上、策定したところでございます。 

 26ページの下のほうに、役職員間の意思疎通及び情報共有化の推進ということで、27ページ

の一番上のところに、原則としまして毎週、幹部会を開催いたしまして、その内容につきまし

てイントラネットに掲載して役職員に広く周知したところでございます。 

 27ページの④のところです。個人情報保護の関係でございます。こちらについては総務省で

毎年、開催しております研修会に職員を２名参加させてございます。その下にコンプライアン

スに関する認識度調査というものを行い、個人情報の保護についてセルフチェックを行ってい

るところでございます。27ページの下のところの個人情報保護管理担当者、これは各課長にな

っておりますけれども、個人情報保護管理担当者を対象に個人情報の取扱いに関する自己点検

を実施いたしまして、現状の確認をするとともに指導を行っているところでございます。 

 次に、理事長の意思決定の補佐ということで、財務諸表等の承認申請等の重要事項につきま

して役員会を12回開催してございます。 
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 ⑥は内部統制委員会の推進ということで、５月に内部統制委員会を開催いたしまして、改善

策の検討を行ったところです。 

 それから、その下はリスク管理対策ということで、９月にリスク管理委員会を開催いたしま

して、リスク管理の実施状況について審議いたしまして、リスク管理一覧表の更新などを行っ

たところでございます。 

 それから、次はセキュリティ対策でございますが、先ほど対応状況のところでご説明したと

おりでございます。 

 31ページをご覧ください。緊急時を含めた連絡体制の整備ということで、農林水産省の担当

部局、これは農水省の機構班になりますけれども、緊急時の連絡網の整備・更新を行って、ソ

フトウエアの脆弱性の共有、あるいはアップデートの実施状況などについて、連絡、相談、情

報交換を農林水産省と一体的に対応しているところでございます。 

 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ことで、次のページにな

りますけれども、30年度から加工原料乳生産者補給金制度が改正され、生乳課につきまして３

名の増員になるということで、その実施体制の整備、組織規程の改正などを行いました。 

 それから、理事数の検証についてでございます。これにつきましては25年度から29年度まで

毎年、その実施状況につきまして検証してきたところでございますが、そのページのやや下の

ほうに副理事長１人、理事６人を置くことが必要であるとの結論を機構内で得まして、農水省

に報告させていただき、昨年８月に農水省が公表いたしました業務・組織全般の見直しにおき

ましても、検証の結果、現在の体制を維持するということとされてございます。 

 35ページからは補助事業の効率化の関係でございます。 

 37ページをご覧ください。こちらにつきましては、畜産、野菜ともに事業実施主体の選定に

当たりましては原則として公募により行ってございます。 

 その下は施設整備事業の関係でございますが、事業実施計画の承認の申請があった施設93件

全てにつきまして事前に事業実施主体と協議を行っております。 

 次のページをご覧ください。施設整備事業の採択に当たりましては、効果が費用を上回る、

またはコスト分析の評価基準を満たしているものということで、それぞれ、費用対効果分析が

１件、それから、コスト分析は89件と、基準を満たしたものを採択してございます。 

 38ページの下のほうですが、採択した施設につきましては、年度途中に工事の進捗状況につ

きましてヒアリングなどを行いましてチェックしているところでございます。 

 それから、次の費用対効果分析を実施している事業につきましては、その利用状況について
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毎年確認いたしまして、利用状況が計画を下回っているものについて７件の現地調査を行って

いるところでございます。 

 それから、次の項目が唯一、評定をｃとしておりますけれども、こちらについては３年、５

年の目標年を経過した翌年度に事後評価を行っておりまして、効果が費用を上回ったか否かの

チェックをしてございます。その結果、１件は肉用牛の新規参入の事業、もう１件は養豚施設

の整備の関係の事業の２件につきまして、投資効率が１以下となり、達成度合いが91％という

ことで評定をｃとさせていただいております。次のページに、これらの施設につきましては改

善策の提出を事業実施主体からいただきまして、当初目標が達成できるよう指導をしていると

ころでございます。こちらについては早期指導の観点から、26年度以降は経営開始当初のもの

も指導を行ってきているところでございます。 

 それから、次は41ページでございます。審査基準チェックシートというものを設けまして、

それを使いまして事業採択時に基準に基づく審査を実施しておりまして、このチェックシート

を起案文書に添付して確認しているところでございまして、合計702件について、こういった

取組みを行っているところです。 

 それから、41ページの真ん中以降ですが、畜産業振興事業におきましては、新規事業２事業、

それから、拡充２事業につきまして事業説明会を11回、継続事業につきましては同様の会議を

33回実施しておりまして、巡回指導を90回、計画的に実施しているところでございます。一番

下は野菜の関係の野菜農業振興事業ですが、拡充事業１事業につきまして事業説明会を１回、

35の事業実施主体に対しまして現地確認調査を実施しているところでございます。 

 42ページの下のほう、⑤になりますが、事務処理手続の迅速化ということで、進行管理シス

テムを使いまして進行管理を徹底して、10業務日以内に申請があったものについて交付決定を

行うなどの迅速化を図りまして、1,202件全て10業務日以内に処理が行われているところでご

ざいます。 

 続きまして44ページでございます。28年度事業のうち、不用額が大きい事業につきましてそ

の理由を分析しまして、29年７月に開催いたしました補助事業に関する第三者委員会において

その結果を報告してございます。 

 それから、44ページの一番下は基金の関係でございます。こちらについては、基金管理基準

に基づきまして７つの基金について見直しを行って、その結果を公表してございます。このう

ち、使用見込みの低い加工原料乳の関係の事業の基金につきまして、一部を返還させてござい

ます。 



11 

 それから、46ページは砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組みでございます。47ページに

その実績を書いてございますが、短期借入金の借入れに当たりましては、入札を行いまして借

入金融機関を決定して利率の低減を図っておりまして、固定利率はゼロということです。「ま

た」以下にありますが、年末年始を除く全ての借入期間を１週間以内とすることによりまして、

変動利率も低く抑えているところでございます。 

 続きまして51ページになります。ここからは国民に対するサービス向上の関係でございまし

て、まず、経営安定対策ということで51ページの一番下からが畜産の関係でございます。52ペ

ージを開いていただきますと、肉用牛対策ということで肉用牛肥育経営安定特別対策事業、い

わゆる牛マルキンでございます。こちらについては補塡金を月ごとに交付できるよう、月ごと

に生産者積立金に対応した基金造成を行っているところでございまして、29年度は382億円の

基金造成を行ったところでございます。次の②のところは、事務連絡文書を発出しまして迅速

な交付が行われるよう、都道府県団体を指導しているところでございます。その下は養豚の関

係でございますが、29年度は交付の実績はございませんでした。 

 54ページをご覧ください。こちらは緊急対策でございます。一番上から、29年度の梅雨期に

おけます豪雨、それから、そのページの真ん中あたりにあります９月に来襲した台風18号、そ

れから、一番下にあります29年12月の補正予算の事業、それから、次のページの29年３月と30

年１月の鳥インフルエンザの関係、それから、下のほうにあります29年11月から３月にかけて

の大雪に関する対策につきましては、国の要請に基づきまして早期に事業が実施できるよう、

事業実施要綱の改正等を速やかに行ったところでございます。 

 続きまして、57ページをご覧ください。こちらは経営安定対策のうちの加工原料乳生産者補

給交付金の交付でございます。こちらについては18業務日以内の目標値に対しまして、全てそ

れ以内に行ったところでございます。その下は公表の関係でございまして、その実績について

期間内に公表を行っております。 

 それから、60ページをご覧ください。続きまして、肉用子牛生産者補給交付金の関係でござ

います。こちらについても目標期間14業務日以内に全て交付を行って、その下のほうにありま

すけれども、５業務日以内に公表を行ったところでございます。 

 63ページからは需給調整・価格安定対策でございます。畜産関係の指定食肉の売買につきま

しては、実績はございませんでした。とはいうものの、65ページでございますが、指定食肉の

需給動向につきましては毎月把握しまして、ホームページで公表しているところでございます。

これにつきましては需給予測を毎月、ホームページにおいて公表しまして、予測と実績の乖離
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の状況につきましても分析の上、ホームページにおいて公表しているところでございます。65

ページの真ん中より下は調整保管の関係でございますが、こちらにつきましても実績はござい

ませんでしたが、卸売価格等の内容について把握しまして、需給動向の分析を行ってございま

す。 

 67ページ以降は指定乳製品等の輸入売買の関係でございます。68ページをご覧ください。バ

ター、脱粉につきまして農林水産省から輸入承認を受けたものにつきまして、輸入業務委託契

約を締結してございます。これにつきましては、需給に悪影響を及ぼすと認められる場合を除

きまして、全て20業務日以内に売渡しを行ったところでございます。69ページの真ん中よりち

ょっと下に参考ということで、平成29年度につきましては28年度に続き、バター店頭調査にお

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状況でございます。 

 69ページの下のところですが、国家貿易機関としまして、国際約束に従って国が定めて機構

に通知する数量の全量につきまして、輸入契約を締結してございます。数量につきましては、

13万7,202トンということで国から通知をいただいております。真ん中より下になりますけれ

ども、輸入契約を締結したものにつきましては、農林水産省生産局長宛てに届け出ております

売渡計画に基づき、売渡入札を行っているところでございます。 

 続きまして、71ページでございます。指定乳製品の輸入の関係でございますが、透明性を確

保するため、四半期ごとに大手需要者との情報交換会議を開催しまして、外国産の指定乳製品

等の品質、規格、用途等に関して意見交換を行って、輸入商社等に品質面の改善等についてフ

ィードバックしたところでございます。その下、生乳と牛乳・乳製品の需給に関する情報の公

表もやってございます。 

 それから、73ページは経営安定対策の野菜の関係でございます。74ページの下のほうをご覧

ください。まず、指定野菜の関係ですが、こちらも目標期間内11業務日以内に交付を行ったと、

それから、その下の契約指定野菜の関係ですが、こちらも目標期間内に交付を行っております。 

 75ページの一番下のところに、リレー出荷に係る特例措置の周知というものがございます。

こちらにつきましては、リレー出荷を行う業者について国からの認定を受けますと、指定産地

以外でもこの契約の事業に参加できるという特例でございますが、この周知のため、パンフレ

ット等を登録生産者等にお配りしまして、500者の目標に対しまして1,604者に配布いたしまし

て、事業の周知を行ったところでございます。 

 それから、76ページの下のところはホームページによる業務内容の公表、それから、79ペー

ジが特定野菜の関係でございまして、こちらについても11業務日以内に全て交付を行ってござ
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います。 

 80ページは、野菜農業振興事業の実績でございます。まず、契約野菜収入確保モデル事業に

つきましては、周知を図るということで業界紙への広告掲載などを行いまして、右側の53事業

実施主体206契約を採択したところでございます。その下のほうに、収入保険制度の導入が行

われるということで、収入保険との重複加入を防止するための実施要領の改正などを行ったと

ころでございます。 

 80ページの下のところ、需給調整・価格安定対策の野菜の関係でございますが、野菜の需給

の調整に関する事業ということで、産地情報調査員設置事業などにつきまして実施いたしまし

て、交付金を交付しているところでございます。それから、その下に加工・業務用野菜生産基

盤強化事業ということで、こちらにつきましては事業実施主体104者に対しまして、計画承認

を行いまして交付金を交付しているところでございます。 

 81ページの真ん中です。緊急需給調整事業の見直しということで、見直し案を農水省と協議

いたしまして、実施の必要性や効果等が低い事業メニューにつきましては29年度限りで廃止い

たしまして、規程の改正を行ったところでございます。 

 81ページの下は、需給・価格等の公表の関係を行ってございます。82ページは緊急対策とい

うことですが、野菜の関係で、29年度の実施はございませんでした。 

 83ページからは、同じく経営安定対策の砂糖の関係でございます。84ページをご覧ください。

甘味資源作物交付金、これは生産者への交付金ということですが、こちらも目標期間８業務日

以内に交付金を交付してございます。85ページは国内産糖交付金、これは製造事業者に対する

交付金でございますが、これも目標期間内での交付金の交付を行っていると、その下は公表の

関係でございます。それから、86ページは需給調整・価格安定対策ということで、こちらにつ

きましては制度の仕組みについて公開するとともに、売買を通じて調整金を取る売買実績につ

きまして公表したところでございます。 

 87ページはでん粉の関係でございます。でん粉原料用いも交付金ということで、こちらは生

産者の交付金の関係でございます。砂糖と同様に交付を行っております。それから、89ページ

は国内産いもでん粉交付金ということで、こちらは製造事業者への交付金ということ、それか

ら、その下は公表の関係でございます。それから、90ページは同じくでん粉の関係の調整金を

徴収するための売買実績につきましても、公表しているところでございます。 

 91ページ以降は、資金の流れ等についての情報公開の推進ということで、92ページはまず畜

産の関係でございます。真ん中あたりの実績のところですが、機構からの直接補助対象者及び
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そこからさらに補助を受けた者の団体名、金額などにつきまして公表しているところでござい

ます。その下、生産者に渡った資金の事業別・地域別の総額を公表しております。93ページは

基金の関係でございまして、基金管理基準に基づきまして、７つの基金につきまして、名称、

基金額などの基本情報につきまして公開しているところでございます。補助事業の事業返還金

を含む経理の流れにつきましても、毎年９月に公表しているところです。それから、94ページ

は野菜の関係でございまして、こちらは交付実績等の公表をしているところです。それから、

95ページは砂糖の関係でございまして、こちらにつきましても交付実績の公表を行い、96ペー

ジにでん粉の交付実績の公表をしているところでございます。 

 それから、97ページ以下は情報収集提供業務ということになってございます。情報利用者等

のニーズを把握するために、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

いたしまして、重点テーマを含む30年度の計画につきまして検討してございます。それぞれ、

３月にやってございますけれども、そこで策定いたしました重点テーマに即しまして、農畜産

物の需給及び生産者の経営安定に関連する重要情報の提供を行ってございます。 

 99ページの下のところに、その報告をした実績がございます。調査報告会15回、外部からの

講演依頼９回、新聞等での引用1,481件、それから、面談等による個別の説明29件という実績

になってございます。提供した情報につきましては、満足度につきましてアンケートを行って

確認してございます。4,471者に対して配布いたしまして、５段階評価で満足度を測りまして

目標を4.0としておりますけれども、4.1ということで、それぞれの情報誌全て目標を上回って

いるところでございます。 

 101ページは、調査テーマの重点化を図りまして、業務の効率化を行っております。重点的

に収集したテーマにつきましては、調査結果を特別編集として情報誌に反映させてございます。

それから、砂糖の情報につきましては、新たに学識経験者の知見を活用した学術研究委託調査

を実施いたしまして、内容の充実を図っているところでございます。 

 その下に、紙媒体での情報提供の実施効果の検証ということで、こちらもアンケートをとり

まして、その結果、現行どおり、紙媒体での提供を希望する者が94.2％と、紙媒体での情報提

供は、全体の把握の容易さと閲覧・保存のしやすさなど、メリットがあるとした者が６割以上

ということで、引き続き紙媒体での提供も行っているところでございます。 

 102ページからは、ホームページによる情報提供への誘導ということで、メールマガジンの

登録の勧誘などを行っておりまして、真ん中あたりにその実績ということで、メールマガジン

発行数が着実に増えているところでございます。その下に、アンケートを行いまして紙媒体で
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の提供を希望しないとする者64者に対しまして、送付を停止してございます。 

 需給等関連情報の迅速な提供にも努めているところでございます。103ページの真ん中でご

ざいますが、問い合わせに対しても迅速に対応しているところでございます。 

 103ページの下のほうですが、消費者等への情報提供ということで、ホームページなどに対

するアンケートを200名から取りまして、その結果、ホームページにつきましてはスマートフ

ォン表示対応ということで改修してございます。 

 105ページは、消費者等の理解の促進を図るため、野菜の生産現場を消費者代表の方々と訪

問いたしまして意見交換を行っております。また、かんしょでん粉につきましては外部から専

門家を招きまして、機構内で消費者代表の方々と意見交換を行っております。このほか、各種

イベントに出展いたしまして、機構の業務等につきまして情報の発信を行っているところでご

ざいます。さらにａｌｉｃセミナーの開催８回、広報誌の発行６回を通じまして、消費者等へ

の情報提供に取り組んだところでございます。 

 それから、109ページをご覧ください。資金の管理及び運用の状況でございます。こちらに

ついては資金管理運用基準に基づきまして、流動性の確保が必要な資金につきましては、主に

大口定期預金、それから、長期運用が可能な資金につきましては有価証券で運用を行っている

ところでございます。 

 それから、115ページをご覧ください。一番下に砂糖の関係の短期借入金に関するものがご

ざいまして、借入限度額が800億円となってございます。実績は215億円ということで、限度額

以内での借入れだったということです。116ページの真ん中よりちょっと下に、金利の圧縮に

向けた取組み、入札を行った結果、29年度の通算では0.007％の金利ということで、短期プラ

イムレートが1.475％ですので、かなりの圧縮が図られたということでございます。 

 それから、118ページ以下は不要財産の処分の関係でございます。こちらについては、過去

に行った畜産関係の119ページの上が緊急的な経済対策を21年度の補正で行ったもの、それか

ら、119ページの下の23年度に行った予備費を使ったもの、それから、120ページの一番下にあ

ります緊急的な経済対策として20年度の補正以下、24、25の各年度に行っておりますけれども、

それらにおけます返還金につきましては、逐次、国庫納付を行っているところでございます。 

 それから、126ページは職員の人事に関する方針でございます。こちらについては、職員の

勤務状況、時間等をリアルタイムで把握するための勤務状況管理システムを新たに導入いたし

まして、勤務状況の把握に努めております。それと、人事評価制度、管理職ポストオフ制度に

ついては引き続き実施しておりまして、29年度におきましては、人事管理・人材育成に関する
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指針を策定いたしまして、人事管理の基本的なパターン（キャリアパス）につきまして設定い

たしたところでございます。それから、採用についても積極的に行っております。 

 126ページの下のほうにありますが、調査情報部の調査役、これは24年度に５名いて、総務

省から多いのではないかというご指摘をいただいた点でございますが、これにつきましては、

現在は３名ということで、役割分担を明確にした上で運用しているところでございます。 

 127ページ、期末の常勤職員数234人を上回らないものとするというものにつきましては、

220名ということで234人以内に収まっているところでございます。 

 127ページの中段から、業務運営能力等の向上ということで、階層別研修ということで初任

者に対する研修を128ページのエのところにありますが、ビジネスマナー研修や、初任者の現

地研修を行っております。それ以外に、一般職員に対しましては農村派遣研修、行政実務研修

ということで、農水省に派遣して研修しているところでございます。それから、管理職につき

ましては、新任管理職に対する研修、128ページの下のところで、専門別研修ということで、

会計の関係、広報・システムの関係、それから、さらに下のほうにありますが、語学、海外派

遣研修、それから、ＪＥＴＲＯへの派遣研修、畜産関連研修などを実施しているところでござ

います。 

 130ページは、前中期目標期間繰越積立金の管理の状況でございます。こちらについては、

畜産、でん粉、補給金等勘定、それぞれルールに基づきまして適切な管理を行っております。 

 説明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した。 

 引き続きまして、評価案につきましてご説明いたします。ただいま、29年度の実績について

機構からご説明いただいたところです。ただ、29年度の評価につきましては、期間評価等でも

触れることとなりますので、各項目の評価につきましては省略させていただき、全体の評価案

を中心にご説明させていただきたいと考えるところです。まず、評価の方法ですが、ただいま

の資料の４ページ目をご覧いただきたいと思います。４ページ目、左右に表がございますけれ

ども、その中で丸印のついた項目を中項目といたしまして、こちらが評価単位となります。た

だ、中項目というものの中には達成すべき指標というのがいくつかございます。その個々の指

標を小項目といたしまして、そちらがひし形の項目となってございます。 

 それで、ただいま、機構からご説明いただいた資料の中で、例えば15ページをお開きくださ

い。中期目標、中期計画、年度目標と左からあるわけですけれども、その計画に対しまして評

価指標というものを設けてございます。その評価指標が達成されていればｂ評価、やや達成さ
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れていなかったらｃ評価。ｄ評価というのもありますけれども、これは全くやっていないとい

うことですので、それは論外といたしまして、おおむね達成していればｂ評価、ｃ評価につき

ましては一部達成できなかった部分があるというようなことでございます。 

 ただいま、実績につきましてご説明いただいたところですけれども、その報告につきまして

当方としても精査いたしまして、一つの項目を除き全て達成していると判断し、ｂ評価として

いるところでございます。一つの項目を除きましてと申しましたけれども、そちらは今もご説

明がありましたが、補助事業の事後評価の部分でございます。補助事業の事後評価につきまし

ては、投資効率が１に満たない事業者が２件あったということで、達成度合が91％になりｃ評

価としているところでございます。このように、小項目につきまして評価を行いまして、ｂ評

定としたものを２点、ｃ評定としたものを１点として、その合計点数が満点にどれだけ占める

かというような割合で評価してございます。 

 ２ページ目をご覧いただきたいと思います。上からご説明いたしますが、全体の評定としま

しては、今のような評定方法に基づきまして、平成29年度の業務につきましては、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ことでＢとしてございます。 

 参考までに、本中期目標期間に過年度の総合評定の状況ということで、25年度から29年度が

記載されてございます。25年度のところは（注）とございますが、Ａが標準ということで、26

年度から通則法が改正になり、評価の基準も変わりましたので、Ｂが標準となってございます。

ですから、25年度のＡというのは、今の評価方法でいうとＢと同等ということでございます。 

 29年度の評価でございますけれども、評定に至った理由といたしまして、小項目では124項

目中108項目がｂ評価、１項目がｃ評価、評価対象外が15項目ありました。その小項目の評価

結果を踏まえまして、中項目では27項目中18項目がＢ評価、評価対象外が９項目、大項目では

８項目中６項目がＢ評価、評価対象外が２項目となってございます。 

 法人全体に対する評価といたしましては、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。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みについても計画どおり実施している。また、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

行い、需給調整・価格安定対策、国の要請を踏まえた平成29年度梅雨期における豪雨及び暴風

雨等の自然災害や高病原性鳥インフルエンザの発生に係る畜産の緊急対策についても的確に実

施している。情報収集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
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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いる。総じて順調な組織運営を

行っていると評価するという法人全体の評価としたいと考えてございます。 

 次の３番の項目別評価おける主要な課題、改善事項につきましては期間の評価にも触れたい

ところもございますので、年度評価のところでは省略させていただきたいと思います。 

 以上が29年度農畜産業振興機構の業務の実績に関する評価案でございます。 

 ただいま、機構からご説明のありました業務の実績及び私のほうからご説明いたしました評

価案につきまして、何かご意見、ご質問などはございませんでしょうか。 

矢野委員、お願いいたします。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

 業務実績について、まず、業務執行の改善の項目として21ページからの内容について２点ほ

ど教えていただきたいと思います。 

 １点目は、23ページの主要な業務実績の欄の四半期ごとに実施したヒアリングというのがあ

るのですけれども、どなたがどなたに行ったヒアリングなのかというのを少し確認させていた

だきたいというのが１点です。 

 もう１点は、内部統制機能の充実・強化というところで25ページからですが、内部監査、内

部のそういった取組みの中で、いくつか委員会のような形で26ページのコンプライアンス委員

会、28ページに内部統制委員会、リスク管理委員会といったいくつかの委員会が出てきます。

各事業の部隊とこうした委員会の独立性といいますか、内部であっても、ある程度独立したと

ころで内部統制の仕組みというのがあったほうがいいと思っているんですが、そういった関係

というのはどのようになっているか、教えていただければと思います。 

○庄司総括理事 まず、第１点目のヒアリングの関係でございます。四半期ごとにヒアリング

を行っているということでございますが、これは工程表を作って、四半期ごとの実績を取りま

とめて、各担当理事が理事長に対して説明して、当然、各役員全員同席、共有するという形で

やってございます。 

 それから、次に委員会の関係でございますけれども、まず、内部統制委員会というのが言っ

てみれば親玉みたいになっていまして、これが理事長をヘッドとしている委員会でございます。

この内部統制委員会にそれぞれの目的を持った委員会などがございまして、例えばコンプライ

アンスの関係であれば、外部の弁護士を招いて副理事長をヘッドとしてコンプライアンス委員

会を開催しています。それから、リスク管理委員会につきましては、副理事長がヘッドになっ

て、業務に関するリスクを洗い出して、それに対する対応状況について確認しています。また、
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あるいはセキュリティ関係のセキュリティ委員会、これにつきましては私がヘッドになってい

るんですが、セキュリティ対策について、各部長が委員になって委員会を開催し、その取組状

況について年１回検討を行うとともに、内部統制委員会では、事前に開催される内部統制報告

会における検証結果の報告に基づき、課題やリスク等の洗い出しを通じて横断的な評価を行っ

ております。 

○矢野委員 詳しいご説明をありがとうございました。 

○近藤副理事長 内部統制を担当しております副理事長の近藤でございます。 

 内部統制委員会のヘッドはもちろん理事長ですけれども、それの前提になります内部統制推

進報告会というのがありまして、それのヘッドを私がやっております。今、説明が庄司のほう

からありましたけれども、その中のいくつかの主な委員会というのは私が委員長をさせていた

だいております。私は業務監査室も担当しておりますけれども、理事長の補佐をするという形

で副理事長が横串で内部統制にかかわる部分を統括して見ていくということで、横断的、なお

かつ、業務全体を見通せるという形で、必要に応じて外部委員の先生にも入っていただきなが

ら、完全に独立した形をとるということでございます。また、もう一つは監事にそこに入って

いただいて、いろんな意見、助言もいただくという形になっております。 

○生産局総務課課長補佐 ほかに何かございますでしょうか。恩田委員、お願いいたします。 

○恩田委員 ご説明、ありがとうございました。 

 ２点、情報提供の効果の測定に関して質問させてください。該当するページは100ページに

なるかと思います。（２）では情報提供の質の向上を図るため、アンケート調査等の実施によ

り、提供した情報についての効果測定を行うということが中期目標になっております。お教え

いただきたい点は、業務実績で回収率が31.8％というのは、あまり高い数字ではないのではな

いかと思います。実際にはどのような内容の質問がアンケート調査で行われていますか。効果

測定ということですので、アンケート調査を適切に実施したかどうかというよりは、情報の内

容がどのような効果があったのかという点を評価するのではないかと思いますが、この点をお

教えいただければと思います。 

○神宮理事 ご質問をありがとうございました。情報担当の神宮と申します。よろしくお願い

いたします。 

 ご質問の件でございますが、まず、アンケートでどういう項目を調査しているのかというこ

とでございます。こちらは、畜産、野菜、それから、砂糖類・でん粉、３種がございますけれ

ども、年１回、ほぼ同じ内容でやっております。例えば去年の例でございますけれども、まず、
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各情報誌につきまして情報の充実度、読みやすさ、わかりやすさについて評価をお願いします

ということで、満足、ほぼ満足、普通、やや不満足、不満足の５段階に丸印をつけていただき

まして、個別的に具体的にお考えの点をお聞かせくださいという形が一つでございます。 

 続きまして、今、ご指摘いただきましたように、必ずご覧いただいている、あるいは必要性

の高い情報だとお考えいただいている記事にはどのようなものがありますかと、複数回答でも

結構ですということで、一つは冒頭に話題ということで設定しておりますので、話題、国内の

需給動向、海外の需給動向、調査報告、海外情報、農林水産省から、その他という七つの項目

に丸をつけていただきまして、また、特によかった、あるいは必要性が高かったというものは、

個別に書いていただく欄を設けております。 

 ３番目に、今後、どのようなことに関する記事を載せてほしいと思われますかということで、

こちらは具体的にお書きくださいということで自由記入の形にしております。また、情報提供

につきまして、どのような形態を希望されますかということで、現行どおり、印刷物での提供

を希望します、あるいはインターネットのみの提供でよいので送付は希望しませんといったこ

とも聞いております。また、インターネットと比べまして、印刷物による情報提供にはどのよ

うな利点があるとお考えですか云々、あるいは情報誌の内容、構成、あり方、あるいは機構の

情報収集提供業務全般につきましてご意見、ご要望等のご記入をお願いしますという大きく分

けまして六つ項目をお聞きしております。 

 最後に、あなた様の業種、職種をお知らせくださいということで、生産者の方、酪農乳業関

係の方、食肉畜産関係の方、商社の方、学識者の方、行政の方、その他ということで、アンケ

ートを回答された方の分野をお知らせくださいという形でアンケートをとっております。この

ようにお役に立てている情報、あるいは今後、載せていただきたい情報ということにつきまし

ても、調査をさせていただいているところでございます。 

 以上、ご紹介させていただきました。 

○恩田委員 ありがとうございました。 

 回収率の30％というのはどのようにお考えですか。 

○神宮理事 30％ということで、決して委員がご指摘されましたとおり、高い数字だというこ

とを我々も思ってはおりませんで、この回収率の向上につきましても、多少、失礼かと思いま

すけれども、アンケートをいただけない方に対しましては、再度、お願いするとか、あるいは

回収の時間を今まで２週間だったところを１カ月程度に延長する等、試みておりますが、今後

もできるだけ皆様にご回答いただけるように、引き続き努めてまいりたいと思います。 
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○恩田委員 ありがとうございました。 

○佐藤理事長 今のご質問に対するお答えで補足させていただきますが、確かに今、アンケー

ト配布数が4,000件ということになっており、回収率の問題があるんですが、今、ネット化し

ていますので、実はこういうことがあるのかなと思いまして、内々に調べてみましたけれども、

畜産関係ですと去年だと48万件、それとあと、砂糖でありますとか、野菜も89万件とか、詳し

い数字を今は持ち合わせていませんが、いずれにしましても各分野で数十万件というような数

字がヒットしておりまして、先ほども説明がありましたけれども、いわゆる畜産業を営んでい

る方、輸入業者あるいは学者など幅広い方からいろいろと読まれているということがわかって

おりまして、ここの評価のときの物差しをどうするかというような問題もあるかと思いますが、

先ほど理事のほうからお話がありましたように、日々、いろいろと更新して向上させていかね

ばならないと思っておりますが、いずれにしましても、単に本だけじゃなくてホームページで

相当なヒット件数があるということについて、どうかご理解を賜ればというふうに思っており

ます。 

○恩田委員 ありがとうございます。 

○近藤副理事長 さらなる補足で申しわけないのですが、担当課ではないんですけれども、回

収率が30％強というのは、回収率だけで見ると少ないように思うんですけれども、回収率を高

めることはもちろん重要かもしれませんけれども、何人の回答が得られたかということを目標

にすると、おおむね1,000件以上の回答が得られると、ある程度の効果ははかれると、1,000件

以上をとるために何千件を配ったらいいのかと逆算すると、四、五千件というような考え方を

して、このアンケートをやったというふうに報告を受けております。 

○恩田委員 ありがとうございます。了解しました。 

○生産局総務課課長補佐 それでは、池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 それでは、２点ほどあるんですが、一つは資料５で平成29年度及び第３期中期目

標の参考資料という中で別添１－４、一者応札の状況というのが入っています。この中で、Ｊ

ＥＴＲＯさんにＥＵ関係、ＥＵ経済連携あるいは北米における農畜産物の需給動向、こういう

ものの請負をお願いして、この金額がＥＵ関係は１億7,170万、北米関係は１億5,487万と非常

に突出して大きな金額になって、こういうことで海外の今、拠点が廃止されているという中で

ＪＥＴＲＯさんにお願いするというのは、一つの流れかとは思うんですけれども、金額的にそ

の前後にあります例えば米国・カナダにおける畜産物の需給及び政策の動向に関する調査を委

託しているのは702万とか、委託と請負と違うかと思うんですが、非常に大きな金額になって
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います。 

 これに関して事前にご説明を受けたときに、予定価格が作成されているということだったの

で、こういう予定価格をどういうふうに作成されていったか、この二つに関してもしご説明い

ただけるのであれば、こういうような内容だから、こうなりましたとできればお願いしたいな

ということです。 

○神宮理事 ご質問をありがとうございます。情報関係部門の担当の神宮でございます。 

 今、ご指摘がありまして、金額的に確かに非常に大きいということでございますが、主に積

算の考え方としまして、北米、ＥＵ、それぞれ１億5,000万ということで、これが３年間にわ

たる、29年度、30年度、31年度の３年間分になっております。それで、米国、それから、ＥＵ、

それぞれで１年当たり5,000万ぐらいということで、実際に北米でありますとニューヨーク、

ＥＵでありますとＥＵ本部がありますブリュッセルということで、１名ずつ常駐させて情報収

集に当たらせるということで積算を立てております。 

 ですので、そこに実際に人を張りつけるということでございますので、実際に在外に赴任し

ているのにかかる費用等、あとまた、情報収集に当たるための費用ということをそれぞれ積み

上げていきまして、それで、予定価格というものを算定させていただいていると、こういう形

になってございます。 

○池田委員 わかりました。すみません、期間が３年というのはどこかに書いてあったんです

けれども、１年間がこの金額かなとまず思ったものと、それから、常駐される方に対して、よ

くコンサルタント会社なんかでも１日20万とか30万とか、そういうものから算定していくと、

仮に30万とするとＥＵも北米も500何日になりますので、３年間ということであれば、妥当な

のかなと、今、わかりました。 

 それから、もう１点は先ほどから内部統制のお話が出ていまして、いろいろ、検討されてい

るという中で、この機構さん独自のリスクというか、特にリスクが高いとかというような問題

は何かあるんでしょうか。 

○近藤副理事長 ご質問をありがとうございます。 

 目標とか業務の対象というのによく出てきますように、私どもの仕事の一番大きいものは、

交付金を適切に正しい金額を正しい日数で支払っていくというところが最大の業務の一つでご

ざいます。ですから、どうしてもそこのところで、いろんな要領、要綱に沿って確実な交付業

務を行っていくというところが、逆に言えば最大のリスクになっている。例えばお話の中で、

こういうことは１週間以内に交付しますというところが、遅れるというわけには決していきま
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せんし、それから、間違った相手に間違った金額を払うというようなことがあってはいけませ

んので、本当に日常的な日々の積み重ねの中に、一番大きいリスクがあるなというふうに思っ

ております。あと、そのほかにつきましては特に機構に限らず、人事的な問題でありますとか、

ハラスメントの問題でありますとか、コンプライアンス的な問題でありますとか、さまざまな

問題はあると思います。 

 もう一つは、徐々に改善しつつありますけれども、人事のところでお話が出ましたけれども、

この機構の組織が平成15年まではいくつかの異なる団体が構成し合って、ほかの色合いを持っ

た団体が合体してでき上がっておりますので、そこの専門性をどうやって今後、維持しながら、

またその後入構した者が横串にいろんな仕事ができていくように育てていくかというのは、こ

れからの大きなリスクであり、課題だと思っております。 

○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 それでは、小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ３点ほどお伺いしたいと思うんですが、最初に、評価としてｃになってしまった

という点について伺います。現在、畜産関係では肉牛の生産基盤の脆弱化が進行しておりまし

て、それに対する政策的な期待といいましょうか、機構の役割というのが非常に大きくなって

いると私は考えております。 

 そういう面で、例えば新規参入者に対する肉用牛の事業は非常に難しい事業だと思っており

ますけれども、今後また、同じような評価になってしまうのかどうかという点について見通し

を伺いたい。それから、機構の皆さんにお伺いすることではないのかもしれませんが、27年度

からは国へこの事業自体は移管されているということで、私としては国としてきちっと、この

事業を発展させていただけているのかなと思いますが、農水省の方からのお答えを伺いたいと

いうことが１点でございます。 

○生産局総務課課長補佐 まずは、今後もこのようなことが続くのかというような点につきま

してご意見をいただけたらと思います。 

○庄司総括理事 こちらの事業につきましては、今後の評価という観点からいきますと、費用

対効果分析で何％以上が１を上回ったとかということではなくて、その後のフォローアップを

どうしてきたかということを評価の対象にしていくほうがいいのではないかということで、次

の中期目標からはそういった評価項目に変わっております。 

○生産局総務課長 こういった新規参入の事業を、今後、どういうふうにやっていくかという

ことだと思うんですけれども、先生ご指摘のとおり、酪農肉用牛の生産基盤の強化というのは、
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今、最も大事な事業だということで我々も理解しております。そのため、特にＴＰＰ対策等と

いたしまして、平成27年度以降、畜産クラスター事業、そういったものを毎年毎年、措置をし

ながら生産基盤の強化を図っていくということでございます。補正事業でございますので、将

来のことを明確に言うというのはなかなか難しい状況ではございますが、少なくとも協定が今

後、発効していくという中では、国としてもしっかりこの点は力を入れていくということは、

必須の事項だろうというふうに認識してございます。 

○小林委員 ありがとうございました。 

 評価についても、従来の評価じゃないような形でやるということは納得といいましょうか、

そのほうがいいんじゃないかと私も考えます。 

 ２点目は、すでに池田委員もご指摘だったんですが、海外情報の収集ということについて、

これまでも何度か、ご質問させていただいたんですが、特に前段、理事長からのお話もありま

したけれども、ＴＰＰ11ですとか、日ＥＵ・ＥＰＡが批准され、発効されるという中で、海外

の情報というのは非常に重要になってきます。本来であれば、従来のような海外事務所があっ

て、定時的に情報をきちっと日本につなぐということができれば、一番いいんじゃないかと私

はずっと思っていたんですが、ＪＥＴＲＯを利用するという形があるということですが、まだ、

地域的に限られているのではないかと思います。 

 ＴＰＰ11はかなり広い範囲、あるいはＥＵもそうですけれども、もう少し広くカバーすると

いうことをお考えなのかどうかということと、もう一つは職員の人材育成という観点からも、

海外に駐在し、そこでの空気を吸いながら現地の人たちとやり合うということが、非常に重要

な要素になってくるのではないかと思っております。その点についてなかなかお金の関係もあ

りますので、難しいとは思いますけれども、これからますます重要で、農水省とも連携しなが

らやるということが必要ではないのかなと思っておりますので、質問させていただきました。 

○神宮理事 どうもありがとうございます。 

 ご指摘のとおり、現地に常駐しまして、実際に現場の現地の外国の方、あるいは進出してお

ります日本企業の方のニーズを直接把握するというのは、非常に大事なことだということで、

非常に心強いご支援のお言葉をいただいたと感謝しております。いろいろ制約がございます中

でＪＥＴＲＯとの連携ということも一つでございますけれども、それ以外にも職員を積極的に

現地に派遣する現地調査というのも充実させておりまして、今年も特に畜産につきまして、平

成30年度の重点テーマということの一つに、海外のＥＵあるいはＴＰＰ11、これについての今

後の動向、我が国の輸出の取組みにどういう影響があるか、あるいは国内産業、国内の農業に
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どういう影響があるかということにつきまして重点的に調査しまして、特集で取り上げたいと

いうふうに考えております。今、まさに情報収集しておりますので、年度の後半になろうかと

思いますけれども、そういったことを積極的に情報発信していきたいというふうに考えており

ます。 

○生産局総務課長 少し補足させていただきたいと思いますけれども、従来から海外情報とい

うのは特に畜産の世界では非常に重要なテーマでございまして、現在のようにＴＰＰあるいは

日ＥＵ・ＥＰＡが今後、発効するということになると、その情報というのはますます重要にな

ると思います。従来は海外に駐在事務所がございまして、そこを通じて割ときめ細かな情報も

いただいていたわけでございますが、残念ながら、いろんな経緯の中で今は外部に委託して調

査するとか、出張して調査するとかいうことではございます。例えば、外務省を通じた調査だ

けではわからない、特に畜産のきめの細かい調査等は、農畜産業振興機構を通じていろいろと

入手しているというところもありますので、国としても、今後とも引き続きしっかり頑張って

いただきたいと考えております。 

○小林委員 各国の制度、政策がどんどん、今、変わってきている中で、迅速に、正確に把握

するということが重要なわけで、蓄積していくということがすごく大事ではないかと思います

ので、その場だけということではなくて、ぜひ、取り組んでいただければと思います。 

 ３点目は、業務運営の効率化による経費の削減という点なんですが、これはここで言うべき

話ではないのかもしれませんけれども、特に一般管理費を毎年３％ずつ削減するということが

義務づけられております。これは随分、不条理じゃないかと私は思っています。これは総務省

なんですか、どこなんでしょうか、わかりませんけれども、最終的にこれを見直すとか、こう

いう形ではないような形で評価するというようなことが考えられているのかどうかという点で

ございます。 

○生産局総務課課長補佐 それでは、その件につきましては私のほうから、予算要求という段

階で独立行政法人に一般管理費３％の削減というのは、ある意味、ほぼ全部の独立行政法人に

課せられているようなところでございまして、ただ、その中でも小林委員のおっしゃるとおり、

先発独法ですと平成13年から独法化されて17年がたちまして、単純計算するとかなりの５割ぐ

らいになってしまうというような状況でございます。 

 その中で、各独法が絶対に努力では節約できないものというような経費を除外するようにし

てきておりまして、農畜産業振興機構の予算でも例えば公租公課ですとか、事務所借料ですと

か、一定の努力が終わって節約不能なものというものを除外して、それに３％の節約というこ
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とで予算というふうになってございます。これも小林委員がおっしゃるとおり、いつまでも

３％を掛けていくと、また、なくなっていきますので、どこかで何か、誰かがアクションを起

こすことになるのかとは思うんですけれども、ただ、現在の中では統一的にかけられていた

３％削減というものが、無理なものは無理というところで除外して、一方では節約・効率化に

ついて努力はしていただきたいというような予算となってございます。 

○小林委員 除外されているのは、人件費以外にもあるということなんですか。 

○生産局総務課課長補佐 資料６の13ページ右側、左から中期目標、中期計画、年度計画とな

ってございます。真ん中ほどに一般管理費の削減となってございますが、そこで一般管理費

（人件費、公租公課、事務所借料等、情報セキュリティ関連経費、監査法人関連経費及び特殊

要因による増減経費を除く）と、これらの経費を除いた経費について３％の節約・効率化をお

願いするというところでございます。 

○小林委員 除外するのがどうしてもしようがないということはあるにしても、これを除外す

るとさらに分母が小さくなるということになるわけですよね。 

○生産局総務課課長補佐 仮に１億円のうち、5,000万円が今の経費といたしますと、5,000万

円の３％の削減と、これまでですと１億円の３％の削減というところでしたけれども。 

○小林委員 どちらにしても、どこかで見直す必要があると思います。野放図に使っていいと

いうことではないと思いますが、そういう意見があったということは、言っていただいたほう

がいいんじゃないかと思います。私も独法委員をやっていたので、その辺については非常に心

苦しいとも感じております。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

○矢野委員 事前にも少しお聞きしていた点ですけれども、経営安定対策の野菜関係の用語に

ついて教えてください。国庫の場合は交付金あるいは補給交付金ということで交付されていま

すが、79ページの特定野菜等供給産地育成価格差補給事業のみ助成金という形で、あるいは事

前にご説明していただいた中では、補給助成金という形でも記載されています。この中で交付

金と補給交付金と補給助成金と助成金、これは交付金と助成金という二つの種類というふうに

理解してもよろしいでしょうか。それとも、補給交付金と交付金は違って、補給助成金と助成

金も違うという理解でよろしいでしょうか。依拠条文が違うというのは理解しているのですが、

もう一度、確認させていただければと思います。 

○松原理事 野菜担当理事の松原でございます。ご質問をありがとうございます。 
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 端的に言うと、根拠要領でそのような使い方をしておるということなんですけれども、ざっ

くり言いますと、これも２つ仕組みがありまして、私どもが直営でやっております指定野菜の

仕組みと、あるいは都道府県の段階でやっております特定野菜の２つの仕組みを持っておりま

す。前者において、直営のものについて交付金という使い方をしておりまして、後者の県を通

じてお支払いしているものについては助成金という言い方をしております。これは主体として

の県段階の法人がやっているものについて、我々が補助するという仕組みをとっているという

ことで助成金という言い方をしており、私どもが直営で登録した団体にお金を払っておるのを

交付金というふうにしております。また、最終的には農業者の方々にいくという段階では、補

給金という言い方をしているということでございます。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 そのほか、何かございますでしょうか。 

 それでは、始まりまして１時間40分ほどたちまして、まだ、次の議題も残ってございますの

で、ここで一旦、10分ほど休憩をとりたいと思います。私から見て左のほうにございます時計

の25分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 

午後４時１４分 休憩 

午後４時２３分 再開 

○生産局総務課課長補佐 それでは、ちょっと早いですけれども、皆様、おそろいのようです

ので、次の議題に入りたいと思います。 

 次の議題は、独立行政法人農畜産業振興機構の第３期中期目標期間に係る業務の実績に関す

る評価についてでございます。これにつきましても、先ほどと同様に業務の実績等について機

構からご説明いただきまして、その評価案につきまして当方のほうからご説明しまして、ご意

見をいただきたいと考えます。それでは、よろしくお願いいたします。 

○庄司総括理事 それでは、資料４に基づきましてご説明させていただきます。 

 業務実績ということで、11ページからが業務運営の効率化の関係でございます。こちらにつ

いては29年度と内容がほぼ一緒でございますので、飛ばさせていただきます。それから、22ペ

ージからが業務執行の改善ということでございます。こちらにつきましても、四半期ヒアリン

グを行って第三者委員会で意見を聞いてということで、ほぼ一緒でございます。 

 29ページをご覧ください。真ん中あたりに理事長の意思決定の補佐というふうなことで、先

ほど理事長の意思決定を補佐するための役員会を開催するということで、これは27年度、28年

度以降の業務実績になってございます。こちらについては、業務実績の冒頭に「業務方法書を
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一部改正したことに伴い」と書いてありますけれども、経緯としますと、平成26年に通則法が

改正されまして、そこで内部統制に関する体制の整備ということを業務方法書に記載すること

が定められたことを受けまして、業務方法書を一部改正して、それに取り組んできているとい

うことでございます。実績は27年度以降になります。次の⑥の内部統制の推進も同じでござい

ます。それから、⑦のリスク管理につきましても同様でございます。 

 それから、30ページでございます。情報セキュリティ対策ということで、25年度のところが

右側の評価結果がｂになっています。25年度はａが標準でございましたので、実質的にｃとい

うことでございます。これは26年度の当初に外部からの不正アクセスがあったことで、この原

因をつくったのが25年度にあったということで、そのため、ここがｂ評価という形になってお

りますが、これをきっかけに機構もセキュリティ対策に一生懸命取り組んできて現状にあると

いうことでございます。 

 それから、34ページをご覧ください。機能的で効率的な組織体制の見直しということで、こ

ちらについては平成25年10月に、経理部につきまして勘定横断的な会計事案が増えてきたとい

うことで、４課体制から２課体制、それまでは品目ごとに課を置いていたんですけれども、こ

れを経理課と資金課ということで２課体制に変更しました。それから、29年度から加工原料乳

の制度の見直しがあるということで、それまで畜産経営対策部に酪農経営課が、畜産需給部に

乳製品課があり、乳の関係が二つの部に分かれていたので、これを畜産需給部に移管しまして、

畜産需給部の中で乳の関係をまとめてやるということで、名前も生乳課に名称を変更したとい

うことでございます。 

 それと、46ページをご覧ください。補助事業の採択に当たりまして、コスト分析を導入して

採択しているということでございますが、新規等の補助事業への適切な評価手法の導入という

ことで、コスト分析の手法につきまして、適宜、追加しております。25年度には簡易牛舎の関

係のコストの基準、それから、26年度は養豚施設のクーリングパットとかを必要に応じて追加

させていただいて、運用しているところでございます。 

 それから、57ページをご覧ください。畜産の関係の補完対策でございます。こちらについて

は、新規・拡充事業について事業説明会を実施したということは先ほども申し上げましたけれ

ども、この対策につきましては、毎年度、農林水産省において見直しを行っていただいており

ます。機構からは事業の実施状況や現場の要望などの情報を提供し、事業に反映させていただ

いているということでございます。 

 それから、次のページ、58ページでございます。緊急対策としてさまざまな事業、配合飼料
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の高騰対策、それから、補正によります緊急経済対策、台風対策、地震対策というで、こちら

については速やかに実施要綱の改正等を行って、事業を機動的に実施しているということでご

ざいますが、災害対策の実施に当たりましては、実態把握や現地の要望聴取等のため、現地調

査と説明会を計14回実施させていただいているところでございます。 

 あとは、経営安定対策の交付金の交付と公表の関係が続きまして、73ページの需給調整・価

格安定対策ということでございます。73ページのところに、バターの26年度の不足、小売店で

のバター品薄の関係の経緯が整理されております。26年度のバターの需給につきましては、前

年度の猛暑などにより、生産量と在庫量が大きく減少しました。追加輸入の措置を行いました

けれども、26年末にバターの需要期において小売店でバターの品薄が生じたということでござ

います。 

 次のページになりまして、農林水産省と協議の上、27年度から運用の改善を行っておりまし

て、１、２、３ということで輸入決定時期の明確化、輸入品の引き渡し時期の早期化、洋菓子

店でも直接利用できる１キロから５キロの形の冷凍バターを輸入対象に加えまして、そのペー

ジの下のほうにありますが、27年度はこうした取組みに加え、国内の生乳生産量の増加に伴い、

乳業メーカーがバターの供給量を増やしたこと、乳業メーカーが小売用バターの製造により注

力できるよう、機構が１万トンの業務用バターを追加輸入したということで、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ことでご

ざいます。 

 それから、82ページをご覧ください。こちらはリレー出荷の関係で、先ほども説明しました

けれども、中期計画のところに、中期目標期間中に30グループ以上のリレー出荷の特例措置に

係る認定に資するようにとなってございます。これは事業のＰＲに努めまして、実績のところ

ですが、37グループのリレー出荷の特例措置の認定が国によりなされたということで、目標の

30グループを上回った実績になっているということでございます。 

 それから、交付金の交付と公表の関係が続きまして、100ページでございます。基金の関係

でございますが、基金管理基準に基づきまして27年度に管理基準を改正しまして、27年度以降、

毎年度、基金の見直しを行っているということで、公表した基金の内訳が真ん中から下に書い

てございます。27年度10基金、それから、28年度８基金、29年度７基金と、少しずつ減ってき

ているという状況でございます。 

 それから、107ページ、情報収集業務の関係でございます。真ん中ぐらいよりちょっと下に、

海外情報につきまして先ほど話題が出ましたけれども、海外駐在員事務所が閉鎖になってから、
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長期の海外出張等によりまして情報収集を行ってきたということで、平成26、27年度の業務実

績を踏まえまして、28年度に単年度契約として、北米、ＥＵにおけますＪＥＴＲＯとの契約を

結んで実施しているところでございます。次のページの「なお」以下ですが、本調査について

は同地域の情報に対するニーズが強く、調査拠点としても期待ができるということから、安定

した調査体制とするため、平成29～31年度の３カ年契約として実施することとしたということ

で、３年契約に移行しているところでございます。 

 それから、109ページ、同じく情報収集の関係ですけれども、情報提供内容の改善というこ

とで、アンケート調査結果を踏まえましてＥＵの乳価など需給関連データ、それから、米国や

中国における野菜の生産状況を毎月提供するなど、海外情報の拡充などを行っているところで

ございます。 

 それから、113ページでございます。消費者等への情報提供の関係でございますが、112ペー

ジから続きますけれども、ホームページに係るアンケートを行ってデザインの改修を行ったほ

か、スマートフォン対応を行ったということと、消費者コーナーにおきましてキッズコーナー

の新設、動画コンテンツの改修、広報誌の記事などを利用して生産者の取組みを紹介するペー

ジを改めて作成するなど、消費者へのわかりやすい情報提供に努めているところでございます。 

 それから、短期借入金の限度額の関係は800億円に対して215億円ということで、借入れの額

については範囲内に収まっているということと、124ページに借入れの金利の推移を書いてご

ざいます。平成25年度の0.114から29年度の0.007ということで、最近の金利情勢もありますけ

れども、下がってきているという状況でございます。 

 それから、127ページ以降は不要財産の処分の関係でございます。毎年度、緊急的に行った

事業につきまして、返還金があった場合にそれらを返還するということで取り組んでおります

けれども、25年度以降の実績が127ページの真ん中あたり、それから、128ページ、129ページ

と整理してございます。 

 130ページでございます。職員宿舎の売却ということで２戸、職員宿舎を削減ということを

合理化計画で言われておりますけれども、それを売却いたしまして28年度に国庫へ納付したと

ころでございます。 

 それから、先ほど人材育成の話が出ましたけれども、その中で、137ページに専門別研修と

いうのがございます。その中で、138ページで語学向上研修、それから、海外派遣研修という

ことで、海外の団体及びＪＥＴＲＯへの研修ということでＪＥＴＲＯで３年間研修して、語学

の向上あるいは他団体での経験を積んでくるという研修を行っているところでございます。 
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 資料４の説明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した。 

 それでは、第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する農水省の評価案についてご説明さ

せていただきます。 

 まず、期間評価の評価方法について簡単にご説明いたします。ただいまの資料の５ページ目

をご覧いただきたいと思います。期間評価につきましても、項目に丸印がついています中項目

が評価の単位となってございます。その中で、一定の指標となっています小項目の結果によっ

て中項目を評価するわけでございますけれども、期間評価の方法といたしましては、中項目の

中の小項目の評価の回数と項目数の合計に２を掛けました点数で、そのうち、その期間の評価

の点数、ｂを２点、ｃを１点としたときの評価の合計点数の割合で見るわけですけれども、簡

単に申しますと、今、５ページをご覧いただいてございますが、２番の業務運営の効率化によ

る経費の削減という中項目の場合でございますと、ａ、ｂとございますが、この１マスが２点

となるわけでございます。７項目ございまして５カ年とありまして、７項目掛ける５年掛ける

２点ということで、業務運営の効率化による経費の削減というのは70点が満点ということで、

満点の70点に対して何点をとっているかというようなことでございます。イメージとしては、

そのようにお考えいただければと思います。 

 それでは、評価についてでございますけれども、まずは事業費の削減・効率化につきまして、

こちらに小項目はございません。中項目だけでございました。先ほども申しましたけれども、

25年度はＡが標準ということで、25年度の欄のＡにつきましてはＢというふうに読んでいただ

きたいと思います。事業費の削減・効率化につきましては、25から29年度の期間中５カ年全て

Ｂ評価ということで、昨年、行われました見込み評価においてもＢ評価、今回もＢ評価という

ふうに考えているところでございます。 

 続きまして、業務運営の効率化による経費の削減、こちらも全て小項目でｂ評価となってご

ざいまして、各年の中項目の評価もＢ評価となってございます。したがいまして、期間の実績

評価といたしましてはＢ評価としたいと考えているところでございます。 

 こちらにつきまして、15ページ目をご覧いただきたいと思います。15ページ目で評価をまと

めてございますけれども、右半分、昨年度に行いました見込み評価と、現在、案として評価し

てございます期間の実績評価を横に並べてございます。期間の実績評価といたしましては、一

般管理費の削減というものは確実に行われておりますし、給与水準の適正化につきましても、

昇給幅の抑制やポストオフ制度などの実施によって、国家公務員と同程度となってございます。
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随意契約の見直しにつきましても着実に行われておりまして、競争性、透明性の確保が図られ

ています。それにつきましては、監事への契約状況の報告や定期監事監査などによって担保さ

れているというふうに評価しているところでございます。 

 続きまして、22ページ、23ページをご覧いただきたいと思います。業務執行の改善というと

ころでございます。こちらにつきましては、この期間中ですけれども、先ほど機構からご説明

もありましたとおり、25年度の情報セキュリティに関する指標のところで１回、ｃ評価という

ようなものがあったということで、その分は１点となりますけれども、それ以外につきまして

は期間中全てｂ評価となってございます。 

 期間中の実績ですけれども、業務の進捗状況の点検、分析などが行われて確実に業務が行わ

れておりますし、外部有識者による業務実績による評価委員会を開催し、補助事業につきまし

ても第三者委員会を開催し、事業の評価を得ているということでございます。また、先ほどか

ら委員の皆様の関心も高いところでございますけれども、内部統制に関しましても確実な体制

をとるよう努めているというところでございます。というように評価しておりまして、全体と

して中項目はＢ評価としたいと考えているところでございます。 

 ただしですけれども、24ページ目のところにございます今後の課題ということで、掲記させ

ていただきたいと思ってございます。これは特段、何か不備があったとか、足りないという意

味ではないんですけれども、内部統制に関しましては今後とも留意して事務事業を行っていた

だきたいということで、留意事項という観点から内部統制と情報セキュリティについて、引き

続き注意していただきたいというような旨で今後の課題を記載してございます。 

 続きまして、中項目で申しますと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。ページでいいますと33ページからになります。こちらも、期間中の指標を設けた小項目の

達成状況というのは全てｂ評価となっておりますので、全体としても期間の評価はＢ評価とし

たいと考えているところでございます。 

 続きまして、補助事業の効率化というところでございます。38ページをご覧いただきたいと

思います。こちらにつきましては、先ほどから機構のほうからも説明がありましたし、年度の

評価でもございましたけれども、補助事業の事後評価の項目につきましては、期間中５カ年の

うち４カ年がｃ評価となってございます。それを受けまして、全項目数で点数の割合を求めま

すと97％ということで、全体としてこの項目はＢ評価としたいと考えてございます。ただ、そ

のフォローなども確実に行われているところですけれども、今後とも引き続き当該事業の指導、

支援の重要性に鑑み、取組みの充実・強化に努める必要があるというような注意喚起といいま



33 

すか、課題として掲記したいと考えているところでございます。 

 次に、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組みというところでございます。こちらにつき

ましても、先ほどから機構からご説明がありましたけれども、経費の削減、ちょうど50ページ

になるかと思いますが、借入金につきまして利率を低く抑える努力がなされているということ

で、期間中全てＢ評価ということで、期間評価もＢ評価としたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、54ページからですけれども、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

に関するところでございます。こちらにつきましては、まずは経営安定対策というところでご

ざいます。経営安定対策につきましては、確実な事務事業が行われてございまして、21の小項

目の指標全て期間中ｂ評価ということでございます。全体を通しても期間評価はＢ評価とした

いと考えているところでございます。この経営安定対策という括りのところでは、畜産、野菜、

砂糖・でん粉という全てのところの経営安定対策の項目が含まれてございます。 

 次に、需給調整・価格安定対策の項目でございます。ページでいいますと66ページからにな

ると思います。こちらの項目につきましても、全ての指標において期間中ｂ評価となってござ

いますので、こちらのほうも全体を通しまして、期間の評価としましてはＢ評価としたいと考

えてございます。 

 次の項目といたしましては、緊急対策でございます。ページでいいますと、54ページ、55ペ

ージあたりのところに緊急対策が盛り込まれているところでございます。すみません、57ペー

ジの下のほうでございます。こちらも、期間中の評価といたしましては全てｂ評価でしたので、

Ｂ評価としたいと考えているところでございます。 

 次に、資金の流れ等についての情報公開の推進ということでございます。98ページをご覧い

ただきたいと思います。こちらのほうは、資金の流れの公表につきましては指標が９個ござい

まして、期間中全てｂ評価ということでございますので、期間評価といたしましてもＢ評価と

したいと考えてございます。 

 次に、情報提供業務でございます。105ページからになるかと思います。アウトプット情報、

アウトカム情報などがございますが、情報提供業務につきましては、ただいま、29年度実績の

ところでもいろいろと先生方からご意見をいただいているところですが、期間中全てｂ評価と

いうふうなことで、確実、着実な業務が行われているということでＢ評価としたいと思ってご

ざいます。 

 次ですけれども、予算、収支計画及び資金計画というところでございます。116ページをご
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覧いただきたいと思いますが、こちらにつきましても予算の節減とか、事業費、一般管理費の

節減につきまして着実に取り組まれているということで、Ｂ評価としたいと思ってございます。

その下の法人運営における資金の配分につきましても、期間中の評定は全てｂ評価ということ

で、期間評価もＢ評価としたいと思ってございます。またあと、先ほど機構からご説明もあり

ましたけれども、資金管理運用につきましても期間中の評定を参考に、Ｂ評価にしたいと思っ

てございます。 

 次に、短期借入金でございます。短期借入金につきましては、ちょうど122ページ、123ペー

ジのところでございますが、繰越欠損金につきまして先ほど機構からご説明をいただいている

ところですけれども、先ほどの砂糖勘定の繰越欠損金の削減の取組みについてのところでもご

説明いたしましたが、ここで今後の課題ということで、引き続き借入コストの低減に努める必

要があるというような留意事項を掲記したいと考えているところでございます。ちょうど123

ページの右の上のところでございます。 

 次に、126ページからのところの不要財産の返還のことについてでございますけれども、こ

ちらにつきましては、国の補正事業などで行われた事業費の返還があった場合には、確実に戻

ってきたものは国庫納付しているということで、127ページから130ページにかけてですけれど

も、全てＢ評価にしたいと思っているところでございます。 

 あと、そのほかでございますけれども、最後でございますが、134ページのところにつきま

しても、各指標の評定が期間中全てｂ評価であったということもございますし、着実な人事評

価制度や管理職のポストオフ制度の実施など、着実な取組みがなされているということも踏ま

えまして、Ｂ評価としたいと考えているところでございます。 

 最後に138ページですけれども、前期中期目標期間の繰越積立金の処分につきましても、適

切に行われていて、これまでも期間中ｂ評価ということですので、期間の評価もＢ評価にした

いと考えているところでございます。 

 それでは、資料の２ページに戻っていただきたいと思います。これが全体の期間評価の取り

まとめでございます。農畜産業振興機構の第３期中期目標期間における評定といたしましては、

全体として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しまして、Ｂ評定とし

たいと考えてございます。 

 評定に至った理由といたしましては、期間中、小項目の５項目において、これは先ほどから

申しております施設整備事業の事後評価が４カ年、あとは情報セキュリティに関することが１

カ年、５項目がｃ評価となっておりますが、中項目、大項目の評価はいずれもＢ評価となって
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おり、また、全体の評定を引き下げる事象もなかったため、評価実施要領に基づきＢ評価とし

てございます。参考までに、25年度から26年度、27年度、28年度、29年度の各項目数の中の各

ｂ項目、ｃ項目を以下に記載しているところでございます。全体でいいますと、期間中の項目

数が612ございまして、ｂ評価が544、ｃ評価が５、対象外が63ということでございます。 

 法人全体に対する評価でございます。こちらのほうにつきましては、記載事項を読み上げさ

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（附帯事務費）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みについても計画どおり実施している、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畜産の緊急対策についても的確に実施

している、情報収集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

っていると評価したいと考えてございます。 

 次の項目別評価における主要課題、改善事項でございます。先ほど中項目の評価の中で駆け

足になってしまいましたけれども、改善事項などで掲記したいと申したところでございます。

まずは内部統制について、情報セキュリティについて、続きまして施設整備事業について、ま

た、砂糖勘定の繰越欠損金について、このことにつきましては前年度と同様でございますけれ

ども、引き続き留意しながら事務を実施していただきたいということで、とりあえず、改善事

項ということで掲記したいと考えているところでございます。 

 かなり駆け足で、機械的な評価の部分となってございますけれども、以上が農水省としての

評価案でございます。 

 先ほど機構のほうから期間中の業務の実績、また、私のほうから、それに対する評価案につ

いてご説明したところですが、何かご意見などはございますでしょうか。 

○矢野委員 ただいま、ご説明いただいた業務実績評価あるいは改善事項について、特に大き

な異論はありませんが、今さらながらという感じの質問を１点。あと、理解を深めるために教

えていただきたいという質問が１点です。 

 先ほどの29年度の評価のところでお尋ねしてもよかったんですけれども、牛マルキンと豚マ

ルキンのところの、これでいけば56ページになるんですが、豚マルキンがここ数年、交付実績

がないというところで、対象外となっているのを考えたときに気がついたんですけれども、56
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ページの上のほうの牛に関する補塡金の交付等を行うというものの評価指標と、豚に関して補

塡金の交付等を行う評価指標が異なっています。豚に関しては、交付を迅速に行った回数が評

価対象であり、牛に関しては各種会議等での指導を行ったかどうかということと、基金造成に

ついてが指標になっているんですが、これはなぜ違うのかというのを教えていただければと思

います。以上が１点目です。 

 ２点目は、乳製品について73ページあたりかと思うんですが、乳製品の需給調整・価格安定

対策について、先ほどバターのお話を伺ったんですけれども、バターはスーパーの店頭から消

えて、消費者の目にもその需給動向がある程度見えるものかと思いますが、脱脂粉乳に関して

は主なユーザーが乳製品メーカーだと思われますので、消費者は、なかなか不足などの需給動

向が見えにくいところかと思います。この中期目標期間の脱脂粉乳の動向、参考資料を見てい

くと平成29年はかなりの追加輸入も発動していたようですので、そちらの需給動向を教えてい

ただければと思います。 

 以上です。 

○土肥理事 それでは、最初のご質問についてお答えしたいと思います。牛マルキンと豚マル

キン、牛、豚で両方マルキンなんですけれども、事業の仕組みが実は違っていまして、大枠は

粗収益がコストを下回った場合に、その差額の一部を補塡するという仕組みでございますが、

牛のほうは各県で基金を積んで、その基金から生産者に対して補塡金を交付するという仕組み

になってございます。 

 ということで、機構にとっての補助事業は県に対する基金造成ということになってございま

すので、機構の業務の実績の評価としては、いかに適切に基金を造成したかということを指標

として置いているという状況でございます。あとは基金造成をしたところから、生産者にいか

にきちんと早く補塡金を交付するかということについては、事前の調整なり、文書の指導とい

うことの中で達成していくという、そういう考え方でございます。 

 豚のほうは、これもいろいろ事情がございまして、やり方が違っていて、機構が生産者のお

金も預かって、私どもから直接、生産者に交付金を支払うことが私どもの仕事になっておりま

す。そうしますといかに早く生産者に交付できるかというところが、我々の仕事そのものにな

りますので、そこを直接的な評価の指標ということで設定がされているということでございま

す。ということで、事業の仕組みが若干違うものですから、評価する部分も違ってきていると

いうことでございます。 

 以上です。 
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○渡辺総括理事 それと乳製品の関係でございます。総括理事の渡辺でございます。バターに

関しては26年度のバター不足というのが猛暑の影響ですとか、あるいは農家戸数の減少という

ことが国内生産の減少という形で不足を来したということですけれども、バターを生産すると

脱脂粉乳も表裏でできるということで、生産の動向としては同じような動きでございます。た

だ、需要の面ということで必ずしも脱脂粉乳とバターが同じような需要の動きをしているかと

いうと、そうではないんですけれども、29年度におきましても乳製品向けの生乳が減少しまし

て、それで、脱粉向けというのもかなりタイトになりました。ですから、29年度におきまして

はバターと同様に追加輸入という形で、全体で３万4,000トンの輸入枠を設けて、全量を落札

しているということになっております。 

 ちなみに、昨年、脱脂粉乳の不足も危惧されたんですけれども、そういった追加も含めた輸

入の脱脂粉乳の供給というのを行った結果、非常に今は安定しております。今年も特に需給に

影響しないように、不足しないようにということで、２カ月に１回、輸入入札を行って脱脂粉

乳の供給に支障を来さないようにということで、対応しているということでございます。 

 なお、脱脂粉乳の用途としては、特に近年のヨーグルト需要の増加ということで、ここに原

料として非常に使われているというのがございますし、その他の用途ですとアイスクリームで

すとか、乳飲料とか加工乳、こういうところに使われているということで、なかなか、おっし

ゃるように店頭で見ることはないんですけれども、乳製品を加工する乳業メーカーなりが調達

することとなりますので、バターと同様に適時適切に国家貿易を運用していきたいと思ってお

ります。 

○生産局総務課課長補佐 矢野委員、よろしいでしょうか。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 そのほか、何かございますでしょうか。池田委員、お願いいたしま

す。 

○池田委員 まず、二つあるんですけれども、１点目は評価基準の名称というんでしょうか、

ずっとここで出ています砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組みという項目があるんですけ

れども、内容を見ますと累積欠損が生じた、122ページに書いてありますけれども、収入の単

価とか、それから、支出の単価は農水省でお決めになるので、それを運用してきた欠損という

ことなんですけれども、これを読むと機構の責任で欠損が出たような感じもなきにしもあらず

なので、累積欠損の解消というよりも借入金の金利ですか、こちらで全体の評価のところにあ

ります例えば砂糖勘定の借入金コストの抑制に関する取組みとか、そういうふうにしたほうが、
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私なんかは誤解していた部分もあるんですけれども、いかがかなというのが一つです。 

 それから、また、全然違うんですけれども、緊急対策ということで、ここのところは今回も

そうですけれども、異常気象という大変なことだと思うので、これにどう対処されているのか、

ルーチンで行われている業務は、それなりにわかるんですけれども、こういう緊急的なものに

対していかがかなと思って、先ほど現地で説明会を開かれて被害状況等を把握されるという中

で、何かご苦労されているような点があるのかなということです。それがあればお聞かせいた

だきたいということと、直接、関係ないのかもしれないんですけれども、野菜に関しては31年

度からですか、収入保険制度というのに変わっていくということなんですけれども、この保険

制度のフレームというんでしょうか、どういうものが対象になって、保険料はどなたが負担す

るのかとか、その辺をお聞かせいただきたいなと思います。 

○生産局総務課長 まず、最初の砂糖勘定の借入金の話でございますけれども、全く先生のお

っしゃるとおりでございます。機構自体が借入金をつくっているわけではなくて、国の制度に

基づいて機構が運営した結果、借入金が発生しているということでございますので、確かに繰

越欠損金を機構だけの努力で減らすというのは難しかろうと思いますので、この扱いについて

は少し検討させていただきたいと思います。 

 ２番目の緊急対策でございます。最近、台風ですとか、大雨ですとか、地震もございます。

そういったことで、通常、想定しないことがいろいろ起こっているわけでございますが、その

際には私ども国のほうでとるべき対策を検討いたしまして、国の例えば予備費とか、そういっ

たものでできる部分については国がやりますけれども、結構、国のほうの対策は手続に時間が

かかったりすることがございますので、そういった場合には、すでに措置している既存の機構

の対策を活用して、例えば要件を災害に合わせて緩くするとか、そういったことを、その都度、

機構にお願いして緊急的に行っていただいております。機構は国の指示に従って要綱を変更し

た上で、現場に対して説明していただくというようなことで、ご苦労いただいていると理解し

ております。 

 ３点目は収入保険でございますが、収入保険は全ての産品というよりは、農家の経済全体に

対して過去の収入より減ったときに保険でカバーするものでございますので、野菜だけに特化

しているわけではございません。ただ、野菜だけで見た場合には、収入保険と野菜の対策が一

部ダブる部分がございますので、そこについてはどちらを選択するのかを選んでいただくとい

うことでございます。あと、収入保険全体については、手元に資料がないんですが、かなりの

部分を国が負担するという仕組みになっておりまして、生産者の負担もゼロではございません
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が、かなり有利な仕組みになっております。 

 以上でございます。 

○池田委員 ありがとうございます。よくわかりました。 

○生産局総務課課長補佐 そのほか、何かございますでしょうか。特にないようでしたら、ま

た、最後にまとめてご意見を頂戴したいと考えます。 

 それでは、最後の議題でございます。本日、第３期中期目標期間の業務の実績に関する評価

についてご審議いただいているところでございますが、今年、平成30年４月から第４期中期目

標が開始されているところでございます。第４期中期目標につきまして、第３期中期目標との

大きな変更点について簡単にご説明を差し上げたいと思います。 

 まず、資料６をご覧いただきたいと思います。表紙をめくっていただきまして１ページ目で

ございます。中期目標の主なポイントとして、第３期中期目標期間中の平成26年に通則法が改

正されまして、それに伴いまして目標の策定に関する指針というのが定められてございます。

その中で、その指針に基づいて中期目標というのを策定するわけでございますが、まずはⅡの

概要についてのところをご覧いただきたいと思います。 

 構成項目に係る記載順序等の変更ということで、中期目標には、これまではまずは最初に業

務運営についてあり、その次に国民に対して提供するサービスがあったわけでございますが、

そこの順序が入れかわりました。国民に対して提供するサービスがまず最初にきて、業務運営

の効率化に関する事項というのがその次にくるというふうに順序が入れかわりました。 

 また、それと国民へのサービスというところの目標の立て方でございます。目標の立て方と

いたしましては、まずは一定の事業のまとまりごとに目標を設定するということでございます。

一定の事業のまとまりですけれども、これにつきましては先ほど申しました目標策定に関する

指針の中で、法人の長のもとで自立的なＰＤＣＡサイクルを設定し、法人内部のマネジメント

を発揮し得るよう、適正な評価に資する一定の事業のまとまりというようなこととなってござ

います。 

 本日、評価いただいてございます先ほど申しました中項目という括りでは、経営安定対策と

いう中項目の中に畜産ですとか野菜、砂糖・でん粉というものがございましたけれども、その

一定の事業のまとまりというような観点からいたしますと、畜産分野の中で経営安定対策、需

給・価格調整対策というような形になるということで、その項目の入れ替えがあったというこ

とでございます。その目標につきまして、できる限り、定量的な目標を設定する目標水準の考

え方を記載するということでございます。 
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 また、重要度、難易度の設定ということで、難易度が高いものにつきましてはめり張りのあ

る評価につながるということで、重要度、難易度という項目を設定しているところでございま

す。 

 あとは、大きなところといたしましては、ほかは機構の各業務ということで、それほどこれ

までと大きな変化はないんですけれども、裏面でございます、真ん中ほどのクのところでＴＰ

Ｐ等政策大綱への対応ということも明記してございます。 

 先ほど小林委員からございましたが、一般管理費の削減に係る除外対象の明確化ということ

で、まずは第４期中期目標の中で一般管理の削減に係る除外対象経費を明確化してございます。 

 あとはいろいろと書いてございますけれども、最後に３ページ目のところ、ここは独法に横

串で入ってくるところですけれども、内部統制の充実・強化、消費者等への広報、情報セキュ

リティ対策の向上というような項目を入れてございます。 

 先ほどもご説明いたしましたが、１枚めくっていただきまして、中期目標、中期計画、30年

度計画を並べてございます。このような形で第１につきましては前文というようなものでござ

いますし、第２につきましては５年間の期間を明記しているだけで、第３につきまして、まず、

国民に対して提供するサービスというのが冒頭に出てきてございます。 

 その裏面でございます。真ん中ほどに目標水準の考え方ということで、定量的な目標水準と

いうのを明記してございます。その下には、先ほど申しました重要度：高というようなことで

重要度が書いてございまして、その次のページの真ん中ほどに難易度：高というような難易度

が高いものを設定してございます。難易度が高いものとしては緊急対策について、時間が限ら

れている中で急いでやらなければならないということで、高くしてございます。 

 あと、各項目のご説明というのは、時間もございますので省略させていただきますが、この

ような建付けが変わったということと、また、今後の評価に対してめり張りのある評価ができ

るような記載、目標の立て方になったということでございます。 

 第４期中期目標、中期計画及び30年度計画の説明につきましては以上でございます。 

 今、ご説明いたしました第４期中期目標、中期計画、30年度計画も含めまして、ほか全体を

通して何かご質問、ご意見などはございますでしょうか。 

 それでは、ご質問がないようですので、例えば先ほど私がご説明しました中期目標などでご

質問などがございましたら、ご連絡いただきたいと思います。 

 本日、当方からご説明いたしました評価案につきまして、平成29年度の実績評価及び第３期

中期目標期間の評価とも特段の修正意見はなかったということで、これを生産局における評価
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書案にしたいと思います。また、その他、特記事項の欄に本日の委員のご意見を整理いたしま

す。特記事項の記載事項につきましては、事務局で整理した上で、後ほど書面で確認したいと

思っております。 

 今後の予定ですけれども、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月中

に確定し、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。 

 これをもちまして、予定しておりました議事は終了いたしました。 

 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、ご審議いただき、また、貴重なご意見をい

ただきまして大変ありがとうございました。今年度から、平成34年までを期間とします第４期

中期目標期間がスタートしたというところでございます。今後とも本日の皆様のご意見等も踏

まえ、中期目標に即して中期計画や30年度の計画の目標達成に向けて、国としてもしっかりと

推進してまいりたいと考えてございます。本日は長時間、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、農林水産省独立行政法人評価有識者会議農畜産

業振興機構部会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 なお、本日の資料につきましては卓上にそのまま置いておいていただきますと、後日、郵送

いたしますので、そのまま置いておいていただければと思います。 

午後５時３０分 閉会 


