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午後１２時５８分 開会 

○菊池畜産技術室長 若干定刻よりは早いですけれども、皆様お揃いでございますので、

ただいまから第１回農林水産省独立行政法人評価有識者会議家畜改良センター部会を開催

させていただきます。 

 本日は、有識者の委員の先生の方々、また家畜改良センターの役職員の方々、お忙しい

中、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 

 私、畜産振興課畜産技術室の菊池でございます。本日の進行を務めさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここからは座って進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、部会を始めるに当たりまして、畜産振興課長からご挨拶を申し上げます。 

○小林課長 畜産振興課長の小林でございます。今日は暑い中、ありがとうございます。 

 今日は、独立行政法人の有識者会議ということで、制度が変わったのは事前にお知らせ

しておりますけれども、去年までは外部有識者によって評価そのものをしていただいたと

いうような制度でございます。今年から変わりまして、大臣が評価をする、実務的には私

どもがやるわけですが、その前に、一度、有識者に実績及び自己評価に対してご意見をい

ただき、その意見を参考に、評価を決定していくという段取りになった運びでございます。 

 この制度、実は制度が走りながら考えている状況でございまして、農林水産省全体とし

て独立行政法人多々ありますけれども、私どものこの評価会議は一番先頭を走っておりま

す。私どものやったことを後から来る人たちが見ていて、これをひな型にというような形

で今同時並行的に考えが始まっているということでございます。 

 今日は、ご案内のように、26年度の家畜改良センターの業績を評価していただくことが

内容でありますけれども、またお忙しい中、３日後には今度は第３期中期計画期間の見込

み評価を改めてお願いしなければなりませんので、よろしくお願いいたします。 

 少し状況をお話ししておきますと、今日は26年度ということですが、新聞紙上で騒がれ

ておりますが、ＴＰＰの問題で農業関係は極めて今厳しい岐路に立たされております。そ

の中でも畜産というところは筆頭でございまして、私ども国内の畜産を守っていくという

ときに、畜産農家がいかに効率的な経営を行うか、また差別化を行って輸入品と競争して

いけるかというところをいつも考えていかなければならないと思っています。 

 そのとき基礎になるのが家畜であります。この家畜の改良を行うのがなかなか国内では

大規模にしかもそれだけの人力を持ってというところがございませんので、そういう意味
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ではこの家畜改良センターというのは日本の有数の家畜の改良を行う部署であるというこ

とで、私どもこれからも海外と戦っていく、または国内の生産を守っていくということで

は、センターを強くしていっていただきたいと思っております。 

 事前にご説明させていただいておりますので、内容の説明は避けますけれども、牛、肉

用牛、それから酪農の乳用牛、豚、鶏、馬、山羊、羊もいるんですが、本所も入れまして、

12カ所の牧場で頑張ってやっております。今後ともいろいろな日本の畜産を支えるいい家

畜をここから輩出していきたいと思っております。 

 26年度ということで見ますと、畜産そのものの宿命として、大量の家畜を飼うわけです

が、どうしても病気との戦いというのがございます。特に最近ではウイルス病がいろいろ

なものがあります。特定の重大な疾病については、経済動物でございますので、治すこと

よりも伝播することを防ぐということで、殺処分が中心に行われる場合がございます。 

 ご案内の宮崎の口蹄疫ではたしか34万頭の家畜を殺処分しました。このシーズンも鳥イ

ンフルエンザでかなりの鳥を殺しております。26年度を振り返りますと、豚でＰＥＤとい

う大変厄介な下痢のウイルスの病気が流行りまして、これは日本だけではなくて新しいタ

イプということで、アメリカ、ヨーロッパ、ずっと世界を揺るがすような伝播の仕方をし

ました。 

 豚の世界は非常に衛生的に配慮されているわけです。民間でも高度なＳＰＦと呼ばれる

ような飼養形態をとっているところがございます。そのＳＰＦ農場でさえこのＰＥＤを入

れてしまって、業務がストップするということが多々ありました。世界的にも日本国内で

も豚の頭数が出荷できなくなるということで、豚肉の需給にも影響するという大きなこと

がございました。 

 振り返りますと、この家畜改良センターも本所で豚を飼っているわけですが、例外なく、

この病気の侵入を許してしまったというような状況でございます。かなり徹底していたつ

もりではあったわけですが、実質この病気が家畜改良センターでも入ったということで、

ただ幸いにもそれ以降の、またはその周りに伝播することは避けられたというようなこと

でございます。 

 今日はそういうところも含めまして、26年度の実態をご説明させていただいて、評価の

先生方からは意見をいただくということで、私どもの評価の参考にさせていただきたいと

思っております。今日はよろしくお願いいたします。 

○菊池畜産技術室長 それでは、議事に入ります前に、事務局のほうより本日の配布資料
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の確認をさせていただきます。 

○太鼓矢課長補佐 事務局をやっております家畜改良センター担当の太鼓矢でございます。

配布資料について説明させていただきます。 

 まず、資料１、配布資料一覧というものが手元にあるかと思います。資料１、議事次第。

資料２、出席者名簿。資料３、農林水産省における独立行政法人の新たな評価体制と評価

の手順について。資料４、平成26年度業務実績報告書です。資料５が分厚い平成26年度事

業の概要というものでございます。資料６、平成26年度業務実績に係る自己評価書。資料

７、平成26年度財務関係資料。資料８－１が独立行政法人家畜改良センター本所における

豚流行性下痢ＰＥＤ発生に係る関係資料。資料８－２が家畜改良センターにおける不適正

な経理処理事案に係る関係資料。あと参考資料といたしまして、１番から３番。参考資料

１が独立行政法人評価に関する指針。参考資料２が、農林水産省独立行政法人の評価実施

要領。参考資料３が、独立行政法人家畜改良センターの業務実績の評定方法。このような

資料を用意しております。もし、不足がありましたら、事務局までお申し出ください。 

○菊池畜産技術室長 資料のほうはよろしいでしょうか。 

 それでは、本日は初めての部会となりますので、私のほうから主な出席者の方々をご紹

介させていただきたいと思います。資料２のほうに出席者名簿をお配りしてございます。 

 まず、有識者の委員の方々でございます。所属等につきましては、出席者名簿のほうを

ごらんいただければと思います。 

 居在家委員でございます。 

○居在家委員 よろしくお願いします。 

○菊池畜産技術室長 野村委員でございます。 

〇野村委員 よろしくお願いします。 

○菊池畜産技術室長 藤川委員でございます。 

○藤川委員 藤川です。どうぞよろしくお願いします。 

○菊池畜産技術室長 吉澤委員でございます。 

○吉澤委員 よろしくお願いします。 

○菊池畜産技術室長 家畜改良センターからは佐藤理事長でございます。理事の北池理事

でございます。髙柳理事でございます。幹事の小谷幹事でございます。またそのほか担当

各部長、課長の方々にもご出席いただいております。事務局のほうはただいまご挨拶を申

し上げました課長の小林でございます。担当補佐の太鼓矢でございます。私は菊池でござ
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います。 

 引き続きまして、事務局のほうよりこの部会の位置づけ、もしくは先ほど課長のご挨拶

にもございましたけれども、新たな独法の評価体制、それから評価の実施手順、この部会

の進め方等々について、ご説明をいたします。 

○太鼓矢課長補佐 それでは座って説明させていただきます。 

 資料３をごらんください。そこに書いてありますとおり、独立行政法人につきましては、

１の経緯に書いてありますとおり、25年年末の閣議決定に基づき、通則法が改正されまし

て、今年４月から本格的に施行されております。通則法の改正に伴いまして、先ほど課長

からの説明にもありましたけれども、第三者委員会の評価委員会ではなく、評価の実施者

が農林水産大臣、主務大臣にかわったということでございます。 

 ページをめくっていただきまして、それを図にしたものが４ページに書いております。

各府省とも同じような並びなのでしょうが、農林水産省における今年４月以降の独立行政

法人の新たな評価体制がそこに書いてあるとおりでございまして、真ん中に農林水産大臣、

実質的にはそこの下に書いてあります法人所管部局、家畜改良センターの場合は当課でご

ざいます。それと大臣官房の評価改善課のこの２つが実務を行うことになりますけれども、

農林水産大臣が評価者となって決定するという仕組みになっております。 

 その際に、独りよがりの評価にならないように、有識者の方々から意見を聴取する場を

設けるということが総務省の評価の仕組みに書いておりますので、農林水産省においては

２つ、１つは各府省共通ではございますけれども、いわゆる研究開発法人については、農

林水産省研究開発法人審議会というものが設けられております。それ以外の独立行政法人、

具体的には中間目標管理法人、家畜改良センター、農畜産業振興機構でございますけれど

も、そういう法人とあとは行政執行法人、農林水産省の場合はＦＡＭＩＣ、農林水産消費

安全技術センターでございますけれども、この法人につきましては別途有識者会議を設け

て意見の聴取の場を開くということになっておりまして、それが各部会に分かれておりま

して、当日の部会も開かれるという状況でございます。 

 したがいまして、今日ご参集の先生方からそういう意味では高所大所から忌憚のない意

見を、ある意味従前の評価委員会よりも自由な立場で言っていただけるような仕組みにな

っているというような状況になっております。 

 評価の手順でございますけれども、戻っていただきまして、２ページ目に書いてあると

ころでございまして、２ページ４の評価の手順というような形になっておりまして、農水
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省は先ほど参考資料の中にありましたけれども、いわゆる参考資料２でございますけれど

も、評価実施要領に定めて具体的に手順を定めておりまして、①各法人から自己評価書が

提出される、本日も資料６でありますが自己評価書が提出されて、しかる後、②法人、役

員からのヒアリング、③有識者からの意見の聴取。ただこの２つはそれぞれ時間の都合も

ありますので、同時に行う運用も可とされているところでございまして、この②と③のと

ころに該当するのが今日の部会でございます。 

 しかる後、役員からのヒアリング結果、今日の委員の先生方からの意見を踏まえた上で

法人所管部局において評価書案を作成し、その後に官房評価改善課のほうでチェックした

後に、所用の決裁手続を経て評価書が確定するというような内容になっております。 

 それともう一つ、新たな評価体制になって、いわゆる法人統一的な評価を行うというこ

とで、総務省が独立行政法人の評価の指針というものを定めたのでございますけれども、

それに従いまして、農林水産省の各法人につきましても評価基準の見直しが行われました。 

 見直しの内容としましては、現中期期間中は今の評価項目については変更する必要はご

ざいませんが、評価の基準自体は新たな指針に基づいて行う必要があるということで、具

体的には３ページに書いてあるような形で、右側が従前の基準ということになりますけれ

ども、今まではＡが基準ということで、目標値を達成した場合はＡ評価ということになり

ますけれども、今年度からの新たな評価指針においてはその場合でもＢというような形で、

少しハードルが高くなったというような形で評価の基準が変わっているところでございま

すけれども、評価の項目自体、平成27年度までの業務実績の評価については、今年度、第

３中期の当初に定めた評価項目が維持されるというような仕組みで今後進んでいくという

ことになっております。 

 以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。 

○菊池畜産技術室長 今までのところでご質問とかはございませんか。 

 それでは、これより議事に入らせていただきたいと思います。資料等相当分厚いものを

お配りさせていただいております。しかしながら本日は遅くとも16時半までにはこの会議

を終了したいと思っております。 

 また、進め方につきましても幾つかの項目をまとめてご説明させていただければと思い

ます。 

 資料４を見ていただきますと、中段のところに事業報告書総括表というところがござい

ます。これで申しますと、まず第１の業務運営の効率化、これの１、業務対象の重点化、
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２、業務の運営の効率化、第１の３につきましては、会計関係、経理関係になりますので、

後でまとめてご説明させていただきたいと思います。第１－１と２に加えまして、第２、

国民に対して提供するサービスのうちの１番目の家畜改良、２番目の飼料作物の増殖、３

番目の飼料作物の種苗の検査、ここまでをまとめてご説明申し上げまして、一旦質疑をお

受けして、再開いたしまして、第２－４、調査研究から８のセンターの人材資源を活用し

た外部支援、ここまでをまとめてご説明させていただいて質疑をさせていただき、そして、

最後に、第３、予算、収支の計画、それに先ほどの第１－３の経費の削減の部分を加えま

して、第３及び第４、第５、第６、第７とここをまとめてご説明させていただいて質疑を

させていただければと考えてございます。 

 時間も限られますので説明につきましてはできるだけ簡潔なご説明を心がけていただき

たいと思いますけれども、内容によりましては理由等々も踏まえまして、適宜詳細にご説

明いただければと思います。 

 それでは、早速ですが、センターのほうから26年の事業の実績、それから自己評価につ

きましてご説明をいただきたいと思います。 

 まず、先ほど申し上げましたように、第１業務の運営の効率化と第２－１から３まで、

こちらのほうのご説明をお願いいたします。 

○関企画調整部長 これよりそれぞれの担当より説明させていただきます。私は企画調整

部長の関でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元の資料、ただいまご説明がありました資料４に基づいてご説明させていただきた

いと思います。 

 まず、２ページをごらんください。第１－１でございます。ここは計画のところにあり

ますように家畜改良センターの業務について、都道府県、民間との役割分担、これを明確

化し、そして連携を強化し、事業規模のスリム化を図りつつ民間では取り組みがたい新た

な技術とセンターが保有する多様な遺伝資源を最大限活用して、全国的な改良を推進する

とともに、改良の素材となる家畜の供給に重点化する計画になっております。 

 これにつきまして、事業年度報告のところにありますように、乳用牛につきましては泌

乳持続性につきまして、その次の欄、肉用牛につきましては、飼料利用性、早熟性の検定

手法の検討と育種素材の導入について計画どおり実施したところでございます。 

 ３ページに移ります。 

 鶏でございます。鶏につきましては、系統数を計画どおり維持しております。また、そ
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の次の欄、馬、めん羊、山羊につきましては、馬につきましては繁殖能力や体型データを

収集しました。また、選抜を行いまして、種畜等の生産・供給を行ったところでございま

す。 

 めん羊及び山羊につきましては、育種素材の提供を行ったところでございます。さらに、

馬、めん羊、山羊につきまして、生産者との意見交換、または人工授精等の技術指導を計

画どおり行ったところでございます。 

 では、４ページに移ります。上のイでございます。高度な技術を活用して、家畜改良を

実施するというところでございます。ここにつきましては、乳用牛、肉用牛及び豚につき

まして遺伝的能力評価を実施し、またその結果を公表したところでございます。また、未

経産採卵等の高度な技術を活用して種畜を生産したところでございます。 

 次に移りまして、ウの部分でございます。６次産業化を始めとする多様な畜産経営、消

費者ニーズに応える畜産物の供給という観点から乳用種のジャージー種、そして肉用牛の

褐毛和種、日本短角種につきまして遺伝的能力評価を実施したところでございます。 

 また、乳用牛のブラウンスイス種につきましては、遺伝的能力の評価技術に関する検討

会を計画どおり実施したところでございます。後段の部分につきましては、再掲でござい

ますので割愛させていただきます。 

 ５ページ、飼料作物種苗の増殖関係でございます。アの部分ですが、ここにつきまして

は行政機関、新品種育成機関、また実需者からそれぞれ情報を入手しまして、需要量、在

庫量等を勘案し、高品質の飼料用原種子を新たに20品種13トン、47品種9.4トンを供給し

たところでございます。 

 次のところで役割分担の明確化でございます。ここにおきましても、行政機関、新品種

育成機関、また実需者からの情報を収集したところでございます。 

 こういったものに基づきまして、需要量調査をもとに新たに育成された２品種・系統を

追加するとともに、２品種・系統を削除し、新品種及びニーズの高い品種への重点化を図

ったところでございます。その結果、97品種・系統とした、ということでございます。 

 では、次に６ページに移りたいと思います。上から３つ目、家畜等の遺伝資源の活用と

なっております。私どもの自己評価ではＣとさせていただいております。家畜遺伝資源の

活用は大きく分けまして２つございます。１つ目は、多様な育種資源を活用した高度な育

種改良技術を用いた種畜の生産・供給を行うということでございます。 

 もう一つが、防疫対策の徹底ということでございます。防疫対策につきましては、年度
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計画に基づきまして、家畜伝染病の定期的かつ継続的な検査を計画どおり実施したところ

でございます。 

 また、防疫エリアを区分して、外部からの家畜伝染性疾病の侵入がないように管理を行

ったところでございます。しかしながら、畜産振興課長の御挨拶にもありましたように、

昨年４月に本所におきまして、ＰＥＤ、豚流行性下痢が発生したところでございます。速

やかな防疫によりまして限定的な発生に留めたところではありますが、家畜疾病を発生さ

せてしまったということで、Ｃとしております。 

 次の６ページ、後段のところでございます。飼料用作物種苗遺伝資源の保存でございま

す。前段２つにつきましては、再掲でございますので割愛させていただきます。 

 ３つ目の段落でございます。飼料作物の遺伝資源について、独立行政法人農業生物資源

研究所と連携しつつ、栄養体保存420系統、種子再増殖130系統及び特性調査130系統をそ

れぞれ行うなど、計画どおり実施したところでございます。 

 ７ページでございます。真ん中のところ、人材の活用のところでございます。人事配置

につきましては、多方面からの人事企画を精査する機会としまして、人事構想会議や人事

企画会議を開催して、適性や能力を的確に反映した人事配置を計画どおり実施したところ

でございます。 

 ２つ目でございます。組織の合理化・業務の効率化でございます。組織の合理化・業務

の効率化の推進を図るために策定しました組織の見直し方針を踏まえまして、必要な組織

の見直しを行い、計画どおり実施したところでございます。その内容につきましては説明

①、②でございます。鳥取牧場、奥羽牧場、茨城牧場、岡崎牧場、兵庫牧場、宮崎牧場に

おきまして、それぞれ組織の見直しを行ったところでございます。 

 ７ページの最後のところでございます。人材の育成でございます。一般職員につきまし

ては、221名に研修・講習を受講させまして、10名に免許・資格を取得させました。また、

技術専門職員につきましては、184名に研修を受講させ、159名に免許・資格を取得させて

おります。 

 ８ページでございます。上から２つ目、土地・建物等の有効活用でございます。事業報

告のところでご説明させていただきます。ここにつきましては、写真による固定資産の見

える化、これを通じました利用状況の現況調査に取り組みました。そういった調査の結果

を踏まえまして、不要なものにつきましては除却処分を行ったところでございます。除却

処分を行ったものは説明の②にありますとおり、建物２件、構築物71件、設備25件でござ
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います。 

 その次でございます。業務の進行管理、ここにつきましては、計画どおり四半期ごとの

進行状況の点検・分析を行うとともに、役員会、牧場長会議におきまして、対応方針の検

討など計画どおり実施したところでございます。 

 ８ページのその下、家畜改良増殖業務の重点化、これは再掲でございますので、割愛さ

せていただきます。 

 ９ページの下になりますけれども、飼料作物種苗増殖業務の重点化、これも再掲でござ

いますので、説明は割愛させていただきます。 

 10ページでございます。調査研究業務の重点化、これにつきましては、外部評価委員会

の意見を踏まえて調査研究の進め方を決定しました。また、他機関との連携協力、役割分

担を図るため、連携協力会合を開催するなど計画どおり実施したところでございます。 

 その次、組織体制の合理化でございます。下から２つ目、要員の合理化でございます。

これにつきましては、職員の適正配置を進めるほか、要員の合理化や計画的な人員削減を

行ったところでございます。技術専門職員につきましては10名削減しております。 

 その次の技術専門職員の人材育成、ここは再掲でございますので、説明は割愛させてい

ただきます。 

 11ページに移りまして、上のところでございます。飼養管理、飼料生産作業の外部化で

ございます。 

 家畜飼養管理、飼料生産業務等の作業内容を精査し、費用対効果や定年退職者の状況を

踏まえつつ、外注による外部化を推進したところでございます。 

 効率的な統制環境の整備でございます。各職場におきまして、勉強会を開催しました。

またコンプライアンスに係る職員の意識調査を行ったところでございます。 

 12ページに移りたいと思います。リスクの評価と迅速な対応でございます。コンプライ

アンス・業務監視委員会におきまして、業務遂行を阻害するリスクについて、把握・分

析・評価し、リスク管理対応計画に追加し、見直しを行うなど計画どおり実施したところ

でございます。 

 その次、相互けん制機能が確保された統制活動でございます。指揮・命令系統を有効に

機能するための方針の周知を行うとともに、監事監査等によりその運営状況について確認

を行ったところでございます。 

 また、経理事務の相互けん制機能につきまして、チェックリストによる点検を計画どお
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り実施したところでございます。 

 次の情報と伝達でございます。各業務における情報管理担当者を人事異動時期に更新し

ました。また、必要な情報につきましては、イントラネットに掲載し、迅速に伝達に努め

たところでございます。 

 また、事故等の情報につきましては、職員に周知し、再発防止に努めたところでござい

ます。 

 その次、モニタリングによる監視・評価・是正でございます。監事監査等の結果報告に

基づき、コンプライアンス・業務監視委員会において内部統制の状況について検証し、理

事長に報告するなど、計画どおり実施したところでございます。理事長に報告していただ

きましたが、是正措置を要するような事項は確認されていないところでございます。 

 次もコンプライアンスの徹底でございます。コンプライアンス推進計画をコンプライア

ンス・業務監視委員会において検討、策定、周知したところでございます。リスク管理に

つきまして、各職場において勉強会を開催し、また意識調査を行ったところでございます。 

 次、監査の強化、監事及び会計監査人の監査情報の共有、監査結果、是正措置状況の相

互評価を実施し、資産等の活用状況等について留意して監査を行うなど計画どおり実施し

たところでございます。 

 情報開示体制の確立でございます。法令等による公開義務のあるもののほか、各種委員

会の審議結果につきましてはホームページに掲載したところでございます。 

 14ページに移ります。人事配置の適正化でございます。前段は再掲でございますので、

説明は割愛させていただきます。 

 また以降でございますが、課長補佐級以上の人事につきましてはコンプライアンス推進

室がガバナンスの観点から分析した上で、理事長に意見を具申したところでございます。 

 次の事業の内部審査及び評価でございます。第三者を含めました内部業務検討会を本所

及び各牧場・支場におきまして一回開催したところでございます。 

 リスク管理の強化のところでございます。防疫体制の徹底、ここは先ほどのＰＥＤの発

生でございます。先ほどと一緒でございますので説明は割愛させていただきます。 

 15ページ、保有遺伝資源のリスク分散でございます。家畜伝染性疾病の侵入により貴重

な遺伝資源を失うことがないよう、各畜種毎に牧場で分散させて管理したところでござい

ます。 

 次の種畜等の受託管理でございます。これにつきましては26年度も都道府県からの依頼
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はございませんでした。このためここの評価はバーとさせていただいております。 

 次の情報セキュリティの強化でございます。ここにつきましては、アでございますが、

実施手順書に沿った管理・運用を行っているかの点検を計画どおり実施したところでござ

います。 

 また、次のところでございますが、セキュリティの強化を図るため自己点検を実施しま

した。また、新規採用職員研修などの機会を設けまして、情報セキュリティに関する規則

の教育を実施したところでございます。 

 また、外部講師による講習会の実施や、担当職員の外部の研修会への派遣を行ったとこ

ろでございます。 

 以上、駆け足ですが、第１－１と第１－２を説明させていただきました。 

○菊池畜産技術室長 それでは、続きまして、第２のほうです。実際の業務のほうに入り

ますけれども、２－１から３まで、お願いします。 

○犬飼改良部長 第２の国民に対して提供するサービス、その他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためにとるべき措置についてでございます。 

 22ページをごらんください。まず、１の家畜改良及び飼養管理の改善等についてでござ

います。 

 まずは、乳用牛についてでございます。年度計画を踏まえまして全国的な乳用牛改良の

推進、また種雄牛候補牛の能力評価を行うために、その雌牛を生産して行う後代検定の推

進のための会議､こういったものを行いました。これらの会議での議論の結果も踏まえま

して、遺伝子情報であるＳＮＰ情報を活用したゲノミック評価につきましては、乳量とか

乳質とか、そういった主要な項目については既に評価を始めておりましたが、未評価でご

ざいました乳成分率につきまして、評価モデルを定め、この検討を行いました。 

 泌乳持続性の改良を進めていくために、遺伝的能力評価につきましては、泌乳形質､そ

れから泌乳持続性の遺伝的評価モデルにつきまして、これまでは変量回帰検定日モデルと

いうものを用いておりましたけれども、これに産次を加味いたしまして、産次を考慮した

変量回帰検定日モデルに変更いたしました。この新しいモデルを用いた評価につきまして

は27年の２月公表分からこれを適用しております。 

 23ページをごらんください。ホルスタインの遺伝的能力の評価、公表につきましては、

国際的な評価であるインターブルのものを含めまして年度計画どおり、評価結果を公表し

ております。総合指数につきましては、26年度中に家畜改良増殖目標が見直されるという
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見込みでございましたので、泌乳持続性に加えまして、繁殖性に関する項目といたしまし

て、空胎日数を組み入れた新しい総合指数について検討を進めました。新しい項目が入っ

た結果、全体の重みづけを再検討する必要がございまして、産乳成分の重みづけなどにつ

きまして、委員の先生からご意見をちょうだいいたしましたので、これを踏まえてさらな

る検討を進めました。 

 評価手法の改善につきましては、すでにご説明申し上げましたＳＮＰ情報の活用、産次

を考慮した変量回帰モデルの導入に加えまして、精度の向上に向けまして体型評価につい

てデータの偏りといったものについて検討を行いました。 

 24ページをごらんください。ジャージー牛の遺伝的能力評価につきましては、収集可能

な雌牛全頭につきまして評価、公表を行いました。ブラウンスイス種の遺伝的能力評価に

つきましては、利用可能なデータ数が限られているということがございまして、分娩時月

齢の効果の取扱いについて検討を進めました。 

 候補種雄牛等の生産・供給のため、ホルスタインの多様な育種素材の導入を行うため、

精液については約1,000本、受精卵については約300個を導入しました。未経産牛からの採

卵技術、あるいはドナーの集合検定というものを用いまして、泌乳量、体型などの能力に

優れるなど生涯生産性が高いと期待される雄子牛を生産しました。過去に生産されました

雄子牛の中から候補牛を34頭外部に供給いたしました。 

 25ページをごらんください。初産次の遺伝的能力評価におきまして、泌乳持続性の評価

値が平均以上であったドナーにつきまして、２産次、３産次の検定を行いました。３産次

検定を行ったドナーから、雄子牛32頭を生産しました。過去に生産された雄子牛の中から

１頭を候補種雄牛として供給いたしました。 

 ＳＮＰ情報の活用といたしまして、ホルスタイン種について、ＳＮＰ情報を活用した遺

伝的能力評価値をもとに、待機中の種雄牛を活用して、受精卵の生産、移植を行い、改良

用の子牛の生産を行いました。また、候補種雄牛の選定にもこの評価値を活用しました。 

 泌乳持続性に優れる改良用雌牛の作出につきましては、先ほどご説明させていただいた

とおりでございます。 

 また、泌乳能力に優れる改良用雌牛の生産ですが、未経産ドナーの集合検定システムを

活用して、改良を進め、乳量、乳脂肪、無脂乳固形分、乳タンパク質につきまして、遺伝

的能力の改良量につきまして、年度計画を上回る成果を得ることができた状況でございま

す。 
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 26ページをごらんください。酪農家の雌牛を利用した候補種雄牛の生産などの業務につ

きましては、年度計画に基づいて縮小を行いました。 

 次に、肉用牛です。年度計画を踏まえまして、全国的な肉用牛改良の推進のための会議

などを行いました。広域的な能力評価、繁殖性、早熟性、飼料利用性の遺伝的能力評価手

法などについて検討を行いました。 

 後代検定に係る候補種雄牛うち、平成26年度末までに後代検定が終了した36頭すべての

遺伝的能力評価を行いました。また、都道府県への精液利用希望調査結果なども踏まえま

して、農林水産省が選定した共同利用種雄牛の精液の広域流通の推進を図りました。 

 27ページをごらんください。肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供につきま

しては、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種の情報を収集し、データベースに蓄積しました。

全国団体、都道府県などからの申請に基づき、枝肉情報の提供を行うとともに、黒毛和種

については全国集計情報の概要を公表いたしました。 

 遺伝的能力の評価・公表につきましては、肉用牛枝肉情報全国データベースに蓄積され

た情報などから、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種の遺伝的能力評価を評価公表いたしま

した。 

 評価手法の改善につきましては、早熟性については、枝肉重量、ロース芯面積、バラの

厚さ及びＢＭＳの４形質によって作成した選抜指数式について検討を行いました。 

 繁殖性については、受胎率と分娩難易度と産肉形質の遺伝的関係について検討を行い、

受胎率の評価の形質として受胎率得点、これは初回発情でついたものを４点として点数化

したものでございますけれども、これを用いることが望ましいという結論を得ました。 

 飼料利用性については、日齢増体重を指標の１つとして、その他の枝肉形質との遺伝相

関などの検討を行いました。 

 28ページをごらんください。黒毛和種の多様性確保などにつきましては、黒毛和種の基

礎となる４系統群や５つの希少系統に係る遺伝子保有確率や血統などを考慮し、精液、受

精卵や雌牛の導入をし、牛群整備を進めました。 

 生体卵胞卵子吸引技術、体外受精技術などの高度な技術を活用して、雄子牛を生産し、

遺伝的多様性の確保、あるいは高い増体性などが期待される45頭を直接検定にかけました。 

 また、直接検定が終了した雄子牛のうち、21頭を候補種雄牛として民間に供給いたしま

した。増体に優れる黒毛和種候補種雄牛の生産につきましては、遺伝子保有確率などを活

用して選抜した雄子牛、16頭の直接検定を実施し、その１日あたり増体重の平均値は目標
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を上回る1.13キロとなりました。 

 黒毛和種における飼料利用性、早熟性等に関する検定手法の開発につきましては、平成

26年４月までに生産された調査牛につきまして、７月あるいは12月から肥育調査を開始し、

飼料利用性、早熟性に係るデータの収集に着手しました。また、検定手法の開発のための

検討を有識者の方々の参画などを得まして行いました。なお、調査牛については65頭を生

産しております。 

 29ページをごらんください。褐毛和種については、多様な育種素材を収集するため、血

統などを考慮し、精液、受精卵などを導入しました。卵巣、卵子を利用した体外受精技術

なども活用して種畜を生産しました。後代検定の候補牛として熊本県に１頭を供給しまし

た。 

 日本短角種については農林水産省、都道府県などとの意見交換会を開催しました。また、

血統に特徴がある牛群を維持するために、計画交配により45頭を生産するとともに、育種

素材として雌牛や受精卵の供給を行いました。 

 続いて、豚でございます。全国的な豚の改良の推進のための会議を行い、当センターが

実施する遺伝的能力評価、肢蹄のつなぎの評価、種豚作出のあり方について検討を行いま

した。 

 30ページをごらんください。遺伝的能力評価については、バークシャー等４品種の評価

を計画どおり実施し公表いたしました。 

 評価手法の改善については、肢蹄のつなぎの評価について品種ごとに遺伝的パラメータ

ーを検討しました。データが最も多かったデュロックについては、評価モデルに関する母

数効果の検討も行いました。 

 雌系品種の繁殖性の改良については、開放的育種手法により造成した大ヨークシャーの

改良雌群について、繁殖性に関する遺伝子情報を活用して、一次選抜をし、選抜の効果を

確認するための交配を行いました。 

 雄系品種の肉質改良については、デュロック種の改良豚群を用いて、閉鎖的育種手法に

より第４世代の選抜、第５世代候補豚の生産及び産肉能力検定を行いました。その際、き

ょうだい豚のと体調査、肉質の理化学分析もあわせて行いました。 

 31ページをごらんください。実験用の小型ブタの維持・供給につきましては、医科系大

学などと飼養管理、衛生管理などの意見交換を行いました。また、３系統を維持するとと

もに、種豚93豚を供給しました 
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 続きまして、鶏でございます。全国的な国産鶏の改良推進のための会議を開催しました。

国産鶏の改良情報や当センターが実施した組合せ検定結果を提供し、センターが実施する

種鶏改良のあり方について検討しました。 

 種鶏開発の重点化ですが、都道府県や民間が行う地鶏などの作出のために、需要が見込

まれる31系統を維持しました。飼料利用性に留意しながら、卵用鶏の肉斑の低減、肉用鶏

の羽色の固定につきまして、遺伝子解析技術なども活用して取り組みました。 

 32ページごらんください。卵用鶏の産卵性の改良につきましては、主要白玉系統である

白色レグホーンにつきまして、１年１サイクルの世代更新により系統造成を行いました。

また、長期検定手法を活用して、25年度産鶏の後期産卵率のデータを収集し、育種価を計

算しました。この結果、育種価は21年産のものに比べまして、5.2ポイント改善いたしま

した。卵用鶏の卵質改良につきましては、主要赤玉系統であるロードアイランドレッドに

つきまして、卵内異物である肉斑の発生率の低減のため、遺伝子解析結果を踏まえながら、

26年産鶏の選抜を行いました。 

 肉用鶏の増体性の改良については、主要雄系統である白色コーニッシュ種及び赤色コー

ニッシュ種について６週齢の体重データを収集し一次選抜を行いました。この結果、26年

産鶏では22年産鶏と比べまして、一次選抜時体重の育種価について、白色コーニッシュで

285グラム、赤色コーニッシュでは292グラムとそれぞれ改善しました。 

 33ページをごらんください。肉用鶏の羽装改良につきましては、主要雌系統である白色

プリマスロック種について、黒色拡張遺伝子を持たない個体が増加するよう選抜を行うこ

とによりまして、赤色羽装の鶏と交配した際、その後代が必ず赤となるように選抜を行い

ました。 

 地鶏、それから銘柄鶏の生産を支援するための組合せ検定の実施につきましては、都道

府県や民間の希望を参考に２組の検定を行い、その結果を公表しました。 

 馬でございます。全国的な馬改良のための会議を開催しました。運動能力や産肉能力の

向上といったニーズを踏まえ、センターの種畜供給のあり方について意見交換を行いまし

た。 

 34ページをごらんください。農用馬について、飼料給与量と発育成績、冬の舎飼期にお

ける人工照明を用いた光線管理技術による発育データを収集し、その取りまとめを行いま

した。このほか、２歳雌馬における受胎率や生産率などのデータも収集し、取りまとめま

した。 
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 家畜人工授精技術の普及については、免許取得のための講習会や家畜人工授精師や獣医

師のための技術講習会を開催しました。 

 農用馬の発育及び繁殖性の向上推進については、農用馬の発育データを収集するととも

に、種雄馬ごとに精液配布先の受胎率データを収集し、これを取りまとめました。 

 35ページをごらんください。農用馬の能力評価方法の開発については開発された評価方

法を用いまして種畜の選抜を行いました。純粋種農用馬の生産・供給については、ブルト

ン種とペルシュロン種について繁殖用雌馬67頭を用いて、受胎率などのデータを収集しま

した。ほ育能力については産子の１日の増体重などのデータを収集しました。 

 当歳から２歳までの純粋種雌馬、雄馬の体型データも収集しました。選抜した優秀な種

畜等の供給を行いました。 

 日本在来馬の保存支援につきましては、６品種について保存に取り組むとともに、保存

会などに対しまして、飼養管理や凍結精液製造に関する技術指導を行いました。 

 次は、めん羊・山羊でございます。北海道めん羊協議会に参加するとともに、山羊改良

に関する情報交換会を開催しました。また、それぞれの人工授精による季節外繁殖技術や

飼養管理技術の講習会を開催しました。民間事業者に対しまして、生体や精液を育種改良

素材として提供しました。 

 36ページをごらんください。繁殖及び飼養管理技術の向上は先ほどご説明させていただ

いたとおりでございます。 

 次に、家畜の飼養管理の改善です。損耗率の低減・受胎率や育成率の向上については、

各畜種ごとに設定した目標達成に向けて取り組みました。具体的には各牧場で技術講習会

を開催して、職員のスキルアップを図りました。 

 37ページをごらんください。生産コスト縮減のため、生産コストの試算を行いました。

畜種によっては、施設の改修や飼料価格の高騰といった要因によりまして、25年度を上回

ったものがございました。 

 家畜伝染性疾患に関するリスク管理の強化です。防疫対策の徹底につきましては26年度

の衛生検査計画に沿って、定期的かつ継続的な検査を行いました。 

 防疫エリアの区分の明確化を図るとともに、家畜伝染性疾病の外部からの侵入防止のた

めの衛生措置を講じました。残念ながら４月に本所地区におきまして、豚流行性下痢、Ｐ

ＥＤが発生しましたが、速やかに初動防疫を講じ、発生を限局的なものに抑えることがで

きました。 
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 なお､その後、外部有識者の意見も踏まえまして、車両について入場時の車両全体の消

毒に加え、フロアマットを交換するなどの改善を行いました。 

 38ページごらんください。保有遺伝資源のリスク分散については、計画的に生体などを

複数の牧場で分散管理することにより行いました。家畜の遺伝資源の保護については、生

物資源研と連携しつつ、サブバンクとして収集・保存、あるいは特性調査を行いました。 

 39ページをごらんください。第２－２、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産・供給です。

国内育成品種の種苗増殖については、ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく要件に適合した高品

質の種子を新たに20品種、13トン生産しました。 

 また、増殖対象品種・系統につきましては、事情調査などを踏まえまして見直しを行い

ました。 

 生産性の向上については、国内育成品種の種苗の単位面積当たりの生産量の向上を図る

ため、栽培管理や精選技術の改善に取り組みました。 

 飼料用稲種子の安定供給確保については、農林水産省などの関係機関との連携により種

子の生産や需要などの状況を把握し、都道府県による生産・供給を補完する必要があった

飼料用専用の６品種の生産を行いました。 

 40ページをごらんください。地域適応性などの検定試験の実施については、72系統につ

いて試験を実施、その結果を新品種育成機関に提供しました。奨励品種選定試験結果等の

情報提供につきましては、都道府県の畜産試験場などからデータを入手し、データベース

を更新しました。また、38カ所の実証展示ほの設置などを行いました。 

 飼料作物の遺伝資源の保存については、生物資源研と連携し、栄養体保存、種子再増殖、

特性調査を実施しました。 

 41ページをごらんください。第２－３、飼料作物の種苗の検査です。ＯＥＣＤ品種証明

制度に基づく検査証明については、ほ場検定、種子検定、事後検定の各区分の検査を確実

に実施しました。種子純度分析及び発芽試験について試料の入手から結果通知までの期間

は平均で2.6日となりました。 

 それから、ＩＳＴＡ認定の維持については、査察に適切に対応するなどした結果、認定

を維持することができました。また、検定員への必要な技術指導を行うとともに、テトラ

ゾリウム法による検査につきましても、６件を実施しました。 

 以上でございます。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。ちょっとあらかじめご案内しておくべきで
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したけれども、今、ご説明差し上げました資料４の一番右側のところに頁と数字が載って

ございますけれども、それらこちらの分厚いほうの資料の該当ページになります。こちら

のほうに詳細が載っているということでございます。遅くなりまして申し訳ございません

でした。 

 それでは、今、ご説明いただきました第１の業務の運営の効率化に関する件、それから

第２の国民に対して提供するサービスのうち、家畜の改良、飼料作物の増殖、種苗の検査、

ここまでにつきまして、ご質問、ご意見をお受けしたいと思います。 

 どなたでも結構でございます。 

〇野村委員 ３ページ、あとのほうにも出ていたと思いますが、農用馬の生産現場でのニ

ーズを踏まえつつという表現がございますけれども、実際に農用馬というのはどのくらい

のニーズがありますか。どれぐらいの頻度で、どういう使われ方をしているのか、教えて

いただけますか。。 

○犬飼改良部長 基本的には北海道のばん馬というふうな、そういった牽引力を活用した

需要があるもののほか、九州とかそういった地域で肥育して、肉用として飼っているとい

うふうなことでございます。 

〇野村委員 では、農用というよりは。 

○犬飼改良部長 重種についてということでございます。 

○藤川委員 資料を拝見していて、人材の育成とか、次世代といいますか、技術、能力、

経験等を次世代につないでいくことは非常に重要だと思います。こちらに記載されている

内容というのは配置を検討するとか、あとはいろいろな資格、免許を取らせるというよう

なことは書いてあったんですけれども、新規に採用する方がどうなのかということがあま

り触れられていなかったように感じるんですが、そのあたりはどうなっているのか教えて

ください。 

○関企画調整部長 新規に採用する職員につきましても当然のことながら、私どもの業務

に対して意欲のある方ということで採用しています。大体近年、規模は小さいですけれど

も、獣医、畜産技術系あわせて、８名前後を採用しております。そのほかに事務系を若干

名採用しております。私どもの業務を見てもらって、内容を理解してもらって、応募のあ

った者から、国の公務員試験と同じ仕組みの中で採用しております。 

○藤川委員 有期雇用の方もいらっしゃるんですか。 

○関企画調整部長 若干おります。特定の研究色の強い分野もございますので、そういっ
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たところですとか、あとは獣医の関係で、若干有期つきの職員もおります。 

○藤川委員 定着率が悪いというようなところもほかの法人とかでは出てくるんですけれ

ども、そのあたりは大丈夫なのでしょうか。 

○関企画調整部長 若干獣医の関係、獣医に対する要望、世間の需要が大きいこともあり

まして、若干定着率は低いところもありますが、そこはまた新規採用の獣医ともいろいろ

話をしながら定着率を高めていきたいと思っております。 

○髙柳理事 有期は10名なんですけれども、実際に事務職の短期、有期つきの職員で、獣

医というのは契約職員として、要は牧場によっては病気に対応する獣医が現地にいなかっ

たり、その病気につきまして、そういうのは契約職員として何かあったらやっていただく

ということでやっているものですから、そもそもがおっしゃったような正規職員にすると

いうことを想定してないような方で、専門家で雇っているということでございます。 

○居在家委員 ホルスタインの泌乳牛の増産、民間活力をしてもうやめるということだっ

たんですけれども、それは業務の効率化で構わないんですけれども、民間に任せることに

よって、そのスピードとかデータの信頼性とかというのはどういうふうに実証されてくる

のでしょうか。 

○犬飼改良部長 実際には、今、民間で国内で雄づくりをされている方が家畜改良事業団、

それからジェネティクス北海道、それから十勝人工授精所の３者でございまして、この３

者でジャーブという組織をつくっております。このジャーブと私どもは非常に頻繁に意見

交換をいたしまして、その中でやはり種雄牛をつくっていく上では、後代検定をしっかり

とやって、データ取りをしていくことが必要ですので、ここの後代検定をどういう形で進

めるのか。あるいは、その生産した雄牛をどういうふうに評価をして活用するのか。それ

から、家畜改良センターでアウトクロスという形でいろいろな牛をつくっていますので、

こういった牛についてそのジャーブ全体としていろいろな意見をちょうだいすることによ

って、バランスを図りながらつくっていくということでございまして、実際の雄の能力に

ついてはまた遺伝的能力評価の中で、雄牛がどうなっていくかということで手前どもとし

て実際のデータとして示すことができますので、そこのところについては近年北米とも遜

色のないレベルになってきておりますので、そこのところは今までのような仕組みで透明

性も持ちながらやっていけば、今のレベルを維持できるのではないかと考えております。 

○居在家委員 せっかくそういう素晴らしい答えがおありになるなら、中に記載されて、

単に民間に委託したということではなくて、民間に委託しつつもそういう機構を利用して
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質の担保とスピード感、齟齬のないようなところをしているとかと表現されたらもっとピ

タッとくるような感じがするんですけれども、いかがでしょうか。字数の関係もあるでし

ょうけれども。 

○犬飼改良部長 記述がちょっと淡白な部分がありますので、しっかりと書き込みたいと

思います。 

○居在家委員 あと131ページの泌乳能力にすぐれた雌牛の生産ということで、改良量を

1.5倍に上げたよといっていますが、それで評価Ｂなんです。20％を超えたらＡでいいん

ですよね。だから、何か少し、そこはＡにしてもいいんじゃないかと私自身は思ったんで

すけれども、1.5倍以上上回る改良を行うことができたと書いてありますので、20％、定

量的なものについては、定量的なものとして挙げられるものはなるべくだったら目標値が

あって、越えた分があれば、Ａでいいんじゃないかと私自身は思ったんですけれども、い

かがでしょうか。 

○北池理事 今までも目標を超えておりまして、引き続き継続した状況でございましたの

で、今までと同様な評価を書かせていただきました。ご指摘は非常にありがたいと思って

おります。 

○居在家委員 もしそうであれば、新しい基準として新しい判断基準でもよろしいのかな

と私自身は思いました。 

 あと馬のことなんですけれども、熊本もそうなんですけれども、岩手のほうも重種馬の

需要があって、実は私どもも岩手県で生産される約半分をお世話しています。農用ではな

いんですけれども、郷土の文化、伝統行事として、チャグチャグ馬コがありますし、その

ほか神社で奉納するしきたりがすごくありました。家族の一員として馬を飼っていらっし

ゃる方がすごくいて、どうしても近交交配が進むので、外部というか、十勝のほうから、

定期的にいただいているという状況なんですけれども、それはちょっと農用馬という概念

には含まないのかもしれませんけれども、ぜひ安定的に供給していただきたいというのが

１つです。 

 今年、十勝の牧場はすごく頑張ってくれて、ゴールデンウィークも採精していただいた

んです。ところが日通航空が休みが２回入ってしまって、リンケージしなかったんです。

ゴールデンウィークは忙しい時期なので、私たちも１日かかるので、毎日とってほしいん

ですけれども、でも日通航空に休みが入ってしまうということで、うまい具合にリンケー

ジできない日が２回ほどありました。ぜひそこら辺もうまい具合にリンケージして、情報
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提供をしていただければありがたいなと思います。 

 帯広の辺の人は、全然困らないんですけれども、私たちは１日遅れて到着しますので、

そこら辺をお願いしたい。 

 ただ、すごく感謝しております。非常に頑張って、先週の金曜日で終わりましたけれど

も、長い間頑張っていただいて、ぜひそこら辺をやっていただければと思っております。

以上でございます。 

○犬飼改良部長 馬については、めん山羊もそれに近いような状況もあるのですが、ほか

になかなか頼るところがないというところで期待の強い分野でもありますので、引き続き

頑張らせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○藤川委員 居在家先生が最初におっしゃったのはどこのページですか。ちょっと確認を

したいので。 

○犬飼改良部長 25ページの下のところです。1.5倍。 

○藤川委員 その前におっしゃっていた。 

○犬飼改良部長 やめるということで、縮小しているというのは、26ページの上のところ

で、家畜改良センターではなくて農家さんが持っている優秀な雌を使って雄をつくるとい

う業務でございます。 

○藤川委員 今の1.5倍のほうにつきましては、新しい評価制度の総務省の評価を書く様

式があって、その中で数値目標を時系列化したりするものがありますよね。あれはこちら

ではまだ出てきてないですか。 

○太鼓矢課長補佐 主務大臣が作成する評価書には掲載します。 

○藤川委員 ここの有識者会議にはそれは出さないということでしょうか。 

○太鼓矢課長補佐 自己評価を見て、あとは先ほど居在家先生がおっしゃったようにちゃ

んと上回っているものについてはちゃんと評価をすべきではないかという意見を踏まえた

上で、主務大臣が作成する評価書には参酌して反映させていきたいと思っております。 

○藤川委員 やはり新しい評価制度になってから、前の基準値と新しい評価制度の基準値

が果たして整合しているのかというか、そういう議論はほかの省庁でも結構ある話です。

時系列で比較していくと、目標とする数値が今までずっと達成している数値だから、やす

やすとできるじゃないかみたいな話もあったりして、そこら辺がそうでもなく、達成が容

易ではない目標ということだったら、1.5倍というのもＡに持っていけるような数値なの

かなと思います。そういうバランス感を見ながらやっていったほうがいいのではないかと
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いう話はよそでもあるところです。 

 それから、ちょっと違う話で、11ページの一番上の欄で、外注による外部化という言葉

が出てきているんですけれども、もともと中期計画上、外部化を進めるというふうにあり

ますが、そのあたりちょっと背景がわからないので、外部化を進めるべきだという計画に

なっているのはなぜなのかをちょっと教えていただけますか。 

○関企画調整部長 できるだけ業務をスリム化していこうという話で、私どもは退職した

職員による業務、それも外部化の一部だということでこれまでも進めてきたんですけれど

も、それをさらに進めて、本当の外注化をするというようなことを言われていますので、

ここでは外注化による外部化も進めていくということです。 

○藤川委員 外注先というのは、どういうところですか。 

○関企画調整部長 ものにもよります。飼料生産なり、飼料運搬業務であれば地域のコン

トラクターですとか、建設業者ですとか、そういった方もございますし、また環境整備の

ようなものでございますと、地域のシルバー人材センター、そういったところにお願いし

ています。 

○藤川委員 そういうところに定年退職者の方が。 

○関企画調整部長 そうではないです。 

○藤川委員 それは別の問題なわけですか。 

○関企画調整部長 全くの外注化となるとそういうところにお願いしています。 

○藤川委員 やや親密度の高いような法人が近くにいて、そこに退職者の方がいらして、

そこに頼むというようなケースがなくはないんですけれども、全くそういうことを意図し

ているわけではないということですか。 

○関企画調整部長 私どもにはそういうものはありません。 

○藤川委員 わかりました。ちょっと心配になったので。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはございませんでしょうか。 

〇野村委員 今回の評価のところで現在説明していただいたところでＣがついているとこ

ろがございますが、これはいずれもＰＥＤが発生したということを受けてＣという評価と

いうことですか。 

○関企画調整部長 はい。 

〇野村委員 ＰＥＤが４月に発生したという記述がございますけれども、どういう経路で

入ってきたかというところまではわからないのですか。 
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○犬飼改良部長 それにつきましては、例えば、豚に触っている職員が、その前にどんな

方と会ったり、どこへ行ったかとか、それからどのような業者がどういう車両で何を持ち

込んだか、そういったことの確認をしました。 

 それから、発生後に場内を巡回しまして、例えばスクレイパーのところにネズミが入れ

るような場所があるとか、そういったところの補修とかそういうことをやりますけれども、

最終的には原因究明にはまだ至っておりません。ただ、そういったいろいろな気づいたと

ころ、あるいは外部の有識者の先生、大学の先生、農業系の先生にも来ていただきまして

検証していただきまして、先ほど説明しました車両については単に外側を洗うだけではな

くて、フロアのマットも変えなさいというようなことがございましたので、そういった取

組とそれから発生した分娩豚舎について全頭淘汰したということで何とか乗り切ったとい

うことでございます。 

○居在家委員 その評価をＣとするかＢとするか分かれ目なんですよね。獣医学的にはう

まく初動調査で押さえたということは評価に値します。それを単に発生したからＣという

のではちょっと獣医学的、疫学的、防疫的な立場からは、空気伝播だってあるわけですか

ら、防ぎようのないものがあるので、クローズドでもう空気も全部、エアコンでしている

わけではない普通の豚舎の中で、初動調査をしっかりして、もうそこで封じ込めたという

ことは非常に評価に値するんですよね。そこら辺の評価をどうするか、というのは意見の

分かれるところだと思います。私は初動でうまい具合に押さえ込んだというふうに思って

います。評価したいというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか、そこら辺は。 

○吉澤委員 私も同様なふうに思いました。 

○北池理事 私どもとしましては、疾病の発生を食い止めるということでやってきたわけ

でございまして、初動で限定的な発生に止めたという結果でございますけれども、発生さ

せたということに重きを置きまして私ども内部の自己評価をさせていただきました。 

○菊池畜産技術室長 ここの点が今回の評価の一つのポイントになってくるかと思います

ので、また後でここは時間を取りましてご議論いただきたいと考えてございます。 

 ほかにはございませんか。 

 それでは、また最後に全体的にご意見をいただきたいと思いますので、まずは先に進め

させていただきたいと思います。 

 引き続きまして、同じ資料４ですが、43ページからになりますけれども、第２－４調査

研究から第２－８の外部支援まで、ここを一括してまずご説明をさせていただきたいと思
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います。 

○新川技術統括役 お手元の資料43ページからご説明させていただきたいと思います。 

 ご説明につきましては、左側の年度計画、これをまず確認させていただきまして、その

後に事業報告、ゴシック体になっているところをかいつまんでご説明をさせていただきた

いと思います。 

 第２－４調査研究でございます。まず年度計画につきましては、牛の脂肪酸組成につい

ては影響を及ぼす特定の遺伝子を調査し、また豚の繁殖性、鶏の羽色につきましては、遺

伝子解析情報に基づいて選抜を行うこととしております。 

 事業報告、右側のほうになりますけれども、牛の脂肪酸、豚の繁殖性及び鶏の羽色とな

る遺伝子型との関連性等について計画どおり調査いたしました。 

 １例をご紹介させていただければ、牛につきましてはパーソン遺伝子型が枝肉形質の負

の影響を及ぼさない、牛肉中のオレイン酸を高めるということなどを確認させていただい

ております。 

 43ページの一番下になります。食肉の食味に関する評価指標についてご説明させていた

だきます。１枚お手元めくっていただけますでしょうか。 

 まず、年度計画でございますが、26年度につきましては一般消費者及び食味の識別訓練

をした評価者による官能試験などを継続的に実施いたしまして、食味の評価指標に改善に

取り組むということとしております。 

 事業報告といたしましては、牛肉につきましては、和牛らしい風味に関連する牛肉のオ

レイン酸割合の水準を確認する、ここがＢＭＳ番号の何番であれば、このぐらいの水準が

いいのではないかということを確認させていただいております。 

 豚肉につきましては、近赤外分光装置、これが脂肪量だとか柔らかさだとか、そういう

ことが推定できるということを確認しております。 

 さらに鶏肉につきましては食味の評価指標といたしまして、やわらかさと風味の強さ、

これが採用できるということを確認しております。 

 お手元の資料45ページに飛ばさせていただきます。次に優良な家畜の増殖の実現という

ことでございますが、左側の年度計画、ここでは分割受精卵の移植試験を行い、分娩状況

を調査する。卵子の保存方法の改善に取り組むということをしております。また、割球分

離を用いた体外受精卵の作出のために、卵子の成熟の方法など改善に取り組むということ

にしております。 
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 事業報告といたしましては、まず肉牛についてですが、ＯＰＵ超音波を使った生体から

の卵子の吸引技術でございますけれども、このようなものを活用いたしまして、一卵性双

子の生産効率の向上を図りました。具体的に申し上げれば、割球分離胚を用いた試験では、

２胚の移植試験で一卵性双子の生産率を10ポイント向上させております。 

 次に、受胎性の高い胚の選別パラメーターを用いるなどの試験を行いまして、卵子の体

外成熟培地への成長因子の添加の有効性も確認しております。さらにＯＰＵ、先ほど申し

上げました生体から卵子を吸引する技術でございますけれども、その際にホルモン処理を

いたしまして、黄体の存在、これが胚の発生成績あるいは発生胚の品質を改善するという

ことも確認してございます。 

 また、ガラス化保存卵子の生存性及び胚の発生能が高い、このようなガラス化の方法に

つきまして、ガラス化液に添加する物質、それがどの程度の濃度がいいのかとか、それか

ら平衡時間がどの程度がいいかということもあわせて検討させていただいております。 

 47ページ、豚についてご説明申し上げます。年度計画につきましては、ここは受精卵に

よる配布をより推進していくために非外科的移植手術の向上に取り組むということをして

おります。 

 今回、事業報告といたしましては、非外科的移植技術につきましては、子宮内への注入

がより確実に実施できるように器具を改良いたしました。従来の器具よりも高い受胎率を

今回得られるという成績を私どもは得てございます。 

 また、現場で融解できるガラス化豚胚移植について、シリンジ、注射器の中で融解する、

なかなか現場で顕微鏡を持ち込んだりすることはできませんので、こういうような汎用性

の高いものを使って融解する方法について私ども検討させていただいて、回収率が90％以

上、またあわせて高い受胎率を得ることができております。 

 続きまして、48ページの下になります。肉用牛の受胎率の向上についてご説明をさせて

いただきます。年度計画では、繁殖率と血液代謝物質との関係を調査する、高い繁殖率が

期待できる血液代謝物質、ＭＰＴと呼んでいますけれども、その標準的指標を設定するこ

ととしております。 

 今回事業報告といたしましては、黒毛和種の育成牛を対象に調査を実施いたしました。

良好な受胎率をもたらすＭＰＴの水準、またはＭＰＴの変動の要因、このようなものを明

らかにし、その成績を取りまとめて飼養管理マニュアルを作成しているところでございま

す。 
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 続きまして、49ページです。上のほうにありますが技術的支援の実施、これは先にご説

明させていただきました血液代謝物質の指標とした飼養管理方法、これにつきまして育種

牧場に対して、指導を行うことということが年度計画でございます。 

 事業報告といたしましては、計画どおりセンターの肉牛育種牧場、４カ所を対象に、ま

たあわせて６件のご要望のあったところで研修会も実施し、技術的支援を実施いたしまし

た。 

 次に、放牧関連技術についてご説明をさせていただきます。まず、年度計画でございま

すけれども、飼養環境の異なる和牛、短角と褐毛と黒毛、これを対象といたしまして発育

性、繁殖性、それから産肉性などを指標にその調査を実施いたしました。 

 事業報告といたしましては、放牧を想定した親子飼養と粗飼料給与を実施した場合でも

育成期までは繁殖性がかなり劣るんですけれども、肥育期になると対称性発育が確認され、

発育がかなり回復する。 

 それから、初回発情期など繁殖性にはほとんど影響がなかった。また、品種による違い

はありますけれども、品種による産肉性の違いなども確認しております。 

 26年度では放牧を主体としまして、育成期までは粗飼料を中心とした給与体系であって

も、肥育期の発育､それから繁殖性、これは育成期の濃厚飼料を給与した対照区と比べて

大きな差は確認されませんでした。 

 次に、49ページの一番下のところを見てください。ブラウンスイスでございます。 

 飼養管理技術に関しまして、ブラウンスイスを対象に飼養管理の改善が図れるような調

査を実施することとしております。 

 事業報告といたしましては、ブラウンスイスは育成初期までの発育が悪いとか、それか

らそもそも飼養管理技術の知見がまだ十分ではないと、そのような課題がありますので、

今回、ほ育期の発育改善を目的にほ育技術の改善を図っております。 

 また、ブラウンスイスは非常に後ろ足の、腿のところの筋肉が発達しておりますので放

牧適性があると言われていますけれども、私どもここのところを客観的な事実で、客観的

なデータでお示ししようということで、今回の調査では放牧地での採取量、それから歩行

活動などを調査いたしました。その結果、ホルスタインに比べまして、歩行数、採食数が

かなり多いということで、放牧適性があるということをデータの中で確認させていただい

ております。 

 最後に、50ページでございます。給与方法の改善といたしまして、飼料用米を活用した
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牛の肥育試験、肥育調査により発育性、産肉性の取りまとめ等を行うこととしております。

事業報告といたしましては、このような調査結果、過去行った調査結果などをもとに取り

まとめた内容を学術雑誌などに投稿しているところでございます。 

○関企画調整部長 続きまして、51ページの第２－５の講習及び指導について、説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず、１つ目、成果等の情報提供でございます。年度計画では90件以上の情報を提供す

るという計画にしております。これにつきまして、各調査等の成果につきまして、学会、

研究会、ポスター発表、学会報等々で、⑥にありますが、138件の情報提供を行ったとこ

ろでございます。 

 次に、家畜の飼養管理技術等の普及でございます。これにつきましては、畜産関係者に

情報を提供するために実証展示、見学の受入れ、技術展ヘの展示、場所公開等々で24件以

上実施するという計画につきまして、33回実施したところでございます。 

 次に、酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修でございます。これにつきましても計

画では、酪農ヘルパー、家畜排せつ物の処理研修を開催するとともに、修了試験を実施し、

80％以上の者が研修内容を習得したと評価されるよう効果的に実施するという計画につき

まして、酪農ヘルパー研修を３回、家畜排せつ物処理研修を８回、その他の研修を６回開

催しました。 

 研修効果測定のための修了試験を実施いたしまして、習得したと評価されたものはいず

れも80％以上を達成しております。 

 52ページに移ります。生産現場技術の研修でございます。これにつきましても、ニーズ

の高い内容、研修、講習へ重点化を図り、10回以上開催するという計画につきまして、結

果としましては各種会合での要望聴取、アンケート結果等をもとにしまして、ニーズを把

握しました。ニーズの高い内容の研修、講習の重点化を図りまして、最終的には16回開催

したところでございます。 

 続きまして、免許取得講習会の開催、これにつきましては家畜人工授精師などの免許取

得のための講習会を１回以上開催するという計画でございまして、これにつきまして牛の

体内受精卵移植に関するもの、馬の人工授精、山羊の人工授精に関する講習会を計３回開

催したところでございます。 

 次に中央畜産技術研修の実施でございます。農林水産省が策定した中央畜産技術研修計

画に基づき、研修を開催するとともに、研修環境に対する満足度が80％以上になるように
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行うということを計画としております。 

 また、アンケート調査結果を農林水産省に報告するということでございます。これにつ

きまして、計画に基づきまして19講座開催しまして、554名の研修生を受け入れたところ

でございます。満足度調査につきましては、すべての項目で80％以上の者が満足との答え

をいただいております。アンケート調査につきましても農林水産省に報告したところでご

ざいます。 

 52ページの最後でございます。個別研修の受入れでございます。これにつきましては、

個別研修は本所ほか７牧場において35機関及び個人から要請のあった132名を対象に実施

し、98％の方から満足とする評価をいただいたところでございます。 

 53ページに移ります。講師派遣でございます。職員の派遣等の要請があった場合は積極

的に協力するとの計画につきまして、80件延べ111名を講師として派遣したところでござ

います。 

 続きまして、研修施設の提供でございます。民間機関等に対し研修施設利用に関する情

報を提供し、可能な範囲で施設を提供するという計画につきまして、希望のあった９団体、

機関に対しまして、11回提供し、延べ307名の受入れを行ったところでございます。説明

の②のところにございますが、年間での稼働状況は前年度より若干伸びていますが、前年

度と同じぐらいの57％ということでございます。 

 次は、海外技術協力でございます。１つ目が、ネットワークの構築によるニーズの的確

な把握でございますが、これにつきましても計画どおりアンケート調査を行いまして、昨

年度を上回る23カ国41名からも回答を得たところでございます。また、23カ国からの海外

協力ニーズの包括的な動向把握をしたところでございます。 

 53ページの最後でございます。専門家の派遣、講習等でございます。今年度は専門家の

派遣要請はございませんでした。しかしながら、青年海外協力隊員１名の派遣前の研修の

要請がございましたので、これを受け入れたところでございます。 

 54ページです。１つ目、研修員の受入れでございます。海外からの研修員の受入れにつ

いて可能な限り受け入れる。また満足度を調査し、重点改善項目を解消するということで

ございます。 

 これにつきまして、昨年度は海外からの研修員を集団コース10名、国別研修61名を受け

入れたところでございます。また、研修内容及び研修環境に対する満足度や要望調査を行

い、その改善を行ったところでございます。 
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 説明の④にありますように、研修内容及び研修環境につきましては、比較的高い、ほと

んどのところ４以上の評価をいただいているところでございます。特に、重点改善項目と

いうものはございませんでした。 

 最後になりますが、人材育成でございます。人材リストの更新、または職員の長期、短

期の海外派遣、語学研修支援を行って、人材育成を積極的に行うとの計画でございます。 

 昨年度は職員142名につきまして、人材リストを作成したところでございます。また、

海外派遣や語学研修に係る取組も行ったところでございまして、②にありますように計48

回、延べ201名の語学研修に対して支援を行ったところでございます。 

 また、③にありますように、ＪＩＣＡの専門家派遣に係る語学ガイドラインＢ以上の職

員につきましては19名確保したところでございます。以上でございます。 

○犬飼改良部長 続きまして、第２－６、家畜改良増殖法に基づく検査等でございます。 

 55ページをごらんください。種畜検査でございます。家畜が病気を持っていたり、遺伝

病を持っていたり、あるいは精子が活力を失っていないかということを検査するとともに、

家畜の能力を確認するものでございますが、26年度につきましては、5,051頭について検

査を実施しました。また、そのために必要な種畜検査員として130名を確保いたしました。 

 次に、家畜改良増殖法に基づく、立入検査員の確保でございます。農林水産省の指示に

よる立入検査が速やかにできるよう、各牧場に必要な能力を有する職員を少なくとも１名

任命し、総勢で20名を確保いたしました。しかし、実際には大臣からの指示はございませ

んでした。 

 種畜検査の移管に関する協力・支援でございます。事業仕分けの中で、種畜検査の都道

府県への移管を検討するということがございましたので、国からの指示に基づきまして種

畜検査の受検頭数のデータなどを提出いたしました。 

 次に種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査でございます。これにつきましては、いわ

ゆるちまたで売られている種苗の種が表示どおりの発芽率とかそれから品種とか、重量と

かそういった表示を満たしているかという検査でございますが、66業者、1,151点の検査

を行いました。その結果、問題のあったものについては業者に通知をするとともに、国へ

の報告を行いました。 

 56ページをごらんください。種苗法に基づく立入検査の検査員でございます。この立入

検査員の確保につきましては、12名を確保いたしました。しかしながら、実際の立入検査

はございませんでした。 
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 それから、カルタヘナ法に基づく立入検査でございますが、これについても26年度末で

13名の検査員を確保しておりましたが、実際の実績はございませんでした。 

 以上でございます。 

○白戸個体識別部長 続きまして、57ページからの牛の個体識別関連のご報告をしたいと

思います。 

 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法という、私たち牛トレサ

法と呼んでおりますけれども、牛海綿状脳症の発生を受けて、平成15年から法令によるこ

れらの事務を農林水産大臣から委託されております。事務の内容としましては、台帳の作

成及び記録、記録の保存、正確な記録の確保、申出の受理等ございます。順番にご報告い

たします。 

 １番目、牛の個体識別台帳の作成と記録に関する事務については、約1,095万件の情報

を牛個体識別台帳に記録いたしました。その内訳として出生または輸入が約3,000件、転

入または転出が約２万3,000件、死亡、またとさつが約4,000件でありました。これは１日

当たりの数になります。 

 ２番目に記録の保存に関する事務につきましては、26年度は137万頭分の情報を磁気デ

ィスクに保存いたしました。死亡については21万頭、とさつを記録した116万頭の牛が新

たに加わり、累計では1,639万頭分が保存されております。 

 ３番目、牛個体識別台帳の正確な記録を確保するための措置としまして、一旦届出をし

ていただいた後、誤りがあったときには、それを管理者から報告していただくという仕組

みになっております。 

 また、農林水産大臣の職権で記録を修正することが決められております。26年度につき

ましては、農林水産大臣から667件の修正の指示がございました。この多くは農林水産省

の地域センター等が調査に入った際に、牛の不在が確認され、管理者に聞いても死亡年月

日が特定できないということで、農林水産大臣が職権で死亡の記録をするということが主

な原因でございます。こちらが管理者からの修正の受理に関する事務になります。法第５

条第２項の規定に基づく修正請求について約７万3,000件の修正請求を受理し、修正請求

書や書類は確認、保存するとともに、確認できた約７万1,000件の台帳への修正・取消し

を行いました。 

 ５番目に台帳に記録された事項の公表に関する事務です。台帳に記録されたものはイン

ターネットを用いて公表することが法令に定められておりまして、随時どなたでも検索で
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きるようなページを用意しております。それについては、26年度、3,754万頭余りの検索

がございました。これは平日１日当たりでは13万2,000頭という数になっております。 

 次に、異動等の届出の受理についてです。牛の管理者等から1,127万件の届出を受理し

まして、エラーがないかというチェックを行い、エラー情報を管理者に提供するなど実施

いたしました。 

 先ほどの記録からすると、届出のあったものの約97％が記録されております。それ以外

についてはエラーとして問い合わせをするとして、後ほど正しい情報をいただいておりま

す。 

 次に、個体識別番号、出生の届出があったときに、家畜改良センターのほうから決定及

び通知をするということになっております。26年度につきましては、約127万頭の出生牛、

または輸入牛について番号を決定し、通知いたしました。 

 ここからは委任された事務ではなく、システムの管理に関するところです。 

 59ページをごらんください。牛個体識別システムの中長期的な改善計画に基づき、順次

対応できるものからシステムの開発・改修を行うとして、26年度につきましては、最適な

データベースを構築しております。 

 データベース刷新後の情報提供先団体がございますので、そこの調査を行いました。 

 説明の③にありますように、25年度に開発した届出Ｗｅｂシステムの提供を４月から開

始いたしました。 

 次の牛個体識別情報の有効活用についてです。これにつきましては、従来法令では牛海

綿状脳症の蔓延防止を目的にデータベースが構築されてまいりましたけれども、10年以上

たって、非常に多くの記録が蓄積されております。そうした情報を有効活用するというこ

とで、求めに応じて情報提供しております。福島原子力発電所の事故後、損害賠償を請求

する際に個体識別番号のデータによって牛の在庫等の確認を行っていただいております。

また、行政機関にも行政施策の基礎データとして、いろいろなデータを提供しております

けれども、26年度については新たなパンフレットを作成し、あるいはより充実したデータ

が提供できるように、データ抽出プログラムの改修などを実施いたしました。 

 また、実際の情報提供の広告につきましては、ホームページに掲載しておりますが、そ

の利用請求に関する手続等についてはより見やすいものに改善いたしました。 

 利用者の要望に応じた情報提供によって、26年度は188件の提供をいたしました。これ

らは延べ農家数にして約９万6,000戸、延べ頭数にいたしまして約1,460万頭分の情報提供
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に当たります。 

 国内において、口蹄疫、あるいは伝染性疾病等が起きた場合に、緊急検索をすることに

なっております。その緊急検索体制を構築するということで、部内で担当者の連絡等を取

りますとともに、検索の演習も行いました。検索作業が迅速に行われるような人員を確保

するために、職員にシステム研修を受講させております。 

 緊急検索、伝染性疾病ではございませんけれども、東京電力福島第一発電所事故に伴う

情報を農林水産省へ64回報告しております。 

 最後になります。牛以外の鶏、豚のトレーサビリティにつきましても、生産段階での導

入を支援するということで取り組んでおります。鶏につきましては、家畜改良センターの

岡崎牧場、兵庫牧場でのモデル的な取組を実施いたしまして、岡崎おうはんにつきまして

は、消費者に鶏肉が提供されたときに、ロット番号を掲示するという形でホームページで

履歴が検索できるようなモデルを26年度には設定いたしました。 

 あと豚につきましては、日本養豚協会が会員以外にも呼びかけてトレーサビリティの普

及を図っておりますので、その委員会等に参加して助言等を行っております。 

 以上、個体識別関係の報告です。 

○関企画調整部長 続きまして、次の61ページになります。第２－８、センターの人材・

資源を活用した外部支援について説明させていただきます。 

 １つ目、口蹄疫等の家畜伝染性疾病が発生した場合の緊急防疫対応でございます。ここ

につきましては、計画どおり机上演習を実施し、連絡体制を整備したところでございます。 

 また、昨年度は平成26年４月に熊本県、または本年１月に岡山県で鳥インフルエンザが

発生しまして、この際農林水産省からの要請を受けまして、延べ40名の緊急派遣を対応し

たところでございます。 

 61ページのところで、鳥インフフエンザとなっておりましてワープロミスでございます。

鳥インフルエンザに修正をお願いしたいと思います。また、延べのところも述べになって

おります。申し訳ございません。 

 次でございます。自然災害、家畜伝染性疾病等が発生した場合の家畜、乾牧草等の支援

です。26年度は農林水産省、都道府県等からの家畜、乾牧草等の支援要請はございません

でした。しかし、説明①、②に記載しておりますが、先ほど個体識別のご説明がありまし

たように、牛個体識別情報の提供を行っております。また、私ども地元の西郷村からの要

請に基づきまして、村内の除染活動に伴って発生します残土等の仮置場として、本所用地
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の一部を貸し付けております。こういった外部支援を行ったところでございます。 

 その次の種畜等の受託業務、これは再掲になりますので説明は割愛させていただきたい

と思います。 

 62ページでございます。技術開発等への協力でございます。外部機関が行う技術開発調

査に協力するため、合計51件の家畜、施設、情報等の提供を行いました。中身は①にあり

ますように、センター保有家畜の生体や血液、牧草、土壌サンプルなどが14件、その他デ

ータ、または施設、土地等々でございます。 

 委員会への協力でございます。外部機関が行う委員会の開催に当たって、職員の委員委

嘱の要請があった場合には積極的に協力するという計画でございます。 

 これにつきまして、245件、延べ286名を派遣したところでございます。以上でございま

す。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。それでは、これまでの件について、ご質問、

ご意見を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○藤川委員 先ほど、1.5倍というのがありましたけれども、51ページあたりから数値目

標が出ていて、いずれも比較的良好な達成状況だと思うんですけれども、これをすべてＢ

にしていらっしゃるということに関しては保守的に考えているのでしょうか、恐らく自ら

Ａをつけない限り、Ｂに下がることはあっても上がることはないぞとか、そういう会話が

センター内では飛び交ったのではないかと思うんですけれども。 

○北池理事 先ほどご説明させていただきましたように、数字的には従来から上回ってい

るところもありまして、今回は従来どおりの評価とさせていただきました。 

○藤川委員 従来からもう少し高い目標値でも、まだまだやれると。 

 これだけ拝見すると達成状況が良好だと思います。慎重にということがよくわかりまし

た。 

 それとトレーサビリティの話なんですけれども、まずこれはデータを受け付けたり入力

したり変更したり、そういうことに関するものは内部でやっていらっしゃるのか、それと

も59ページ、情報提供団体が保有と書いてあるので、外注でやっていらっしゃるのかどう

かちょっとよくわからなかったので、主体がよくわからなかったんですけれども。 

○白戸個体識別部長 主体は家畜改良センターになります。 

○藤川委員 センターの中で人を使って、その中で全部の作業をしているということです

か。 
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○白戸個体識別部長 届出というのはほとんどが電子的な届出ですので、一部、家畜改良

事業団という団体が報告支援の仕組みがありますけれども、そこを経由した形で家畜改良

センターの受付のサーバーのほうにデータが入ってきます。 

○藤川委員 改良事業団の役割というのは。 

○白戸個体識別部長 報告支援システムというのができていまして、農家、あるいは農協

が届け出るときに。 

○藤川委員 システムを使う、そこは事業団が持っているということですか。 

○白戸個体識別部長 はい。そのほかに家畜改良センターに直接入るシステムもございま

すので、それは管理者の方が届け出やすいようにということで、複数のルートがございま

す。 

○藤川委員 ルートがいろいろあるということですね。非常に、年金機構などでは問題に

なっているところでもあるので、お聞きしています。届出Ｗｅｂシステムとかいろいろな

ツールをつくっていらっしゃるのはもちろん届け出る方にとっては便利な話だと思います。

今、独法によってはすべて外とのシステムを遮断するとか言い出したところもあって、１

部署に１台しか外部とつなぐパソコンは置かないというふうなことまでちょっと過敏に反

応しているようなところもあるようなんですけれども、このデータとしては日本の宝とい

うか、非常に重要なデータだと思うんですが、そのあたりの正確性とアクセスに対する安

全性などを厳密に確保していただく必要があると思います。対応は十分なのかというとこ

ろが心配になったのですが、いかがでしょうか。 

○白戸個体識別部長 届出を代行する大口の機関とはインターネットではなくて、閉鎖網

を使った形で届出をしていただいたり、当然インターネット経由もあるので、そこのとこ

ろにはファイヤーウォールも設け、その後、ウェブアプリケーションファイヤーウォール

という、もう一つファイヤーウォールを設けて監視チェックをしております。不正と思わ

れるようなアクセスがあったときには、担当職員のほうに直ちに連絡が入るようにして、

休日でも担当者が呼び出されるようなことがございますけれども、そういった早期に対応

することを仕組みとして持っております。 

○藤川委員 情報自体は磁気ディスクに保存しているということなんですか。そうすると

書き換えていくのではなくて、一定時点で磁気ディスクに保存という感じですか。 

○白戸個体識別部長 磁気ディスクにと言ったのは、既にと畜、死亡したものです。終わ

ったものです。でも、生きている牛については常にサーバーの中で書き換えができており
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ます。 

○藤川委員 ちょっと不安はありますよね。万全はないという話なので、そうするとある

程度一定時点でそれをどこかに分散して保存してという方法が必要なのかなと思いますが、

それはどうでしょうか。 

○白戸個体識別部長 サーバーのスペアについては、本体は本所のある西郷村にあるんで

すけれども、もう１カ所東京のほうにもサーバーがございまして、そこにデータを保管し

ております。レプリケーションするという形で、一定期間ごとに同期化しております。攻

撃の痕跡があったりということは確認していますので、やはり万が一破られたときにはそ

れを早く察知して早く対処するということが大事だと思っております。 

〇野村委員 今のトレーサビリティの関係ですけれども、１日に３万件ぐらい入ってくる

ということですよね。後のほうにもございますけれども、エラーがあったりして修正とい

ような形のものも結構あると思いますが、これは１日３万件くらい入ってくると、すぐに

チェックはできないわけですよね。すぐにチェックできるのですか。その日のうちに。 

○白戸個体識別部長 チェックも機械的なチェックが入ります。 

〇野村委員 コードがあり得ないものを入れているとか。 

○白戸個体識別部長 コードが違っていたりというのははじかれてしまいます。 

〇野村委員 それでチェックは完全ではないわけですよね。内容的な誤りがあった場合は

そこをすり抜けると思うのですけれども、そこはどういうふうにチェックされるんですか。 

○白戸個体識別部長 それについては、やはり届け出られた方が修正を申し出ていただく

という形になります。 

〇野村委員 届け出られた方が気がつかない、あるいは修正を申し出ないとエラーのある

ままのものが公表されている可能性というのがかなりあるということですか。 

○白戸個体識別部長 いえ、かなりではないと思います。 

○居在家委員 私の経験から言わせていただくと改良センターから届出が間違っています

と来ます。某所から牛を買ったときに、某所からの届出はあったんですけれども、私たち

のほうからそれを記録し忘れていて。 

〇野村委員 そういうところで不整合があった場合はそういう通知が行くようになってい

るわけですか。 

○居在家委員 来ます。 

○白戸個体識別部長 異動の場合には、転出した人も転入した人も届け出ることになって
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いますので、そこで齟齬があったりということでお問い合わせをします。 

○居在家委員 すぐ来ます、割と早いです。 

〇野村委員 年間７万3,000件ぐらいあったということですけれども、その１件が居在家

先生のところですね。 

○居在家委員 大学の、病院のほうで一括管理しているんです。いろいろな研究室が関与

しているので、農家さんから買ったりいろいろすると、牛を買っている研究者全員にバッ

と流れるんです。こういうメールがあるから該当者は対応しなさいと。窓口が１人になっ

ています。だからどこの部屋がというか、見落としてアラームが来て、改良センターのほ

うからこういうアテンションが来ていますから直しなさいというのはすぐ来ます。 

○犬飼改良部長 私どもはほかにも種畜検査の際に、種畜の飼養者から届出がまいります

ので、その中身が個体識別台帳とあっているかどうか確認しまして、そういったミスがあ

る場合には自らその修正の届出をすると、縦割り社会ではなく横の連携をとってできる限

りのことで正確性を担保するということで努力しております。 

○白戸個体識別部長 先ほど情報提供団体という言い方をしましたけれども、今、農林水

産省のほうの経営支援のための子牛の補給金とか、肥育牛の助成金とかそういった制度が

ございますので、そこにはあらかじめ管理者の同意を得て、定期的に情報を提供していま

す。そういう補助事業をやっている団体のところでやはり持っているデータと不整合があ

るとそれをやはりまた管理者の方、または代行の方にお知らせして修正していただくとい

うような形で、いろいろな場面で使っていただくことでそういうクロスチェックが働くと

いうのがだんだん強まってきております。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはございませんか。 

 それでは、ちょっとここで休憩をとりたいと思います。 

 壁の時計で３時５分から再開させていただきたいと思います。 

午後 ２時５５分 休憩 

午後 ３時 ５分 再開 

○菊池畜産技術室長 それでは時間がまいりましたので、議事を再開させていただきたい

と思います。 

 続きまして、先ほど飛ばしました第１－３の経費の削減及び自己収入の拡大並びに第３

の予算から第７のその他まで、財務諸表までご説明をお願いします。 

○関企画調整部長 では、第１－３につきまして、私から説明をさせていただきます。資
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料４の17ページです。 

 １つ目、一般管理費、業務経費でございます。これにつきましては、一般管理費は計画

では対前年度比３％抑制、業務経費は１％抑制という計画でございます。これにつきまし

て、一般管理費は対前年度費3.3％、業務経費につきましては2.0％の抑制ということにな

っております。計画を上回って実施したところでございます。 

 続きまして、財務分析でございます。財務分析を行い、その結果を経費縮減に活用する。

また、自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行い、それを業務効率化実施計画に

反映させるという計画でございます。これにつきましては、財務分析を行い、業務に係る

経費の縮減に活用するとともに、一般管理費の自己評価を行い、業務効率化実施計画に反

映させたところでございます。 

 続きまして、17ページの最後になりますが、官民競争入札等の導入でございます。計画

は次のページにございますが、18ページの一番上でございます。民間業者に委託した中央

畜産研修施設の管理・運営業務の監督及び検査を適切に実施する。また、次年度以降の契

約に向けて入札実施要項の見直しを行うということでございます。 

 これにつきまして、実績でございますが、民間事業者に委託している中央畜産研修施設

の管理・運営業務の実施状況について、調査・確認を実施したということでございます。 

 入札実施要項について、入札の競争性を高めるため入札参加資格の継続、委託業務の質

の充実を図るための見直しを実施したということでございます。 

 18ページでございます。人件費でございます。計画では、役職員の給与水準については

国家公務員と同等となるように取り組む。また、年１回の給与水準の公表を行うという計

画でございます。これにつきまして、実績では役職員の給与水準については国家公務員と

概ね同等のものとなるよう計画に取り組んだ。また、25年度の給与水準について６月30日

付で公表を行ったということでございます。ラスパイレス指数は95.0でございます。 

 19ページ、契約の点検・見直し、経費の節減でございます。経費節減効果の実証方法に

ついて検討するということでございますが、経費節減効果の検証を行ったということでご

ざいます。 

 また、随意契約、一般競争契約について契約監視委員会による点検・見直しを行い、ホ

ームページにて公表を行ったところでございます。 

 調査研究業務につきましても同様でございます。独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構畜産草地研究所への仕様要件の聞き取り、リース方式の検討を行いました。また、
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交換用部品の購入の際、一般競争入札を行い、調達の透明性の確保に努めたところでござ

います。 

 法人契約でございます。密接な関係があると考えられる法人との契約については、当該

法人との取引、当該法人への再就職状況等について情報を公開するということでございま

す。密接な関係があると考えられる法人との契約については該当がなかったため、今年度

も再就職の情報について該当なしと公表したところでございます。 

 20ページでございます。自己収入の拡大でございます。家畜人工授精用精液、家畜受精

卵、種鶏等の配布及び飼料作物の種子配布価格について見直しを図る。また、飼料作物の

原種子の配布方法について必要があれば見直しを図るという計画でございます。 

 これにつきまして、めん羊及び飼料作物原種子等の配布価格について生産コストを考慮

し、民間市場価格等を参考に適正な価格を設定したところでございます。 

 また、種子配布につきましては、一般競争方法で契約を行いました。また、精液の採取

用種雄牛の貸付けについては、各種畜産関係専門誌等によって周知活動を行ったところで

ございます。 

 その次の監査の実施につきましては、再掲でございますので説明は割愛させていただき

ます。 

 20ページの最後のところ、知的財産の管理でございます。知的財産の管理につきまして

は、特許の出願、登録、保有及び実施許諾の状況等について年間４回の点検を行ったとこ

ろでございます。 

 また、自ら特許料納付等の軽減申請を行うとともに、特許権の活用の可能性が低いと判

断した保有特許の権利維持の放棄等を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○髙柳理事 続きまして、63ページをごらんください。第３－１予算、資金計画でござい

ます。資金計画どおりに業務を適切にしたということでございます。 

 数字等につきましては、別途財務諸表のほうでご説明いたします。 

 次の第３－４、自己収入の確保でございます。これも数字につきましては別途財務諸表

でご説明いたします。 

 めくっていただきまして、経費の削減は再掲でございます。 

 第３－６資産の管理でございます。再掲でございますので、また数字につきましては、

別途財務諸表でご説明いたします。 
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 第３－７、不適正経理の関係でございます。独法といたしまして、試験研究物品等に関

しまして、不適正経理があったわけでございますけれども、内容的には、理事長が定める

規定において承認してないものにつきましてプリペイドがあったのではないかということ

で、600万円ほど。現時点では最終報告をまとめている段階でございます。当方以外に他

の農林水産省の独法と同じように調査対象になっておりました。これにつきましては別途

農林水産省のほうで資料が提出されておりますので、そちらのほうでご説明があると思い

ます。いずれにせよ私どもこういったことがないようにきちんとしていきたいと考えてお

ります。 

 67ページでございます。第４でございます。短期借入金でございます。これは行ってお

りません。 

 第５でございますけれども、重要な財産処分でございます。説明にありますとおり、国

道４号線の拡幅に伴いまして、用地を一部売却しました。その関係で平成23年に売却した

額が５億6,300万某でございます。この売却代金につきまして、現在採草地等の整備を進

めているところでございます。 

 第６の剰余金でございます。平成26年度は剰余金の使途に充てる積立金はなかったとい

うことでございます。 

 めくっていただきまして、68ページでございます。施設・整備でございます。計画どお

り行っているということでございます。 

 第７－２、職員の人事でございます。適材適所を基本といたしまして人事を行っている

ということでございます。一部再掲の部分がございますので、ここにつきましては説明を

割愛いたします。 

 めくっていただきまして、70ページ、経理の適正化、人材等再掲でございまして、71ペ

ージでございます。積立金の処分に関する事項でございます。 

 第７－３でございます。これは現在第３期でございますけれども、前の５年間で繰り越

した積立金を費用化したものでございます。現金が多いというわけではございません。あ

くまで積立金で固定資産の減価償却分を計算上、費用化しているということでございます。 

 その結果といたしまして、積立金は6,930万ありますけれども、26年度には310万円を取

り崩したということでございます。これにつきまして、別途財務諸表でご説明いたします。 

 資料７番でございます。財務諸表という縦書きの欄があると思います。めくっていただ

きまして、貸借対照表、右の端に３ページとございます。ここで財務諸表の数字等をご説



 40 

明いたします。 

 当センターの特徴的な部分について説明いたします。 

 資産の部でございます。たな卸資産が１億5,700万円あります。内容的には当センター

の特徴でございますけれども、配布用の飼料、牧草の種がございます。それを増産いたし

まして、種を配布するものですから、その関係で他の法人に比べますと恐らく大きい額だ

と思いますけれども、１億5,700万円のたな卸資産を持っております。流動資産が合計と

いたしましては、20億2,700万円でございます。 

 固定資産でございますけれども、ほとんどは土地、建物、林木でございます。特徴的な

部分といたしましては、真ん中辺に家畜という項目があります。家畜という勘定科目をつ

くっておりまして、額といたしましては５億2,600万円でございます。これは大人になっ

た家畜、成畜の評価額でございます。一方、そのちょっと下に家畜仮勘定という項目がご

ざいます。これは大人になっていない子どもの部分でございます。最近は、子牛価格が上

がっているということから、しかももともとの数が大きいものですから、家畜の仮勘定、

つまり子どものほうが、額が大きくて13億1,900万円の資産がございます。合計いたしま

して、有形固定資産は409億2,800万円ございますということでございます。 

 一方、無形固定資産でございますけれども、特許権でございますけれども、評価額は34

万4,000円と小さいです。研究独法でないということでありまして、私ども特許権は17件

だけでありまして、実はそれほど大きくはないという状況でございます。 

 ほかに、３番、投資等、これも特段大きなものはございません。資産合計といたしまし

て、429億8,800万円の資産でございます。 

 めくっていただきまして、貸借対照表でございます。４ページでございます。 

 まず、負債でございます。運営費交付金債務でございます。要は運営費交付金でござい

ますけれども、６億6,400万円の運営費交付金債務があって、一方で未払金が９億7,400万

円と大きい額を計上しておりますけれども、これは前年度に退職した職員の退職金を支払

う部分が当年度に入ってから払うものですから、その関係が５億円、退職金未払い部分が

あったわけでございます。その関係で、予算の計上上は9億7,000のうち５億円が退職金未

払分として計上しているということでございます。流動負債合計が16億9,000万円でござ

います。 

 一方、固定負債でございますけれども、大きいところでございまして、固定資産の見返

負債でございまして、33億2,700万円でございます。国から取得しました資産の減価償却
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分の個々の経費でございます。 

 合計いたしまして、固定負債合計が33億4,200万円ということでございまして、負債合

計では50億3,200万円となっております。 

 一方、純資産でございますけれども、政府出資金、前年と同額でございまして、481億

6,400万円ということでございます。 

 一方、Ⅱ番の資本剰余金でございますけれども、合計いたしまして102億6,000万円とい

うことでございます。要は減価償却の経費部分でございます。 

 Ⅲの利益剰余金でございます。合計額が5,162万円。一方では、純資産合計額が379億

5,500万円。一方で、負債純資産合計額が429億8,800万円というふうになっております。 

 損益計算書でございます。１番の経常費用でございます。業務費でありまして、右下の

真ん中辺に合計が書いてありますけれども、71億3,900万円でございます。大きい部分は

人件費でございます。人件費は大震災に向けた補填に充てるために給料を減らしていたわ

けでありますけれども、その２年間の減額が終わったということから、３億2,800万円の

増加がありました。その関係で人件費が増えているということでございます。 

 次に、受託業務費でございます。右下にありますように、２億1,000万円の経費がかか

っているということであります。 

 一般管理費でございます。めくっていただきまして、一般管理費の合計が13億2,000万

円でございます。やはりこれも人件費が増加したことから増加しております。経常費用の

合計が86億7,500万円となっております。 

 一方、経常収益でございます。運営費交付金収益でございます。57億1,200万円でござ

います。やはりこれも人件費がかかる分が増えたわけで、その分、国のほうから交付金を

増額していただいております。その関係で額が増えております。 

 事業収益でございますが、売払収入といたしまして、14億1,800万円という大きい額を

計上しております。これが当センターの特徴でございまして、家畜改良を進めるわけでご

ざいますけれども、その関係ではどうしても副産物としまして、牛乳、あるいは牛肉、あ

るいは子牛といったものを販売しているわけでございます。この副産物としての販売とい

うのが他の独法と違いまして、かなり大きいものとしてあるわけでございます。 

 しかも近年は子牛価格が上昇している。あるいは手前味噌でございますけれども、乳用

牛を改良して、１頭当たりの乳量を増やせば当然ながら乳量は増えるわけで、結果として

販売数量が増えているということから、当年度は14億1,800万円と大きい額を計上してお
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ります。 

 経常損失でございます。経常収益合計、86億7,000万円の経常収益でございます。経常

損失は500万円というふうになっております。 

 一方、臨時損失でございますけれども、災害損失といたしまして、848万2,000円を計上

しております。これは原発があった関係で、白河もそうなんですけれども、牧草が汚染さ

れまして使えなくなった部分があります。それは十勝の牧場から他の牧場に運んでおりま

す。その輸送経費等でございます。その額の評価額が848万円となっております。 

 一方、臨時利益でございます。固定資産売却益としまして680万円でございます。トラ

クター等を買い換えるわけでございますけれども、そのときに買い換えたものを下取りに

出すわけで下取りに出した部分が売却ということで680万円計上しております。 

 一方、受取補償金でございますけれども、1,345万円となっております。これはそれ以

前に原発の関係で東京電力に対して損害賠償請求をいたしまして、東京電力から支払われ

た賠償額でございます。支払い時期が違うものですから、いずれにせよこういう形で損失

を評価する一方では、東京電力から損害賠償金を請求しているということでございます。

臨時利益の合計額が2,100万円となっております。 

 Ⅴでございますけれども、第２期の目標期間繰越積立金取崩額が300万円でございます。

当期総利益は988万円となっております。 

 キャッシュフロー、次のページは飛ばします。８ページをごらんください。８ページの

ほうで利益処分に関する書類案をつくっております。 

 先ほど、申し上げました当期総利益は988万3,000円でございます。一方、利益処分額と

いたしましては、988万3,000円同額を積立金に計上するということでございます。 

 ９ページでございます。行政サービス実施コストでございます。75億4,600万円を国民

からご負担いただいているということで計算しております。 

 10ページをごらんください。重要な会計方針でございます。ここは特段、これまでと大

きな変更がございませんので、説明は割愛いたします。 

 12ページでございます。注記事項でございます。５番でございますけれども、固定資産

の減損関係でございます。（１）減損を認識した固定資産でございます。場所をごらんい

ただくと岩手県盛岡、あるいは滝沢、これは同じ盛岡牧場でございます。それと長野県の

佐久市、日高郡新冠という牧場でございます。この３カ所の牧場におきまして、それぞれ

建物等が古くなったものですから、使用しないといたしました。 
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 ②に書いておりますけれども、これらにつきましてはすべてを使用しない、そのことに

つきまして、中期計画を変更いたしまして、事業を見直した結果といたしまして、使用し

ないというふうに位置づけました。その関係で、損益計算上は費用に計上していないわけ

でございますけれども、一方では、資産見返負債は減額しております。 

 ◎を付した建物等がありますけれども、これは今年度27年度に取壊しを決定しておりま

す。◎を付けてないものについては今後取壊しを進めたいと考えております。 

 11ページの（２）、①減損の兆候が認められた固定資産の用途という欄でございます。

土地、本所・芝原地区の一部区画でありまして、西白河郡で、7,500万円、これも減損の

兆候で見ております。理由は②で、東京電力の事故の関係で放射性物質に汚染されたこと

により牧草生産を一次中止しております。 

 他の区画では一部再開しておりますけれども、これらの土地につきましては、現時点で

は除染計画が決まっていない。したがって、牧草生産の再開の見通しはたってないという

ことから、減損兆候と認められています。 

 一方、③今後の草地の除染基準の動向等を踏まえまして、あくまで今後除染を行って牧

草地として利用していきたいと考えているものですから、今の段階では減損を認識してい

ないということでございます。 

 ９番でございます。重要な債務負担行為でございます。大きい額でございまして、自走

式ミキサー購入でございます。新冠牧場におきまして、4,000万円の新しいミキサーを購

入し、負担は次年度で債務負担行為に計上しているということでございます。 

 15ページ以下に細かい資料を載せておりまして、これらにつきましては説明を割愛させ

ていただきます。しばらくめくっていただきまして、資料のほうで30ページをごらんくだ

さい。30ページのほうに別の資料でございますが、比較財務諸表等、ここで前期との比較

をしております。また行政サービス実施コスト等がありまして、37ページに飛んでいただ

きますと、国民にご負担いただいている額は75億4,600万円となっておりまして、一方で

一人当たりに換算いたしますと、59.4円のご負担をお願いしているということでございま

す。 

 39ページをごらんください。決算でございます。40ページに決算の報告書を掲げており

ます。収入でございますけれども、前年度からの繰越金でございます。予算上は３億

2,500万円でございますけれども、決算は８億円と、繰越金は増えているわけでございま

す。結果的には前年度の契約分が増えたということでございます。一方、施設整備費補助
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金でございますけれども、１億4,800万円で、予算上計上していましたが、決算は２億

3,000万増えているということでございまして、前年度完成予定分が今期に完成したとい

うことで、補助金が増えたということでございます。 

 農畜産物売払代でございますけれども、予算上は７億4,700万円と、ここはある意味手

堅くといいますか、ちょっと実態と少し違うかもしれませんけれども、ある程度これまで

予算上はそう大きく増やしてこなかったわけで実態上は14億4,000万とかなり大きい額の

販売があるということでございます。内容は牛乳の売払数量、家畜の売払頭数が増加した

ということでございます。 

 合計の決算額でございますけれども、予算額は86億に対しまして決算金額は99億9,600

万円、100億円近い金額で運営しているということでございます。 

 支出、業務経費でございます。ある部分、自己収入が増える、つまり農畜産物売払が増

えるということは、それにかかる経費も増えてくるという面がございます。したがって、

業務経費は、予算上は14億7,500万円に対し、決算上は24億円となっております。９億

6,600万円の増加になっております。合計いたしまして、予算上は84億9,300万円に対しま

して、決算金額で91億6,000万円と、やはりこれも同じように収入が増えることの裏返し

でございますけれども、経費も増えているということでございます。 

 41ページ以下に監事さんからの監査報告書等を掲載しております。以上でございます。 

○菊池畜産技術室長 それでは、今までご説明いただきました件についてご質問、ご意見

をいただきたいと思います。 

○藤川委員 14ページの自走式ミキサーというのは、取得が遅れているということではな

いのですか。 

○髙柳理事 現物が納入された時期と支払い時期が少しずれたということです。 

○藤川委員 予定よりはちょっと後ずれになっただけと。特に、問題はないのですね。 

○髙柳理事 もう既に入っております。 

○藤川委員 25年度分の運営費交付金の残高なんですけれども、21ページです。期首が５

億2,000万で、期末が２億8,000万ということで、まだ結構残っている感じがするんですけ

れども、それは何か執行が遅れているというわけではないのですか。 

○髙柳理事 実際上、交付金は私ども人件費でございまして、冒頭にもご指摘がありまし

たけれども、行革の関係で変わりまして、一般職員を減らしてないんですけれども、ほぼ

横ばいでございます。一方、現場職員、技術専門職員といっておりますけれども、これに
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つきましては計画的に減らしてきております。そっちの減りが大きいものですから、予算

のほうはそれほど今まで減らされていただいていないものですから。 

○藤川委員 随分恵まれていますね。 

○髙柳理事 とんでもございません。 

○藤川委員 皆さんそれで苦労しているのに。 

○髙柳理事 とてもそうは言えないんですけれども、最終的には国庫に返還するわけでご

ざいますけれども、そういった部分があるということでございます。 

○藤川委員 そういうことですね。ちょっと残っているかなという感じがしました。 

○髙柳理事 いずれは余ったものは返還でございます。 

○藤川委員 私も初めて知ったんですけれども、売却収入、副産物の売却収入がたくさん

あって羨ましいなというところがあるんですけれども、これは非常に大きくて、前期と比

べても伸びているし、予算と比べても非常に大きい。予算はちょっと保守的だということ

でしたけれども、これはある程度見込みを小さく見ているわけだけれども、これがぶれる

と損益も、損益の重要性次第ですけれども、1,000万弱なので、すぐにぶれてしまうとい

うところなんですね。 

○髙柳理事 おっしゃるとおり、特に牛乳はある程度コントールできますけれども、子牛

価格というのは世の中の動き次第でございまして、それこそ世界全体、あるいは日本の状

況によって変わるものですから、今はたまたま高いから高い単価につけるわけでございま

すけれども、そこはおっしゃるとおりガタンと減れば当然全く別世界になるわけでござい

まして、そこは業務経費なりで別途コントロールしていくしかないかなと思っています。 

○藤川委員 先ほどそれが増えれば当然経費も増えるとかおっしゃっていたんですけれど

も、増えてくる経費というのは、家畜改良関係経費になるんですか、どこに入るんですか。

いろいろな品目にも分かれるんでしょうけれども。 

○髙柳理事 直接的な経費以外にも、牧草代ですとか配合飼料というのもあります。一方

では人件費が固定的な部分があるわけでございます。通常、ランニングコスト的な部分が

増える部分があるのですが。 

○冨田会計課長 家畜関係費で、決算報告書になるので、40ページです。真ん中辺に、支

出の業務経費のうち改良家畜関係費、そこが増えます。 

○藤川委員 これでいうと差額が支出のほうが差額が大きくなっちゃっているんですけれ

ども、もちろん別のものが入ってくるからということで、実際問題では利益というのがど
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のくらい見込めるものなんですか。 

○髙柳理事 利益を出すために経費という項目をつくっているんですけれども、それはあ

くまで一部でしかないわけです。つまり直接的に生産に携わった職員の人件費は計上して

いますけれども、間接的にやっている部分というのは計上しようがないところがあって、

そこは計上してないわけなんです。単純にやると、プラスのようですけれども、実はそれ

を考えて、当然赤字なわけでございます。だからこそ交付金で成り立っているわけでござ

いまして、そういう意味で、自己収入があるからといって所得は何かと言われたら、もう

大赤字ですとしかいいようがないです。 

○藤川委員 と言っておかないと予算が出ない。 

○髙柳理事 あくまで副産物であって改良が本業でありますので、それにともなった、あ

くまでも副産物でございます。 

○太鼓矢課長補佐 理事が言いましたとおり、副産物だということなので、売るときも市

場に出すようにしておりますけれども、やはり買う方は結構足元を見て。 

○髙柳理事 私ども一応相場を見て高いほうに持っていくとか、そういう努力はしている

つもりでございますけれども、それもごく一部の努力の結果でしかないという形です。 

○藤川委員 資料４のほうで、20ページ目で、監査の実施、監事が監査されたので、定期

監査として、５カ所出ているんですけれども、最初に拠点は12カ所あるということだった

ので、12カ所のうち５カ所を今回回られたということで、大体どれぐらいのペースで、例

えば２年間で全部回るとか、あるいは何か問題があるところを重点に回るとか、そういう

スケジュールとしてはどのような感じでやっておられるのでしょうか。 

○関企画調整部長 ２年に１回ぐらいだったと。 

○藤川委員 そうするとこの期はちょっと少なかったということになるわけですね。 

 それから、中期計画のほうでは、内部監査を担当する部分と連携し、ということなんで

すけれども、内部監査はどうなっていますか。内部監査のセクションを外出ししたのは新

年度という話を事前に伺いましたけれども、そうなる前からある程度、ちょっと組織的に

は未分化であるものの、内部監査的なものがあったのであれば、どれぐらいの濃度でやっ

ていらっしゃったのかどうか。 

○髙柳理事 数字は持ってないんですけれども、現地に行って、実際に現場監査をやって

おります。 

○藤川委員 何人で。 
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○髙柳理事 職員は専門は３人でございます。これはかなり高いコンプライアンスを別途

つくっておりましてやっております。 

○藤川委員 ３人専担でやっているということですか。 

○髙柳理事 専属でございます。 

 ○藤川委員 そうすると、ちょっと今期は少なかったと。 

○髙柳理事 頑張ります。 

○藤川委員 監事は非常勤のみでいらっしゃるから大変だなと思うんですけれども、あと

は監事の監査報告書の中で、資料７の42ページです。２ページ目の３なんですけれども、

閣議決定において定められた監査事項というのが１個１個個別に書かれています。総務省

が出しているひな型において、閣議決定について意見を書きなさいよと言っている中で、

今、該当すると考えられる閣議決定が４つ挙げられていますが、この監査報告書で書かれ

ているのは３つなんです。それで４つ目というのは、整理合理化計画の中での保有資産の

見直しのことです。センター自体は保有資産の見直しについて、具体的に講ずべき措置は

書かれていないんだけれども、ただあの整理合理化計画の総論として、資産の見直しはず

っとやっていきなさいよという精神が流れていると思いますし、それに加えてセンター自

体の自己評価においても合理化計画の保留見直しについてのことが書かれていて、見直し

ていますということが書かれていることから考えた場合に、監事監査もここで保有見直し

について書かれなくてよろしいのかなと思いました。総務省から何か言われるのかもしれ

ないですけれども。 

○髙柳理事 おっしゃるとおりで、今すぐには難しいかもしれませんが、今後勉強させて

いただきます。 

○藤川委員 これから説明されると思うんですけれども、不適正な事案があったというこ

とで、これをどの程度の重さと考えているのかがわからないんですが、内部統制に関して、

監事監査も重点を置いてとか、センター自体でも内部監査をするとか、自己努力でガバナ

ンスをきかせるという話が出ている中で、監事の監査結果で法令等に従って、適正に業務

が実施されているかとか、法令等に違反する事象がないかという意見として、この事案を

どうとらえるのか、重大ではないから問題なしという話なのか、この事案を除外して、何

か監事が監査されたということに関して別途記載するとか、そういうことは必要ないのか

どうなのかとお聞きしたいなと思いましたが、いかがでしょうか。 

○髙柳理事 私から先に、１つには監事さんの監査をいただいた段階ではこの不正処理案
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件の調査が終わってなかった。恐らく最終の結果を見られてから改めて監査いただくのか

なと思っています。 

 おっしゃったように、事案としては研究独法を中心に調べたわけでございまして、うち

は研究独法ではないんですけれども、研究部門があるもので、それで調べたんですけれど

も、指定の化学物品でございまして、これはうちも買っているんですけれども、極めて量

が少ないこともありまして、不正の部分はうんと少ないんです。他の独法ではものすごく

大きい違反があったりするんですけれども、うちはそれからすれば実は非常に軽いと言い

ますか、私どもの判断であくまで形式的な手続違反でしかないなというレベルで、それが

600万円の金額なんでございます。 

○藤川委員 当期利益を考えると意外と小さくはないですが。 

○髙柳理事 つまりその物品を買うことについては承認しているわけでございます。承認

していて、買い方として前払いは別途承認がいるわけなんですけれども、承認申請がなか

ったというだけでございますので、もし仮に承認申請があれば、承認するかどうかと言わ

れれば、「たら、れば」でございますが、承認するという案件でございまして、つまり普

通の化学物品を買うためいちいちハンコを、支払い決済でも大変でしょうから、そこはプ

リペイド方式を使ってやってしまったということです。 

○藤川委員 合理化の効率性ということを求めたゆえのことですか。 

○髙柳理事 もっと言ってしまえば、今のルール上は、承認、事前に一括してそういうの

はいいですと言っているわけです。私ども実は認識が不十分でして、それいうニーズを十

分把握しなかったものですから、もしわかっていれば最終的に規定を改正してしまって、

例えば10万、20万以下の化学物品は買って、前払いしていいですよとルール化しておけば、

恐らく何も問題なかったのではないかと思っています。それだけの案件でございまして、

それほど大きくないのかなと思っています。 

○藤川委員 重大とは見なしていないということですね。 

○髙柳理事 ということでございます。ここまで重大なということかなと思っております。 

○菊池畜産技術室長 よろしいでしょうか。ほかにはございませんか。 

 今、ちょっとお話にもございましたけれども、全体を通しまして、センターからいただ

きました自己評価並びにこれから私どもが評価を決定するに当たっての留意事項等々ご意

見をいただきたいと思います。 

 まず、評価を考える上でポイントとなるであろう事項、今までもご議論の中に出てまい
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りましたけれども、そこをまずご説明させていただいて全体的なご意見をいただければと

思います。 

 では、事務局のほうから説明をお願いします。 

○太鼓矢課長補佐 資料８－１と８－２でございます。まず８－１でございます。 

 先ほどからいろいろと議論が出ているところでございますが、ＰＥＤの発生でございま

す。それの関係の資料ということで、センターのプレスリリースとか、県のリリースであ

ります。ざっくり説明させていただきますと、資料８－１の１ページ、改良センターのプ

レスリリースでございます。平成26年４月６日に、豚の流行性下痢に疑われるようなもの

が確認されましたというのが端緒でございます。 

 日曜日だったんですけれども、そういう話があって、火曜日に至って、下痢が拡大され

たということもありまして、最寄りの家畜衛生保健所のほうに通報が行ったと。家畜衛生

保健所の主要な検査をして、翌日には疑い事例と判明したということでありまして、最終

的には４ページに書いてありますけれども、26年４月11日に確定したというのが経過でご

ざいます。 

 その後の経過ですけれども、要は本所の中で分娩豚舎という１つの豚舎の中で起きたと

いうことでございまして、42頭が最終的には発症で、同じ豚舎の中、発症豚だけではなく

て回復した豚も含めて同じ豚舎の中の63頭は全頭淘汰したということで、一応そこで外に

漏れるようなことはなく、そこで極限されたような事実でございます。 

 その当時のＰＥＤの発生状況は、この資料の中で言いますと、５ページを見ていただけ

れば４月第１週、ちょうどピークになっているような時期に残念ながら入っていったとい

う状況でございます。その後、鎮静化に向かったというのが全体的な状況でございます。 

 ９ページがこういうような形で、結構地元では公表されたということでございます。 

 ９ページに書いてあるとおり、福島県内で一番最初に侵入したのがセンターの本所であ

ったというのが事実でございます。公的機関として入ったというのもまた事実でございま

す。 

 このときに、多少問題になったのは、４月６日に繁殖豚で発生して、届出が若干遅れて

４月８日ということで中１日たってから報告されているような話とあとは非常に高い防疫

措置をしなければならない公的機関、国の機関で起きたということが非常に内部的には問

題になりました。評価のほうは、先ほどセンターからありましたが、非常に抑制的な評価

ということで、Ｃ評価という形で自己評価をしていただいているのが現状でございます。
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これが１番目の事案でございます。 

 ２番目事案が資料８－２でございます。いわゆる不適正経理処理事案ということで、こ

れも中間発表されているということで資料が用意されておりまして、プレスリリースが去

年12月に行われているところでございます。 

 若干この経緯を説明しますと、端緒はほかの研究機関、農水省の農研機構とかそういう

ところで不適正な経理処理が行われたということを踏まえて８月下旬から改良センターの

ほうでもその旨について調査してきたところ、残念ながらそういう事案が見つかったとい

うことであります。 

 中身としては、先ほど髙柳理事からあったとおり、いわゆるプリペイド方式、手続を踏

まないまま前払いで買っていたということでございまして、なぜそれができたかと申しま

すと、通常の小売のように請求書を出して契約を結んで納品されて、その納品書に基づい

てセンターの経理のほうは代金を払うわけでございますけれども、その納品の過程で、そ

れを受け取る側が試験研究の担当というところでございまして、いわゆるそこが納入業者

のほうと示し合わせておりまして、実際には納品されていない、あるいは一部しか納品さ

れていない伝票なのにもかかわらず全品が納品されているという伝票がありまして、それ

に対してサインをして、それを受けた経理のほうは全品納入されたということで通常どお

りの支払いを行ったと。結果的に前払いになったというような状況でございます。 

 額的に言えば、確かに説明のとおり600万とかその程度の話でございましたが、ほかの

研究機関は桁が２つぐらい違うところでありますけれども、これにつきましては農林水産

省の中でも問題になっておりまして、まだ現在も調査中であるというような現状になって

いるところでございます。 

 簡単でございますけれども説明でございます。 

○菊池畜産技術室長 補足の説明をさせていただきましたけれども、まずは先ほどもご意

見は一部出ておりましたけれども、ＰＥＤ、自己評価ではＣという形でお出しいただいて

おりますが、その辺をどう考えるかご意見をいただければと思います。 

○居在家委員 搬入経路がどういうので汚染経路があったかということを調べることも重

要なんですけれども、これを調べることはすごく大変なことだと私自身は思っています。

明確な病原菌を持ち込んだのなら構いませんけれども、例えば近くで車が豚を積んで走っ

た。豚の飛沫が飛んだ。それが空気、風に流れたということだって考えられるわけで、い

ろいろな条件を考える中で、どうしてと言われるとやはりそこには防ぎようのないものも
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あると私は思っています。 

 これを国立のそういうところで発生したから大きな問題になることはそれは致し方ない

にしても、それで不適切な関与により、不適切な対応により、外部、近隣、養豚農家に飛

散させたということについてはかなり大きな責任はあるんでしょうけれども、中で迅速な

対応で処理して、中で鎮静化したということは、疫学的には非常に価値のあることだと私

自身は思っています。 

 ですから、改良センターで発生したからＣなんだと言いつつも、実はＣでも構いません

けれども、そこにはきちんとした初動対策をとったというふうな覚書というか、何かアテ

ンションしていただかないと何か変に誤解を受けるのではないかと思っています。ですか

ら、そこら辺を主務大臣、あるいは大臣官房に対して十分な説明をしていただかないと、

何かそれだけが一人歩きして、これから国のそういうところで発生したら全部、例えば植

物だってありますよね、いろいろな病原菌に対して、稲もそうですよね。それが全部国の

そういうところで出たら、全部責任があるのかと言ったらそうでもないだろうと思ってい

ます。 

 ですから、弁護するわけではないんですけれども、私としては非常にうまい具合に抑え

込んだと感じていますので、評価はどうされるかはお任せする部分もあるんですけれども、

ただ単にＣだと言ってほしくはないと思います。 

○菊池畜産技術室長 ほかの先生方はいかがですか。 

○吉澤委員 私もやはり同じ思いです。ただ単に発生したからＣという、ちょっとそこは

短絡的すぎるのではないかと思います。改良センターであったから、もうその豚舎で済ん

で、きちんと抑え込んだということが言えていると思います。そこはやはりちょっと評価

してよろしいのではないかと思います。 

 それとあと先ほどのところで出てなかったんですけれども、今回、改良センターのほう

で、自己評価書の原発の汚染残土の受入れをやっていますよね、あの辺のところは、私ど

もの栃木県でも塩谷地区で国からの申出があったにもかかわらず、これをリジェクトして

いるんです。そういう中で、改良センターではこれを受け入れている。そういう意味では

そういう依頼があったときには受け入れるということをなさっているんですね。そういっ

たところはある意味評価してもよろしいのではないかと。それこそ改良センターであるか

ら、地域的に外部と遮断できるというところで、こういうものを受け入れているところが

あるわけですが、そういうところを評価していいのではないかと感じました。 
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○菊池畜産技術室長 ただいまＰＥＤのお話と汚染残土の受入れのお話のご意見をいただ

きましたけれども、ＰＥＤの関係ではほかの先生方はよろしいでしょうか。 

〇野村委員 Ｃがついているのが幾つかこの評価のところにある中で、例えば遺伝資源の

活用というところに果たしてＣがつくのかなと思ったのですが、ここに書かれているんで

すよね。 

○太鼓矢課長補佐 計画自体に防疫の徹底が入っています。 

〇野村委員 入ってなければ、遺伝資源のところまでＣの評価はいかがなものかと思った

のですが、衛生管理のことがここの計画にも入ってしまっている以上、ちょっと仕方がな

いなという感じがします。 

 先ほど居在家先生が言われたように、何かＣをつけたところに対してコメントを付すこ

とはできるんですか。ＣはＣだけしか書けないということでしょうか。 

○太鼓矢課長補佐 そこは所見ということは様式とかもう一回確認してみて、可能であれ

ば、仮にＣにするという判断になれば。 

〇野村委員 この衛生管理を徹底して行っていたので、逆に言えば、拡散せずにすんだ部

分もあるのかもしれないので、Ｃは仕方ないとしても、何か書けるのなら書かれるのも１

つかなと思います。 

○太鼓矢課長補佐 有識者のコメントであるとか、そこはちょっと見つけて、仮に全体の

バランスの関係で協議した結果、Ｃという話になっても、そういうところは先生方のほう

できっちり補足しておくようにという話がございますので、ここはちょっと引き取って反

映できるように努力したいと思います。 

〇野村委員 それともう１点確認なのですけれども、先ほどちょっとお話があったかもわ

からないですけれども、最初に下痢の豚が１頭見つかったのが４月６日なんですね。実際

に家畜保険衛生所に通報されたのが８日ということで、ちょっとラグがあると思うのです

けれども、通常この下痢というのは頻繁にあって、その中の１つということでちょっと対

応が遅れたという理解でよろしいわけですか。 

○犬飼改良部長 先ほど福島県では初発だという説明がありましたが、栃木では既に発生

していた状態でした。私ども那須と隣接しているという意味で、福島では栃木との県境の

位置にあるという状況で、県内では発生していないけれども栃木までは上がってきていた

という状況です。それで４月６日の時点で、ＰＥＤ以外の可能性も否定できないというこ

とで、そこの確認もあわせて行ったということがありまして、それで家保への通報が８日
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になったということがございます。 

 最初から家保へ通報するべきであったかどうか、当時から言えば通報するという選択肢

もあったわけですが、やはりその家畜改良センターである程度の防疫対策を講じているも

のですから、そういった関係で通常の出ている下痢のたぐいなのではないかと思ったとい

うことでございます。 

○関企画調整部長 サルモネラの影響もあるのかなと疑ったものですから、その検査を行

っておりました。 

○藤川委員 素人なのでわからないことが多いのですが、必ずしも結果責任を問うという

ことではないのかなというのは私も思うところであります。今、野村先生がおっしゃった

ように、やはり６日と８日のラグが気になるところだなと思いました。最終的な影響が少

なくなかったとしても、否定できないとしても、そういうものが出ているということをあ

る程度早めにアナウンスすれば、ほかにもっと広がる可能性があったところを抑えられた

んじゃないか、そういうこともあり得るわけでして、最近の企業不祥事とかも、そこでも

うちょっと原因を追及したいということによっていろいろ広がってしまうとか、そういっ

た事例もあるので、その点がちょっとひっかかるところかなと思いました。 

○居在家委員 病気というのは典型的な症状が出て、紛れもなくこの症状だという場合と

全く臨床鑑別が不可能なやつがあるわけです。後付けですよ、病気というのは。だから、

日曜日のいつ発見されたかわかりませんけれども、それでＰＥＤ特有のものがあったとす

れば、臨床鑑別はかなり難しいと思います。だから、１日間が開いたとしても私はそれを

責めてというのは、後付けからすれば何でも責められるんですけれども、そこで本当に病

気であるかどうかを見極めるかどうかというのはかなり高度な判断が必要だと思いました。 

 日曜日は、保健所は休みですから、すぐ入ってくるかどうかですね。ですから、そうい

うのもあります。難しいですよ、病気というのは。後から見れば、１日でも早かったほう

がよかったというのは、それは事実です。ただその典型的な症状が出ているのかどうかと

いうのは非常に難しい。 

 本所のほうでそういう豚の病気の獣医さんがどのくらい配属されているか私もよく存じ

上げませんけれども、そういうことも含めて、でもいい教訓になったと思いますけれども、

ただそれだけではないというふうに、弁護するわけではないですけれども、それだけでは

ないと思います。 

○藤川委員 素人の発言で申し訳ないんですけれども、もちろんわからないけれども、そ
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ういう症状が出ているのがあるから今分析中だというアナウンスをすることは可能だと思

うんですけれども。 

○犬飼改良部長 当時の状況から言って、そういう国全体の中で注目をされている疾病で

ありましたので、その発生の可能性ということが頭になかったかと言えば、それはゼロで

はないわけですが、藤川先生からもご指摘がありましたけれども、万が一入った場合に近

隣での防疫体制、センターから来るかもしれないということできちんとした体制を取るこ

とによって、今回はうちの中でも複数ある豚舎の中で１棟に抑えることができましたが、

周りでより防疫体制をしっかり取るということもありますので、自戒と反省をこめて言え

ば、６日の時点で可能性ありということを言う選択肢があったということでございます。 

 ただ、自分のところで検査能力とかそういったものもありますので、きちんとした情報、

正確な情報を家保のほうにも伝える必要があるということもあって、自分でできる検査は

したということもありまして、悪意を持って遅れたわけではないのですが、後で振り返っ

て見れば、最初からこういう状況にあるということで検査中ですよという情報を県のほう

にお伝えするという選択肢はあったと思います。 

○菊池畜産技術室長 先ほどもちょっと議論になりましたけれども、もう１点の不適正経

理のほうはいかがでしょうか。どのように考えたらよろしいか。 

○藤川委員 先ほど理事からご説明いただいたことですと、もともと手続が違うルールを

つくっていればオーケーだったんだという話だったんですが、この報告を見ると、禁止す

るというような、やらないよという方向に出ていることからするとそのご説明がちょっと

妥当するのかなという疑問がなきにしもあらずと感じました。金額的には重要ではないか

もしれないんですけれども、ルールが一応あることに反しているということで言えば、大

きな×にはならないけれども、×に近い△なのか、△のような×なのかという気がいたし

ます。 

○髙柳理事 ×は×です。ただし、多分小さい×かなと思っています。そこはおっしゃる

とおりで、他の独法の動きを見まして、この機会に全独法でこういうプリペイドをやめま

しょうと、それもあって実は禁止となったわけでございます。そこはかなりギャップがあ

るというのはそのとおりですので、いずれにしろ事柄としてはやめまして、その分負担は

大きくなったんですけれども、単価契約を別途結びまして、そちらによってプリペイドほ

ど楽ではないんですけれども、別の方法によって事務負担は軽減しております。おっしゃ

ったように×は×だということでございます。 
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○藤川委員 恐らくほかの法人はもっと大きな金額でやっておられるということなので、

バランスを見て決められることになるだろうと思います。 

○太鼓矢課長補佐 他の法人はＣをつけているという情報もきているので、最終的には官

房のほうで、当然各法人横並びを見ますので、そこのところで最終的な判断が出ようかと

思います。そこは非常に悩ましいところではあります。 

○菊池畜産技術室長 ほかの先生方はいかがでしょうか。 

 それでは２点に限らず、そのほかにも乳用牛の改良量のお話とか、汚染残土の受入れの

お話もご意見いただいておりますけれども、そのほかも含めまして何か留意するべき点、

自己評価につきましてのコメント等ございましたらお願いしたいと思います。 

○藤川委員 １つ質問なんですけれども、資料４の65ページ、真ん中あたりで家畜改良事

業団、何度か名前が出てきますけれども、土地貸付けを有償とするとともにと書いてある

んですけれども、ここは無償でやっていらしたのを有償にしたということですか。 

○冨田会計課長 そうです。 

○藤川委員 この有償の金額に関しても、ジャパンケネルクラブへの土地貸付けは契約監

視委員会で検討しているということなんですけれども、家畜改良事業団への貸付けに関し

てはどうなんでしょうか。 

○髙柳理事 単価の設定自体は国と同じように、要は土地は牧場という地目の土地なんで

すけれども、それに見合った単価を使って貸付けを行っているということでございます。

ジャパンケネルクラブ、土地が牧草地で、実際ほとんど牧草も使えないような不便な土地

でございまして、そこについては貸付けは新規で行ったということでございます。貸付け

を行って、現在も続いております。 

○藤川委員 両方とも続いているんですか。 

○髙柳理事 そうでございます。 

○藤川委員 随契になるんですか。 

○髙柳理事 はい。 

○藤川委員 契約監視委員会で検討するといっても、契約監視委員会で支払いが起きるケ

ースの契約をやっているのが普通なので、これはもらうほうですよね。だから、ちょっと

契約監視委員会でやるというのがなかなか珍しいパターンかなと思いました。 

○髙柳理事 単価の設定について、公益性も勘案して貸付けを行っているものですから、

そこ自体についてもご審査をお願いしているということです。 
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○藤川委員 そうすると、家畜改良のほうもそちらでやるということではなくて、それは

国と同じような。 

○髙柳理事 前から続いているものがございまして、新規ではないものですから、ずっと

国の時代からやっていたことでございまして、改めてということではございません。 

○藤川委員 場所は全然違う場所ですか。 

○髙柳理事 違います。１つはもう牧場の中に、と思えるような場所に家畜改良事業団の

ほうはあります。もう一方は全く屋外の牧草地です。 

○藤川委員 単価が適正だと言われる単価なのかどうかというところはちょっとわからな

いところですけれども。 

○髙柳理事 雑種地みたいなものでございます。 

○藤川委員 あまり普通には貸せないような。 

○髙柳理事 使い道がないような土地でございます。ただし、ほかの牛とかが来てもらっ

ては困るといいますか、防疫の観点からうちの地ではいてほしいわけでございます。要は、

他人には売りたくはないという土地でございます。 

○藤川委員 すこしでも回収しようということですね。 

○髙柳理事 あと緊急性があるものですから、公益性を考えて貸したということでござい

ます。 

○藤川委員 親密的な先であれば。 

○髙柳理事 そういったことではないです。 

○犬飼改良部長 先ほど個体識別の関係で別途措置をやっているということで、ときどき

実際に顔を突き合わせてお互いの持っているデータを照合しなければならないという業務

上の必要性もありまして。 

○髙柳理事 連携を密接にしております。 

○藤川委員 一般事業会社でも、ある程度関係先に対して貸すということに関しては適正

な価格なのかというところが問われるところなので、そこは非常に注意していただく必要

があるかなと思います。 

〇野村委員 細かなところですけれども、資料４の15ページで、今回評価は対象外という

ところが１カ所、種畜等の受託管理ですか、協力依頼がなかったということなので、実績

なしということになっていると思うのですが、こういうことをやっているんだということ

を都道府県とかにアナウンスや広報を結構されているのでしょうか。 



 57 

 国の後代検定事業で共同利用種雄牛というのを選定していると思うのですが、そこでは

結構希少系統の遺伝子を確実に持ってそうな個体を選んだりしていますが、それだけでは

なくて能力的にもそこそこという個体を選ばれていると思います。しかし実際には、選ん

だはいいけれども、いつもほとんど使われずに終わっているというのも結構いたと思うの

ですが、そういう雄を受託管理のような形で管理する方向で持っていくというようなこと

は今後考えられないのでしょうか。せっかくここに挙げていて、実績なしというのもちょ

っと物足りないような気がします。 

○犬飼改良部長 例えば熊本牧場、褐毛について、卵子をとってやっていますので、候補

牛はいて、最終的に候補牛を熊本県に提供しているわけですが、そうやっていること自体

がある意味では熊本県とのリスクヘッジになっております。 

 それから、先ほど民間の乳牛については農家の牛を使って種雄牛をつくっていくという

ところはもう民間に任せたというご説明をしましたが、一方で種雄牛をつくって、候補牛

を飼っていたりするためには、別途施設整備が必要になります。そういった問題がありま

すので、手前どもの十勝の施設に委託管理ということでお金を払っていただいて、種雄牛

を管理するというふうなことで民間の体制が整うまで､そこのところを協力したりしてお

りますので、ここにぴったりは該当しませんが、そういった形で関係県にはいろいろな私

どものご協力ができる能力ややり方についてはご説明させていただいてそういったリスク

ヘッジ部分、通常業務に支障が生じない中でやらせていただいております。 

○藤川委員 先ほどちょっと触れた拠点が12カ所ということで、かなり日本全国にわたっ

ていると思うんですけれども、本所で決めたことを徹底させるというのが考えるとなかな

か難しいのではないかなと思われる部分があるんですけれども、そのあたりどういう方法

がとられているかというか工夫されていらっしゃるのですか。 

○北池理事 進行管理を徹底するために進行計画を定期的につくりまして、それをもって

進行が適切に働いているかというのを確認しています。それと私ども週１度、本所内で打

合せ会議があった内容につきましては、私どものイントラネットの中で公表して、こうい

う動きがあるというチェックをするとともに、年に１度は各牧場に本所の職員と第三者委

員、外部の方にも入っていただいて、牧場の業務が適切に行われているか、問題がないか

検討する業務検討委員会も設けてございます。 

 それともう一つは牧場長会議、役員会を含めまして年３回から４回程度の打合せ会議を

もって、私ども本所の指示が十分に伝わるように、また適切に行われているかどうかの確
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認を行うという状況でございます。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはございませんか。 

〇野村委員 31ページにございます実験用の小型のブタですけれども、これは今後もずっ

と続けていかれるということなのでしょうか。今後は民間の会社にやってもらうことにな

るのでしょうか。 

○北池理事 ご指摘をいただき、民間のところに、今持っている遺伝子が有効に使われる

ように、新しいところでやっていただけないかと交渉しているところでございます。 

 貴重な資源でございますので、有効活用できるかということでいろいろご相談をさせて

いただいているところです。 

〇野村委員 畜種というよりもむしろ、これは実験動物という意味合いがかなり強いよう

ですね。 

○北池理事 医学系の大学のトレーニングとかあるいは実験材料に有用に使われていると

聞いておりますので、問題ないように移行できないかと今進めているところです。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはよろしいでしょうか。 

 先生方にいただきましたご意見、事務局のほうでまとめさせていただきたいと思います

ので、５分ほど、あの時計で４時20分まで暫時休憩にさせていただきたいと思います。20

分を目途に再開させていただきたいと思います。 

午後 ４時１５分 休憩 

午後 ４時２０分 再開 

○菊池畜産技術室長 それでは、委員の先生方からいただきましたご意見を事務局のほう

でまとめてみましたので、ご説明をさせていただきます。 

○太鼓矢課長補佐 正式には議事の記録をつくりまして確認させていただきます。一応口

頭でこんなことが、質疑応答以外で意見としてこういうものが出たということで、大きく

４つというふうに事務局としては認識しております。 

 １つは、数値目標が定められているものについての評価でありますけれども、これは数

値目標についてもう一度よく今までの現行水準、あるいは同様の水準自体がイージーなも

のでないか確認をした上で、やはり２割以上になっていることが確認できたものについて

は、自己評価Ｂであっても、そこについては農林水産省の評価のほうで必要に応じてＡに

繰り上げるということをやってもいいのではないかということが一番最初に出たと認識し

ております。 
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 次に、ＰＥＤの関係でございますけれども、ここについては不可抗力の面もあったり、

外に広げなかったというところもあるのではないか。仮に全体の評価の流れで通報の遅れ

等を勘案してＣになったとしても、ちゃんとその辺は十分フォローアップしてコメントし

た上でやるべきではないか。最終的な判断は国のほうで考えるべきである。そのような意

見をいただいております。 

 あと残土の受入れの関係もこれについてもしっかりコメントなりでフォローしていくべ

きではないかという意見をいただいております。 

 最後に不適正経理でありますけれども、やはりここは△に近い×か、×に近い△かとい

う話がありますけれども、やはり最終的に法人が公表した中間報告の中でプリペイドは中

止するということもあえてあるので、額の多寡とかその辺はあるのかもしれない、農林水

産省として統一的な整理をしなければならないのであれば、その辺も慎重に判断しながら

最終的には判断ということで評定をするのが適当ではないかというご意見で、大きくはこ

の４つがご意見だったと思いますけれども、ほかに何か補足というのがございましたら、

この場で付け加えるなりしたいと思います。 

○菊池畜産技術室長 いかがでしょうか。大体今のようなご意見のまとめ方でよろしいで

しょうか。 

○太鼓矢課長補佐 正式には議事内容を数日にはまとめまして、各先生方に議事の記録と

して送りますので、その中でテイクノートをさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

○菊池畜産技術室長 今、まとめましたこの４点のほかにも委員の先生方から日ごろのこ

の業務の実施に当たりまして、いろいろなご意見をいただいたところでございますので、

そういったところはまた今後のセンターの業務の中で活かしていただければと思います。 

 それでは、議事につきましては以上でございます。 

 今後のスケジュールにつきまして事務局のほうからご説明を申し上げます。 

○太鼓矢課長補佐 今日が26年度の業務実績という話でございまして、非常に先生方お忙

しい中申し訳ございませんけれども、木曜日にまた同じ時間、同じ場所で、今度は第３中

期の４年間で見込みの評価、４年間を見て５年目をやるという見込み評価について同じよ

うな議論というか審議となっております。その後、それぞれ整理しまして、大臣官房のほ

うに上げまして、最終的には月末、８月上旬に最終的な評価書という形で整理させていた

だきます。 
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 とりあえず次回は７月２日、午後１時からこの場所でということになっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○菊池畜産技術室長 大変ご面倒をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後になりましたけれども、家畜改良センターの佐藤理事長からご挨拶をい

ただきたいと思います。 

〇佐藤理事長 理事長の佐藤でございます。家畜改良センターを代表しまして一言お礼を

申し上げます。本日は先生方、ご多忙の中、当センターの26年度事業についてご助言、ご

批評をいただきましてまことにありがとうございました。感謝申し上げます。 

 また、農林水産省の小林課長初め畜産振興課の皆様におかれましては、本部会を開催い

ただきまして心より感謝申し上げます。 

 昨年度の業務実績につきましては、ただいま我々のほうからご説明させていただきまし

てご議論いただいたとおりでございますけれども、自己評価におきまして、Ｃ評価をつけ

ました本所におきますＰＥＤの侵入について、いろいろご意見をいただきました。新聞報

道等によりますと福島県におきまして第１例目の発生ということでありますけれども、

我々６棟あります豚舎のうち、そのうちの１棟のみで発生を留めることができまして、福

島県にその後発生しましたＰＥＤの発生源とはなっていない、地理的にも我々近辺でそう

いうものが発生したことはありませんので、我々のＰＥＤが福島県のよその養豚農家にご

迷惑をかけたことはないと思っております。 

 しかしながら、このＰＥＤを発生させましたことは非常に責任を感じておりまして、そ

ういう認識で自己評価としてＣをつけさせてもらったわけであります。その辺ぜひご理解

いただきたいと思っております。 

 今後も全役職員が気を引き締めまして、防疫対策、これは非常に難しい問題であります

けれども、さまざまな感染症がありますけれども、それに対する防疫対策の強化を図って

いきたいと思っております。 

 今日、いただきましたご助言に対することはもとより、より一層効果的な業務運営に努

めてまいりたいと考えております。引き続き、何卒よろしくご指導をお願いいたします。

本日は貴重なご意見をいただきましてどうもありがとうございました。 

○菊池畜産技術室長 それでは、委員の皆様方には大変長時間にわたりまして、ご審議い

ただきましてありがとうございました。多大なるご協力をいただきまして、時間内に終え

ることができました。 
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 予定の時間となりましたので、これで農林水産省独立行政法人評価有識者会議の家畜改

良センター部会を終了させていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

午後 ４時２８分 閉会 


