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午後１時００分 開会 

○菊池畜産技術室長 皆様、大変お疲れさまでございます。定刻になりましたので、ただ

いまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議、今回第２回目になりますけれども、家

畜改良センター部会を開催させていただきます。 

 有識者の委員の皆様、また家畜改良センターの役職員の皆様方におかれましては大変ご

多忙のところ、また、週に２回もご足労いただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日も前回と同様、私のほうで進行させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、座って進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、会議に入ります前に、開催に当たりまして、畜産振興課長の小林からご挨拶

を申し上げます。 

○小林課長 今、進行のほうからもお話ありましたが、週２回もお出ましいただいてあり

がとうございます。 

 今日はご案内のように、この家畜改良センター、中期目標管理型の独立行政法人と位置

づけられていまして、この中期目標期間の見込み評価ということで、前回の単年度評価と

はまた別な視点で、長い目でみて評価をいただくということになっております。 

 私どもの段取りとしてはというか、この制度としては、まだ今中期目標の期間はこの来

３月まで残っているわけでございますが、ここで仮の評価、見込みの評価をしまして、そ

れに基づいて次の予算、事業計画に反映させる、こんな段取りになってございます。ある

意味、５年間の評価をしていただくことでございますけれども、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

 参考までに、この５年間は、この家畜改良センターが果たす役割である家畜の改良部門

ということですが、どんな期間だったということを振り返ってみますと、５年間のスター

トは23年の４月からスタートするわけですが、その１年前には私どもにとっては強烈な記

憶が残っておりますけれども、宮崎県の口蹄疫というのが、２回目の口蹄疫が発生しまし

て、30万頭という大きな地域丸ごと、その家畜を殺処分するというような大事件が起きて

おります。23年４月からのこの中期目標期間に入りますと、それを受けて家畜伝染病予防

法が大きく改正されました。その後も、鳥インフルエンザなどの伝染病、主にウイルス性

の伝染病というのがかなり猛威を振るっているというところでございます。あわせて、こ

の前もご案内しましたけれども、豚においても新しいタイプのＰＥＤが猛威を振るったと



 2 

いうような状況でございます。 

 もう一つ、この年はスタートの１カ月前、23年の３月にはご案内のように地震がありま

して、原発事故というのが大きく響いた年でございました。私どもの畜産の世界であって

は、土壌が放射性物質で汚染される、餌の問題が出てくる、あとは、もう福島そのもので

いきますと、家畜が避難、警戒区域内で解き放されるということで、放れ畜というような

問題もございました。後でご案内あると思いますけれども、家畜改良センターはそういう

ものの収束に、かなり人的な支援というもので貢献してきている次第であります。 

 もう一つご紹介しておきたいのは、この５年間は私ども畜産全体にとって結構大変な年

でありました。この５年間の前にはリーマンショックというのが平成20年の９月だったで

すかね、その前はすごい世界的に景気がよくて、トウモロコシに投機的資金が流れ込んで

すごい高くなると、畜産のコストというのは６割、７割がそういうトウモロコシを中心と

する餌でできておりますので、それが高くなると非常に困る問題であります。ところが平

成20年９月のリーマンショックで一旦暴落します。その後安定していたわけですが、この

中期目標の期間に入りますと再び高騰し始めるという状況がございました。どちらかとい

うと構造的な問題を抱えておりまして、新興国、中国などが猛烈な勢いで買い始める、そ

ういうような背景がございます。私ども今まで、飼料高騰ということで、平成20年の先ほ

どのリーマンショックの前までは平成の畜産危機などと呼んでいたのですが、それを上回

る価格ということで、26年７月には過去最高の配合飼料価格を記録したというようなこと

であります。今は少し落ちついてはいますけれども、構造的にはやはり高値というものが

続いておりまして、私ども行政としては、いろんな面でこの行政のあり方というのを見直

すきっかけになりました。家畜改良センターの中でも、家畜の改良をどういうふうに見直

すかというところにも、大きく餌という問題がのしかかって、これからの改良の方向とい

うものを反映されているところであります。 

 そのような５年間、衛生の面、またはそういう餌の面ということでご紹介いたしました

けれども、この中で家畜改良センターは何をやってきたかと、そういう視点でも、今日の

お話を聞いていただければと思います。 

 今日はまたちょっと長い時間になりますけれども、ひとつよろしくお願いいたします。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料のほうの確認をさせていただきたいと

思います。事務局のほうから、確認をお願いいたします。 
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○太鼓矢課長補佐 それでは、資料の確認ということで、資料配布一覧に書いてあります

とおり、本日ちょっと資料が多くなっております。 

 資料１、議事次第。資料２、出席者名簿。資料３、家畜改良センターの業務評価のスケ

ジュール、１枚紙でございます。それと、あと資料４、きょうのメインの説明の資料にな

ります、第３中期目標期間業務実績見込報告書。あと資料５、非常に厚いものになってお

りますけれども、事業の概要。資料６、自己評価書。資料７が財務関係の資料でございま

すけれども、23年度から26年度までの財務関係資料が７－１、７－２、７－３ということ

で４種類用意してあります。あと、資料８の関係でございますけれども、資料８の１と２

は前回と一緒でございまして、豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生と、あとは不適正な経理処

理事案に関する関係資料というのが資料８－１と８－２でございます。資料８－３が新し

いものでありまして、外部支援の実施状況と、あと資料８－４、これもちょっと評価に与

える影響ということで、８－１から８－３の概要を整理したものが８－４として今日新た

に用意しております。参考資料１、２、３につきましては前回と同じでございます。 

 以上でございます。 

○菊池畜産技術室長 不足等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、引き続きまして、本日のご出席いただいている方々のご紹介でございますが、

前回と同じ方々、本日ご出席いただいているところでございますので、資料２の出席者名

簿がございますけれども、そちらのほうでご確認をいただきたいと思います。 

 また、家畜改良センターからは、監事といたしまして、本日は佐藤監事にご出席いただ

いております。 

○佐藤監事 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○菊池畜産技術室長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日は第３中期期間の見込みの評価ということでございます。これの家畜改良センター

側から提示されました自己評価につきまして、ご意見を賜りたいと思います。 

 進め方でございますが、前回と同様に、資料４を中心にご説明をさせていただいて、ま

た前回と同様、資料４でいいますと第１の１と２、３につきましては後で会計のほうと一

緒に説明させていただいて、第２の１、２、３の飼料作物の種苗の検査、ここまでを通し

て説明いただき、質疑を一旦させていただきたいと思います。続きまして、第２の４、調

査研究から、８の人材・資源を活用した外部支援、ここまでを一括してご説明いただき、

質疑をいただき、最後に第３、予算、並びに第４、第５、第６、第７のその他業務運営に



 4 

関する事項、ここまでを一括してご説明させていただいて、質疑を行いたいと思います。 

 また、最後に今回のこの評価を検討するに当たってのポイントとなると思われるような

ところを、また事務局のほうからご説明を申し上げた上で、全体的なご意見、討論を行っ

ていただければというふうに考えてございます。 

 それでは、家畜改良センターのほうからご説明をお願いいたします。 

○関企画調整部長 これより説明させていただきます。企画調整部長の関でございます。

本日もよろしくお願いします。 

 では、座って説明させていただきます。 

 では、司会からもご説明ありましたように、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ページをお開きください。第１－１、業務対象の重点化でございます。その

（１）家畜改良増殖業務の重点化、これと、３ページの中ごろにあります（２）飼料作物

種苗の増殖業務、これにつきましては、後ほど改良業務の中で一括説明させていただきた

いと思います。 

 続きましては、４ページに移らせていただきたいと思います。 

 ４ページ、第１－２、業務運営の効率化及び組織体制の合理化等でございます。業務運

営の効率化の中の、家畜等の遺伝資源の活用でございます。ここは先日のこの会合でもご

説明させていただいた遺伝資源の活用のところは、前段のところが種畜の生産・供給がご

ざいまして、後段が先日お話ししました衛生関係でございます。昨年の４月にＰＥＤを発

生させたことを、ここで説明させていただいております。 

 次に移りまして、５ページの一番上でございます、飼料作物種苗遺伝資源の保存。これ

につきましては後ほど改良のところで説明させていただきたいと思っております。 

 次のイ、人材の活用でございます。人員配置でございます。人員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て人事構想会議等の開催によって人事情報を把

握し、適性や能力を反映した人事配置を、計画どおり実施しました。 

 次に（イ）、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

を図るため策定した組織の見直し方針を踏まえ、組織の見直しを計画どおり実施いたしま

した。 

 ６ページに移ります。人材の育成でございます。一般職員につきましては、技術水準、

事務処理能力の向上等を図るため、また、技術専門職員につきましては業務の高度化や専
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門技術の取得を図るため、それぞれ研修を受講させ、免許・資格を取得させました。 

 続きましてウ、土地・建物等の有効活用です。写真による見える化を通じた利用状況調

査等に取り組むなどにより、資産の利用状況の確認を実施し、不要なものを除却処分いた

しました。 

 エ、業務の進行管理です。毎年度、年度計画に対する業務の進捗状況を四半期ごとに点

検・分析を行いました。 

 オ、業務の重複の防止。この（ア）家畜改良増殖業務の重点化、これと次のページ、飼

料作物種苗増殖業務の重点化、これにつきましては、これも改良のところで説明させてい

ただきたいと思います。 

 その次の（ウ）調査研究業務の重点化です。中期計画に基づいて設定した課題について、

調査研究を計画どおり実施しました。また、外部評価委員の意見を踏まえ、調査研究の進

め方を決定しました。また、より研究要素の強い業務は、他の研究機関等に委ね、課題の

重複を排除しました。 

 次の（２）組織体制の合理化・強化です。組織体制の整備、これにつきましては再掲で

すので、説明は割愛させていただきます。 

 ８ページに移ります。イ、要員の合理化です。職員の適正配置を進めたほか、要員の合

理化や計画的な人員削減を行いました。 

 ウ、技術専門職員の人材育成、これ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。 

 エ、飼養管理、飼料生産作業の外部化です。ここにつきましては、家畜の飼養管理、飼

料生産業務等における単純作業につきましては、作業内容を精査し、費用対効果や定年退

職者の状況等を踏まえつつ、外注による外部化を推進しております。 

 （３）ガバナンスの強化・充実でございます。９ページに移りまして、一番上、内部統

制の強化です。 

 その次、（ア）の効果的な統制環境の整備につきましては、業務目標等の周知、職員の

意識調査等を計画どおり実施いたしました。 

 次の（イ）リスクの評価と迅速な対応につきましては、コンプライアンス・業務監視委

員会でリスクの把握・分析・評価を実施し、リスク管理計画を策定するとともに、リスク

の追加、見直しなどを計画通り実施いたしました。 

 次の（ウ）相互けん制機能が確保された統制活動につきましては、方針の策定、職員へ



 6 

の周知、経理事務の相互けん制機能についての点検を行うなど、計画どおり実施いたしま

した。 

 情報と伝達につきましては、次の10ページに移ります。 

 10ページでございます。情報と伝達につきましては、情報管理担当者の更新、必要な情

報のイントラネットへの掲載による迅速な伝達、事故情報の周知など、計画どおり実施い

たしました。 

 （オ）モニタリングによる監視・評価・是正につきましては、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、理事長等に報告いたしました。 

 次のコンプライアンスの徹底、これにつきましては、コンプライアンス推進計画の職員

への周知、リスク管理等についての勉強会の開催等を計画どおり実施いたしました。 

 ウ、監査の強化でございます。監査情報の共有、監査結果及び事務局是正措置状況の相

互評価の実施など、計画どおり実施いたしました。 

 エ、情報開示体制の確立。法令等により公開義務のあるもののほか、各種委員会の審査

結果等について、ホームページに掲載し開示いたしました。 

 11ページに移ります。 

 オ、人員配置の適正化、この部分の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。後段でございます。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、理事長に意見具申しました。 

 カ、事業の内部審査及び評価です。毎年度、第三者を含めた内部業務検討会を本所、各

牧場等で各１回開催し、共通テーマ等について議論を行いました。 

 （４）リスク管理の強化の中のア、防疫対策の徹底です。この部分は先ほどの再掲にな

りますので、説明は割愛させていただきます。 

 次に12ページに移ります。 

 イ、保有遺伝資源のリスク分散、これにつきましては、計画どおり分散して管理してお

ります。 

 ウ、種畜等の受託につきましては、平成23年度に口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ発

生地におけるセンターへの種畜の緊急避難要請を受けた際の協力に必要な条件等を整理し、

受入体制を整えました。今中期目標期間中は種畜の管理や育種資源の保存についての協力

要請はありませんでした。しかし、依頼があった場合には積極的に協力することとしてお

ります。 
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 この受入条件の整理につきましては、センター内部の整理であり、県等にはＰＲしてお

りません。先日の説明を訂正させていただきたいと思います。すみませんでした。 

 次に（５）情報セキュリティ対策の強化でございます。 

 ア、情報システムの適正な管理、情報セキュリティの確保、それと、13ページに移りま

して、規制の周知及び対策の教育につきましては、いずれも計画どおり実施しております。 

 ウ、事故・不祥事の再発防止。これにつきましては、再掲ですので割愛させていただき

ます。 

 以上でございます。 

○犬飼改良部長 改良部長の犬飼です。今日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、第２－１の家畜改良及び飼養管理の改善等について、ご説明させていただき

ます。 

 まずは、乳用牛でございます。17ページをごらんください。 

 全国的な乳用牛改良の推進のための会議などを行いました。これらの会議での議論の結

果も踏まえまして、ＳＮＰ情報を活用したゲノミック評価を25年11月から開始しました。

泌乳持続性の改良のために、遺伝的能力評価について、産次を考慮した変量回帰検定日モ

デルに変更し、27年２月公表分から、これによる評価を開始いたしました。種雄牛の候補

牛の後代検定の推進のための会議などを行いました。候補牛の選定のために高い遺伝的能

力が期待できる候補牛を確保するためのガイドラインを策定するなど、技術的な助言を行

いました。 

 18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、

年度計画どおりこれを行いました。 

 総合指数については、泌乳持続性に加え、繁殖性に関する項目として、空胎日数を組み

入れた新しい総合指数に変更し、本年８月評価からこれによる評価を開始する予定です。 

 評価手法の改善については、既にご説明申し上げたＳＮＰ情報の活用、産次を考慮した

変量回帰モデルの導入を行うなど、制度の構造や新たな評価手法の開発に積極的に取り組

みました。 

 19ページをごらんください。ジャージーの遺伝的能力評価については、定期的に評価・

公表を行いました。 

 ブラウンスイス種につきましては、本年度中に雌牛からの遺伝的能力評価の試行を開始

する予定となっております。  
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 候補種雄牛などの生産・供給のため、ホルスタインの多様な育種素材を導入するととも

に、未経産牛からの採卵技術やドナーの集合検定を用い、泌乳量、体型などの能力にすぐ

れるなど、生涯生産性が高い候補種雄牛の生産・供給を行いました。 

 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、雄子牛や

改良用雌牛を生産し、112頭を後代検定候補種雄牛として供給しました。 

 20ページをごらんください。泌乳持続性にすぐれる改良用雌牛の作出については、ドナ

ーの３産次までの集合検定を行い、改良雌牛を1,043頭作出しました。 

 また、泌乳能力にすぐ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、育種価目標値を上回る遺伝的能力を有する改良用雌牛を1,236頭

生産しました。センターが生産した候補牛をみずから後代検定にかけることや、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いては、民間に移行しました。 

 また、業務の円滑な民間への移行を確保するために、遺伝的能力評価結果の提供を始め

とする技術的助言などを行いました。 

 21ページをごらんください。続いて、肉用牛です。 

 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。 

 広域後代検定の推進については、全国統一基準による遺伝的能力評価を行うとともに、

農林水産省が選定した共同利用種雄牛の精液を32県に配布するなど、広域流通の推進を図

りました。 

 22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いて

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。改

良の基礎情報として、関係機関に毎年提供いたしました。 

 遺伝的能力の評価・公表については、全国データベースに蓄積された情報などから、黒

毛和牛、褐毛和種、日本短角種の遺伝的能力を評価・公表しました。 

 評価手法の改善については、繁殖性については評価モデルを作成し、早熟性及び飼料利

用性については試行に向けた検討を進めました。 

 23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いては、黒毛和種の基礎と

なる４系統群や５つの希少系統を積極的に活用することにより、遺伝的に特徴のある牛群

を維持するとともに、生体卵胞卵子吸引技術などを活用し、後代検定候補種雄牛70頭を供

給しました。 
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 増体性にすぐれる黒毛和種候補種雄牛を生産するため、遺伝子保有確率などを活用して

選抜した40頭の雄子牛の直接検定を実施しました。その１日当たり増体量の平均は目標を

上回る1.16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いては、検討会で

の委員の先生方のご意見も踏まえ、肥育調査を開始し、飼料利用性及び早熟性に係る形質

のデータ収集に着手しました。 

 褐毛和種については、遺伝的に特徴のある牛群を維持し、体外受精技術なども活用して

種畜を生産し、後代検定の候補牛として４頭を供給しました。 

 24ページをごらんください。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、血統的に特徴のある牛群を維持し、育種素材として雌牛

などを供給いたしました。 

 豚です。 

 全国的な豚の改良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、種豚生産のあり方について検討を行いました。 

 種畜供給の重点化を図るため、直接、肉豚農家に種畜を供給する業務は中止し、種豚業

者への育種素材の提供に重点化しました。 

 25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品種の種豚

の評価を毎年４回実施し公表しました。 

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

を今年度中に推定することとしております。 

 優良種豚等の生産・供給については、雌系品種の繁殖性の改良に取り組み、大ヨークシ

ャーの一腹当たり育成頭数がおおむね10.5頭の繁殖能力を有する種豚の作出を目指してお

ります。また、雄系品種の肉質改善に取り組み、ロース芯筋内脂肪含量がおおむね６％の

肉質を有する種豚を作出しました。 

 26ページをごらんください。実験用小型ブタの維持・供給については、造成を完了した

系統を維持し、種豚の供給を行いました。 

 肉豚生産農家への種豚の直接供給は終了しました。 

 鶏です。 

 全国的な国産鶏の改良推進のための会議を開催し、センターが実施する種鶏改良のあり

方について検討し、組み合わせ検定などの業務に反映しました。 
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 種鶏開発の重点化のため、維持する系統の見直しを行い、33系統から31系統に絞り込み

ました。飼料利用性に留意しながら、産卵性や産肉性の向上に取り組みました。 

 27ページをごらんください。卵用鶏の産卵性の改良については、白色レグホーン種につ

いて、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、後期産卵率の育種価を21年度に比べ5.2ポイント改善しました。また、卵質改良

についてはロードアイランドレッド種について、遺伝子解析結果を踏まえながら、肉斑発

生率の低減のための選抜を行いました。 

 肉用鶏の増体性の改良については、白色及び赤色コーニッシュにつて、６週齢時の一次

選抜時の体重の育種価を285グラム改善しました。また、羽装改良につきましては、白色

プリマスロック種について、黒色拡張遺伝子を活用した選抜により羽色の固定を行いまし

た。 

 28ページをごらんください。地鶏や銘柄鶏の生産を支援するため、組み合わせ検定を実

施しました。 

 馬です。 

 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などの業務に反映しました。農用馬について、飼料給与、

飼養管理、家畜人工授精などの技術講習会を行いました。 

 29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、帯広畜産大学の

協力を得て、体型やけん引力を用いた評価方法を開発し選抜に活用しました。 

 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、受胎率

やほ育能力の向上を図るとともに、体型にすぐれたものを選抜し、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いては、ジーンバンク事業により保存に取り組むとともに、

保存会などに対し、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。 

 めん羊・山羊でございます。 

 30ページをごらんください。「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。民間事業者に対して、生体や精液を育種改良素材と

して提供しました。 

 次に、飼養管理の改善でございます。損耗率の低減、受胎率や育成率の向上については、
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各畜種ごとに設定した目標値達成に向けて取り組みました。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。 

 31ページをごらんください。生産コストの縮減のため、生産コストの試算を行い、コス

トの増減要因を分析し、飼養管理の効率化や省力化に努めました。 

 次に、家畜伝染性疾患に対するリスク管理の強化でございます。 

 防疫対策の徹底については、各年度の衛生管理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26年４月に本所地区のＰＥＤの発生を

確認しましたが、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。 

 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。 

 32ページをごらんください。家畜の遺伝資源の保存については、生物資源研と連携しつ

つ、サブバンクとして収集・保存や特性調査を行いました。 

 次に、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厳

格な管理下で、新品種や需要の多い品種系統の増殖を重点的に行いました。 

 生産量の向上については、栽培管理や精選技術の改善に取り組み、５％向上との目標を

達成いたしました。 

 32ページをごらんください。飼料用稲種子の安定供給確保については、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のあった飼料用専用種の

生産を行いました。 

 地域適応性等の検定試験の実施については、毎年60系統以上について試験を実施し、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いては、都道府県などの畜産試験場からデータ

を入手し、データベースを更新し、情報提供を行いました。また、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、生物研と連携し、栄養体保存、種子の再増殖、

特性調査を実施しました。 

 第２－３、飼料作物の種苗の検査でございます。ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく検査及
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び証明については、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を平均で５営業

日内といたしました。 

 34ページをごらんください。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、検査員への必要な技術指導を行う

とともに、高度な技術を要するテトラゾリウム法による検査も実施いたしました。 

 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。 

 それでは、ここまでの間でご質問、ご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○藤川委員 ちょっと教えていただきたいんですが、評価のＡやＢのつけ方として、例え

ば10点中どれが２点とかというふうに決めてあって、それぞれに関して４期間で、ＡやＢ

という評価をし、再度10点中の配分を４期間でし直して、それで全体でＢというような考

え方でやっていらっしゃるということでしょうか。 

○太鼓矢課長補佐 積み上げ方式で、それぞれの小さい項目ごとで積み上げていきまして、

Ｂが標準ですので、これが満点ということで２点で、例えば５項目あれば10点満点という

形になってきますので、そこの中で達成している項目は２点、達成していない項目は１点

を配点するという方式です。 

○藤川委員 前からこのやり方だったんですか。 

○太鼓矢課長補佐 そうですね。 

○関企画調整部長 資料６のところにありますが、各項目ごとに点数をつけております。 

○藤川委員 前からこのやり方でやっていらっしゃるわけですよね。他省庁でも平均値で

全体評価をやるところもあって、じゃあ、５年間の期間があるときに、最初よかったけれ

ど下がっている感じがある、逆に最初はいまいちだったけれども、頑張ってみんなが能力

を集約し経験を積んでいくことによって上昇傾向にあるというのを、通期の平均値をとっ

て同じＢでいいのかというような議論は結構去年ありまして、新しい制度ではそこら辺は

もうちょっと上昇傾向を評価してもいいんじゃないかとかというような意見はかなり出て

きていたんですよね。 

 今回、新制度といいながらも昔の目標が入りこんでいるので、評価は難しいところだと

思うんですけれども、例えばちょっと上がり調子だったら少し評価をよくするとか、そう
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いうところは試みられないのかなと思ったのですけれども。 

○太鼓矢課長補佐 目標の設定のところで、それが変わってきますので。ただ、先ほど先

生がおっしゃったみたいに、ずっとクリアしているようなものについて、もっと上がった

からこれをまたＡにするかどうかという話はありますので、ただ、判定基準だけはできる

だけ今の指針に沿って対応するということです。例えば、数値目標があるものについては

従前の基準では100％達成でＡだったものが今の基準に合わせてＢにする。 

○藤川委員 そこは検討するということでしたよね。 

○太鼓矢課長補佐 ええ。あと、足し上げ計算のところは、そうなると評価項目自体を全

部変えないといけないという話になってきますので、センターの場合はちょっと微妙。27

年度だけの評価項目を設けて、28年度からまた新たな評価項目を設定するということにな

りますので、この点については総務省の定めた目標の指針がありますので、その中で抜本

的に見直していこうかなというふうに考えております。 

○藤川委員 今回はあまりドラスティックに考えずに、まあ少し保守的に。 

○太鼓矢課長補佐 そうですね。今の評価項目でやっていかないとですね、今まで過去３

年間やってきた評価の対象が異なるというふうになってきますので、そういうこともある

ので、そこは…… 

○藤川委員 保守的にやっていらっしゃるということですね。 

○太鼓矢課長補佐 ええ。 

○藤川委員 ランクアップをやろうと思えばできるのかなという気も、しなくはないんで

すけれども、ご姿勢はよくわかりました。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはご質問ありませんでしょうか。 

○野村委員 ４ページのところで、単年度の評価では、遺伝資源の項目の単年度の評価を、

ＰＥＤが発生したということでＣにされていますが、今回の中期の評価ではＢという評価

をされています。これは27年度の評価がＣであるとしても、その以前のところの３年度が

Ａだったということで、総合してＢということですか。 

○太鼓矢課長補佐 自己評価ではそのようになっています。 

○野村委員 最初の３年の評価がＡ、Ａ、Ａときて最終年の評価がＣときたとき、平均し

てみると総合的にＢになるというのではなくて、何かいろいろ考えた上でＢとされている

のでしょうか。 

 私もＢ評価であることに関しては異存はないのですけれども。 
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○太鼓矢課長補佐 一番最後にこのＰＥＤの関係と、あとは不適正経理の案件は、発生し

た時点とその原因があった時点とがあるので、先生方にご意見も伺いながら、どうなのか

なと。業務を達成したというのは、これはいわゆるアクシデントのところですので、必ず

しも、まさにそこがどの時点までさかのぼってあったのかということは、改めて最後のと

ころで、先生の意見をお聞きできればと思っています。 

○野村委員 わかりました。 

○菊池畜産技術室長 それでは、ここはまた後ほど全体のところでご検討いただければと

思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○居在家委員 27ページの肉用鶏のことなんですけれども、また数値目標で申しわけない

んですけれども、計画では150グラム改善するとなっているのが、実際は285グラム改善し

て、大いに飛躍したと書いてあるんですね。これが、いわゆるそのＢなのかＳなのかとい

うのは、積み重ねてきて、こういうのは一気にぽっと上がらないのは存じ上げておりまし

て、そういう計画の中で積み上げられてきて、今こういう数値がぽんと出てきていますよ

というところを、育種ってそういうものですよね、積み重ねですから。それをどういうふ

うに評価されるのか。平均、オーソライズしちゃうとＢでいいのか、あるいはＳでもいい

のか。ちょっとその到達目標として数値にある場合に、それを十分にクリアしているとい

うことであれば、いわゆる達成年度というか最終年度を待たずとも、いい評価を与えても

いいんじゃないかと私自身は思ったんですけれども、こういう育種的な積み重ねの改良効

果はどういうふうに評価されるのでしょうか。 

○犬飼改良部長 評価基準がございますので、評価基準と比較して、その私どもが最終的

な改良として出た数値が120％を上回るようなものが２カ所ありますので、その扱いにつ

いては農林水産省のほうにお伺いをしたいと。 

○居在家委員 ぜひ、お伺いしてみてください。 

○北池理事 先日の会合でも委員の先生からご指摘がありましたので、私ども戻ってから、

定量的な目標を定めているようなものについて確認させていただきました。これからご説

明いたしますけれども、情報提供の回数のようなものでなく今、改良部長から申し上げま

した乳用牛の改良などは確かに目標よりも大きな数値となっております。 

 ただ、私どもは自己評価しましては、基準は変わったんですけれども、これまで100に

なっていればＡという評価だということだったので、それを置きかえてＢの評価とさせて
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いただきました。 

○居在家委員 わかりました。ほかの機関がございますでしょうから、そこと整合性をと

れるように調整していただければというふうに思います。よろしくお願いします。 

○菊池畜産技術室長 センターとしては従前に従って全体をＢと置きましたけれども、そ

の辺は少し評価があってもいいのではないかというような。 

○居在家委員 ほかの機関との関係もございますでしょうから、そこら辺は調整をしてい

ただいて、どういうふうに判定されるのかはお任せいたします。 

○菊池畜産技術室長 また先生方のご意見も踏まえ、全体の評価の仕方も踏まえながら、

また、この水準がどうであったのかということもちょっと検証しながら、検討してまいり

たいと思います。 

 ほかにはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、また何かございましたら後のところでもお受けし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。 

 それでは、続きまして第２－４の調査研究から、第２－８の人材・資源を活用した外部

支援まで、一括してご説明のほうを願いいたします。 

○新川技術統括役 調査研究を担当しております新川です。よろしくお願いいたします。 

 資料34ページからご説明申し上げます。 

 第２－４、調査研究についてでございますけれども、遺伝子解析情報を活用した育種手

法をまずご説明させていただきます。 

 今中期の事業の報告といたしましては、牛肉については脂肪酸組成に関するＦＡＳＮ遺

伝子のｇ.841及びｇ.16024の変異について、その頻度や脂肪酸組成への効果を調査いたし

ました。両変異ともオレイン酸割合をふやす遺伝子型が主流で、候補雌雄牛等を選定する

際の予備選抜の情報の一つとして活用することができました。 

 また、豚の繁殖につきましては、大ヨークシャーを用いた繁殖成績と強い関連性のある

遺伝子多型情報を加味して選抜を実施いたしました。 

 また、鶏の羽色については、地鶏固有の羽色を発現させるために、関連する遺伝子を特

定し、地鶏の羽色の固定化を実施いたしました。 

 次に、35ページをお開きください。食肉、食味に関する評価手法についてご説明申し上

げます。 

 今中期は人の食肉の嗜好を評価する手法を確立することとしており、一連の評価手法を
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確立いたしました。また、食味の評価手法の選抜への利用については、オレイン酸割合と

肉重量との遺伝相関などを検証し、正の相関である結果を得ております。 

 また、食味の評価手法につきましては、牛肉では脂肪量45％程度でオレイン酸割合55％

程度以上で、それから脂肪量45％程度以上でオレイン酸割合が52％程度以上、豚肉につき

ましては脂肪量６％以上が、育種改良の目標値として適当であるということを確認してお

ります。 

 次に、優良な家畜の増殖の実現についてですが、35ページの後段にありますけれども、

今中期といたしましては受精卵の割球分離法を用いた一卵性双子の生産率を向上させるこ

と、これが目標でございまして、従来の２分離による方法による一卵性双生児の生産率は

10％でしたが、今期取り組んだ割球の再構成による方法では一卵性双子の生産率が22％ま

で向上することができました。中期計画にあります平成27年度までの一卵性双子の生産率

を10ポイント引き上げるという、この目標につきましては実現することができております。 

 豚につきましては、35ページの一番下から36ページ、１枚お開きください、36ページの

ほうでご説明します。 

 今中期につきましては、受精卵の凍結技術と非外科的移植技術の実用化を進めることと

しております。事業報告としましては、畜舎内におけるガラス化保存胚が付着した器具を

融解液に入れ、移植器具に装着して行う方法。従来の実験室で行う方法と同様の受胎率で、

より現場に近い形の移植方法を確立できました。また、移植器具の改良などにより、既製

品を使用した場合の受胎率40％から、改良した器具を用いた場合の受胎率が80％と、大き

く向上させることができました。 

 次に、肉用牛の受胎率向上ですが、今中期は26年度までに血液中の代謝物質を指標とし

た飼養管理マニュアルを作成することとしておりますが、事業報告としては黒毛和種を対

象としてＭＰＴを実施し、受胎率が良好となる血液成分等の適正範囲などを明らかにし、

26年度には飼養管理マニュアルを作成することができております。 

 次に、繁殖関連の技術的支援の実施ですが、今中期においては受精卵の割球分離技術を

用いた一卵性双子の生産技術、豚受精卵の凍結技術と、非外科的移植技術等の普及に向け

て、技術的支援を実施いたしました。 

 次に、36ページですが、自給飼料の推進を進める観点から、放牧関連の技術の改善を図

りました。今中期は褐毛和種、日本短角種等の粗放的な放牧関連の技術を活用し、繁殖性、

産肉性等の特性を明らかにすることとしておりました。 
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 事業報告としては、ほ育期・育成期において、日本短角種は粗飼料の利用性が高い品種

であること、粗飼料給与が繁殖性に影響を及ぼさないことなどを確認いたしました。また、

肥育期では成長初期の飼養環境が枝肉重量と脂肪交雑に影響を及ぼさないことも確認でき

ました。このような成果を取りまとめホームページ等で公表しております。 

 次に、37ページをお開きください。特色のある家畜による多様な畜産経営の支援及び飼

料自給率の向上のために、生乳中のたん白含量が非常に多い、そういう特性を持っている

ブラウンスイス種の粗飼料利用性、放牧適性等の調査を行いました。 

 事業報告としては、ブラウンスイスがほ乳期及び肥育期の成長が課題でしたけれども、

ほ乳期に代用乳の量を段階的にふやす強化ほ乳によって発育性が改善することを確認でき

ました。また、ブラウンスイスの放牧適性を確認するため、ホルスタイン種と比較し、放

牧地での食草時間や歩行時間などにつきまして、ブラウンスイスがホルスタイン種に比べ

て長いことを確認し、粗飼料適性と放牧適性があることも確認できました。 

 次に、給与方法の改善ですが、今中期では豚、鶏などに飼料用米やエコフィードを給与

した場合の畜産物の特性や給与方法の改善に向けた取組を行うこととしております。 

 事業報告といたしましては、豚、鶏を対象にエコフィードを給与した場合、製品化され

た飼料からユバ製造粕、大豆の絞り粕を乾燥させたものですが、それを10％、過剰生産さ

れた、あるいは売れ残った未利用のモヤシ、これを２％、このようなものにこの程度置き

かえたとしても、繁殖性や生産性に影響を及ぼさないことを確認できました。 

 また、肉用牛への飼料用米の給与につきましては、飼料利用性にすぐれる加温処理をし

た膨潤化処理によった給与方法の有効性を検討してきました。この方法では通常の配合飼

料と比べて摂取量の低下はなく、嗜好性の差がないということを確認でき、発育性、産肉

性において配合飼料と同等の成績を得ることができております。 

 最後に、飼養管理技術の技術的支援でございますけれども、放牧関連技術、ブラウンス

イスの飼養管理技術、エコフィードの給与方法などにつきまして、技術的支援を実施いた

しました。 

 以上です。 

○関企画調整部長 では、続きまして、37ページの後段でございます。第２－５、講習及

び指導についてご説明いたします。 

 成果等の情報提供でございますが、各種調査等の成果について、毎年度目標を上回る、

平均141件の情報を提供いたしました。 
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 38ページをお開きください。技術の普及指導の中の家畜の飼養管理技術等の普及でござ

います。これにつきましても毎年24回以上実施するとの計画につきまして、目標を上回る

32回の展示等を実施したところでございます。 

 次に、センターが実施する研修です。 

 そのうちの（ア）酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修です。酪農ヘルパー、畜産

環境保全のための研修、そしてその他の研修を合計で79回実施いたしたところでございま

す。また、研修内容を習得したと評価された受講者につきましては、いずれの研修でも目

標の80％以上ということでございます。 

 次に、生産現場技術の研修につきましては、各種会合等でのニーズ把握、情報収集を行

い、ニーズの高い内容の研修への重点化を図り、毎年目標の10回以上、年平均19回開催し

ました。26年度までの実績では19回でございますが、目標以上の回数を開催したところで

ございます。 

 39ページに移ります。免許取得講習会の開催です。これにつきましても計画どおり、家

畜人工授精師等の免許取得のための講習会を毎年開催いたしました。 

 続きまして、ウの中央畜産技術研修の実施でございます。農林水産省が策定する計画に

基づき開催いたしました。また、研修環境についての満足度調査では、80％以上で満足と

なっております。 

 次に、エ、民間機関等の個別研修の受け入れ。その（ア）個別研修の受入でございます。

個別の研修生を可能な限り受け入れ、満足度を80％にするというのが計画でございますが、

26年度までに延べ469名を受け入れ、研修内容について満足とする評価の割合が90％を超

えております。 

 続きまして、（イ）講師の派遣でございます。26年度までに延べ424名を派遣しており

ます。 

 また、次の研修施設の提供でございますが、関係団体等、民間機関等に対しまして情報

を提供し、合計54回提供し、研修施設の利用率の向上を図ったところでございます。 

 40ページに移ります。（３）海外技術協力でございます。 

 ア、ネットワークの構築によるニーズの的確な把握につきましては、帰国研修員を対象

としたアンケート調査を毎年度行い、ニーズの的確な把握を行いました。 

 次にイ、専門家の派遣でございます。延べ３名の長期専門家、６名の短期専門家及び３

名の調査団員を派遣いたしました。 
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 ウ、研修員の受け入れでございます。独立行政法人国際協力機構等からの要請に基づき

まして、集団コース122名、国別研修員163名を受け入れました。また、研修内容及び研修

環境の満足度調査等を行い、研修内容や研修環境を改善いたしました。 

 41ページに移ります。 

 人材育成でございます。これにつきましても計画どおり、人材リストの作成、長期・短

期の海外派遣、語学研修のための取組を行い、人材育成を行いました。 

 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についてでござ

います。 

 種畜検査員の確保につきましては、家畜改良増殖法に基づく種畜検査を的確に実施する

ため、種畜検査委員を130名確保しました。現在、本年の定期検査を実施中でございます。 

 また、同法に基づく農林水産大臣の指示による立入検査が速やかにできるよう、総勢で

20名の職員を確保しました。27年度中に１件の立入検査の実績がございました。 

 42ページをごらんください。 

 種畜検査の都道府県の移管に係る協力・支援については、農林水産省の指示により、検

査頭数のデータの提出などを行いました。 

 種苗法に基づく指定種苗の集取、検査をし、結果を業者に通知しました。 

 種苗法に基づく検査員の確保については、10名以上の検査員を確保しました。 

 カルタヘナ法に基づく立入検査のために、10名以上の検査員を確保しておりますが、今

まで実績はございません。 

 以上でございます。 

○白戸個体識別部長 牛の個体識別関連の報告をいたします。個体識別部長の白戸です。

よろしくお願いします。 

 42ページをごらんください。牛の個体識別につきましては、法律に基づく農林水産大臣

からの委任を受けた事務を中心に行ってまいりました。43ページから実績を書いてござい

ます。 

 台帳の作成及び記録に関する事務では、４年間の年平均1,132万件の情報を台帳に記録

しております。出生、輸入が１日当たり約4,000件、転入または転出が１日当たり２万

4,000件、死亡またはとさつが１日当たり4,000件というような状況でございます。 

 イの台帳の記録の保存に関する事務につきましては、死亡またはとさつを記録した牛に
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つきまして、年平均で140万頭分を保存しております。 

 ウの正確な記録を確保するために必要な措置につきましては、期間中、農林水産大臣か

らの職権による通知を受けて、年平均約2,000頭ずつ、記録の修正を行いました。 

 エの規定に基づく修正請求の申出に関する事務です。年平均で約７万9,000件の修正請

求を受理しました。修正請求については確認を行い、書類を画像データとして保存すると

ともに、確認が済んだものについては７万7,000件の記録の修正または取消を行いました。 

 オの台帳に記録された事項の公表です。これにつきましては、インターネットを通じて

情報検索サービスを提供し、定時的に公表しております。これについては44ページ上のほ

うに実績がございます。１日当たり約13万4,000頭の検索に応じております。 

 カの転入・転出等の届出に関する実績です。年平均で約1,175万件の届出を受理してお

ります。届出を受理して、エラーのチェック等を行い、それについては牛の管理者等に提

供するなど、計画どおり実施いたしました。 

 あと、キの個体識別番号の決定及び通知に関する事務につきましては、年、約131万頭

分の出生牛そして輸入牛についての番号を決定し、通知いたしました。 

 ここからが、大臣からの委任事務以外の情報提供等になります。 

 牛個体識別システムの利便性向上に取り組むといたしまして、関係者からのアンケート

や会議等での意見等を採用した改善を行いました。 

 44ページ中段より下の説明のところをごらんください。①としましては、23年度にアン

ケート調査を行っております。その結果等を踏まえて、②のところにあるように、24年度

に「牛個体識別台帳電算システム開発改修計画」を策定いたしました。 

 ③、この改修計画に基づき順次対応できるものからシステムの開発・改修等を行うこと

としまして、これまでに日本ホルスタイン登録協会が行っている血統登録等を簡便に行え

るようなデータリンクシステムを開発いたしました。（イ）にありますように、多頭数の

入力・届出が可能、また、タブレットやスマートフォンでも届出ができる仕組みとして

「届出Ｗｅｂシステム」を開発し、運用しております。（ウ）のところで、これは一般の

管理者、利用者等には直接わかる部分ではないんですけれども、かなり蓄積されたデータ

が肥大化しておりましたので、そのデータベースの構成を見直し、26年度にデータベース

の刷新を行いました。27年度、今年度につきましては、その刷新したデータベースをもと

にシステムの再構築に本格的に着手することとして、現在動いております。さらなる利用

者の利便性や正確性を期すために、電子的な届出手段の推進を目指して関係者に働きかけ
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を行っているところです。 

 あと、一番下の④としまして、東日本大震災に伴って原子力発電所の事故がございまし

た。その警戒区域の牛の把握、あるいは高濃度セシウムの稲わらを摂取した牛の確認がで

きるようにというようなことで、牛肉の放射性物質に関する検索システム、警戒区域内の

牛の検索システムを短期間で構築して提供いたしました。 

 あと、一番下の牛の月齢確認システムといいますのは、ＢＳＥの検査対象あるいは特定

部位の除去が月齢で区分されておりますので、それを簡易に検索できるシステムをホーム

ページ上で提供しております。 

 45ページでございます。 

 個体識別情報の有効活用についてです。行政施策の適正な執行や畜産経営の高度化、畜

産物の適正な流通等に資するため、データベースに蓄積されたデータのさらなる有効活用

を図るとして取り組んでまいりました。 

 説明の①にありますように、事務手続の簡素化を行いまして、都道府県等の契約を簡便

化し、利用者の利便性向上を図りました。あと、②にありますように、いろいろ提供情報

のリクエストがございますけれども、それを迅速に抽出できるようにデータ抽出プログラ

ムを作成しまして、そうした実際にこういうメニューがありますというようなパンフレッ

トをつくって宣伝し、ご利用いただいております。同様に各種会議等におきましても情報

提供にかかるＰＲ活動を行い、新たな利用者の開拓に努めました。④のところにあります

ように、イントラネットを用いた情報提供では、コンサルタント会社あるいは畜産関係団

体に新たな情報提供の契約をして、恒常的にデータを提供しております。（イ）にありま

すように、ＸＭＬ形式でのデータ提供の契約も行いまして、牛肉流通業者あるいはイオン

等の販売業者のプログラム利用に提供しております。あと、（ウ）にありますように最近

ふえてまいりました動産担保融資、牛を融資の担保にしている場合の金融機関へ、在庫状

況の確認のために牛の飼養状況を情報として提供しております。あと、⑤としまして、原

発事故に伴う被災地域での飼養状況について、関係各県に提供するとともに、畜産農家等

が東京電力に賠償請求をする際の証拠書類として、個体識別データを提供いたしました。 

 計画期間中における情報提供実績は、年平均で農家戸数にすると延べ10万弱、頭数にし

まして1,074万頭となっております。ただ、平成23年度は牛の延べ頭数として686万頭だっ

たものが、平成26年度には1,460万頭と、まだまだこれから拡大できると思っております。 

 次に、緊急検索体制の構築につきましては、農林水産省からの家畜伝染病発生時等の検



 22 

索依頼に備えまして、体制を整備いたしました。職員の研修を行うとともに、机上演習を

行い、スキルアップを図っております。 

 東京電力の原発事故に伴い、原発事故周辺地域の繋養牛リストとして、農林水産省に報

告もしております。 

 最後になります、牛以外のトレーサビリティ導入支援についてです。今期、牛以外、豚

と鶏のトレーサビリティ、生産段階でのトレーサビリティ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、まず民間事業者８事例の調査を行いまして、問題点あるいは留意点

等を取りまとめ、それをもとに生産者、流通業者、消費者等を交えた検討会を開催いたし

ました。岡崎牧場、兵庫牧場で実際の種鶏のトレーサビリティシステムをモデル構築しま

して、それをホームページ等で公表するというような取組をしております。 

 豚につきましても、民間事例10事例の調査を行った上で、メリット、留意点等を取りま

とめました。この後、日本養豚協会が豚トレーサビリティに関する事業を25年度から開始

いたしましたので、そちらの検討会、検討に加わる形で生産段階のシステム導入を支援し

ております。 

 個体識別に関しては以上です。 

○関企画調整部長 では、続きまして、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、私から説明させていただきます。 

 まず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。

ここにありますとおり、緊急支援に関する考え方というものを取りまとめるとともに、机

上演習を実施し、連絡体制の整備を行いました。また、作業マニュアルの整備等も行いま

した。 

 説明のところでも、若干④のところに書いておりますが、前回もご説明申し上げました

が、平成26年４月に熊本県球磨郡で鳥インフルエンザが発生しました。また、27年１月に

岡山県笠岡市でも鳥インフルエンザが発生しました。それぞれの発生に対しまして、農林

水産省からの要請に基づき、延べ40名の職員を派遣したところでございます。 

 続きまして、（２）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

援でございます。農林水産省等からの要請によりまして、口蹄疫支援といたしまして、優

良家畜を提供するとともに、東日本大震災関連の支援としまして、粗飼料の提供、放れ畜

の捕獲作業等への職員派遣をいたしました。 
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 ここを若干ご説明させていただきますと、口蹄疫の発生はこの中期の前の年でございま

した。その翌年、平成23年度に、説明の①に書いておりますけれども、宮崎県に対しまし

て乳用牛18頭、肉用牛２頭、豚40頭を、高能力な家畜を生産するためのものということで

提供しております。また、23、24年度におきましては、大震災または原発事故の関連で幾

つか行っています。１つ目が旧警戒区域、原発から20キロ圏内ですけれども、そこにあり

ます放れ畜、もともとそこで飼われていたんですけれども、そこの飼養者が避難されたた

めにやむなく放してしまった牛でございます。これの状況調査ですとか、または捕獲作業

等に、延べ1,978名の職員を派遣したところでございます。 

 また、ｂのところは先ほど個体識別部長から説明をしたところでございます。いろいろ

な個体識別情報を活用しましたシステムの改築等々を行いまして、放射性セシウムに汚染

された牛肉の流通をとめる、いろんな意味でとめる、または消費者に対する安心を与える

ということで、いろいろ貢献したところでございます。 

 それと、③のところは粗飼料の提供でございます。23、24年度におきまして合計で

1,128トンの粗飼料を提供しております。 

 また、ｂのところですけれども、福島県内で飼養継続が困難となった羊、これを一時的

な飼養管理を行うということで私どもの施設をお貸ししたところでございます。 

 ｃのところになりますが、24年度になります。原発事故が一通り過ぎまして、今度除染

という作業が始まったところでございます。このときに除染を行う際に必要だったプラウ、

これが全国で必要になりました。それで不足したことから、岩手県の公社さん、それと福

島県内の農協２カ所に対しまして、合計９台のプラウを貸し出したところでございます。 

 ⑤は、今も行っておりますけれども、私どもセンター本所の地元でございます、西郷村

からの要請によりまして、除染作業に伴って発生します残土等の仮置場、このために用地

の一部をお貸ししているところでございます。 

 （３）種畜等の受託管理、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。 

 （４）技術開発への協力でございます。大学等の外部機関が行う技術開発・調査に当た

って、要請があった場合はセンターが有する家畜・施設・情報等を提供するなど、積極的

に協力したところでございます。また、加えまして東京電力福島第一原発事故の際にも、

国、県などの行政からの緊急調査依頼等に迅速に対応したところでございます。 

 また、次の委員会への協力でございます。各種委員会の委員等への委嘱の要請に応じま

して、26年度までに延べ990名が対応したところでございます。 
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 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、ただいまご説明いただきました件に関しまして、ご質疑をいただきたいと思

います。お願いいたします。 

○太鼓矢課長補佐 この場は、評価者である農水省のヒアリングも兼ねているので、確認

をさせていただきたい点がありまして、種畜等の受託管理ですけれども、これは23年度に

受入体制を整えていて、24、25、26といわゆる委託はなかったというふうに理解している

んですけれども、今後ともこの辺のニーズというのは、センターとしては底がたいニーズ

があると思っているのかということを、確認したいんですけれども。次の中期目標なり中

期計画の参考にするというヒアリングでもありますので、せっかく整備していろいろ積極

的にやっていただいたんですけれども、実績はなかったということで、どういうふうに分

析されているのか、どなたでも結構なんですが。 

○犬飼改良部長 ここのところは、私から申し上げるのが適当かということはあるのです

が、この中期計画の原案をつくったのは実は私でございまして、当時、念頭に置きました

のが、例えば十勝牧場の待機牛ですね。牛舎とかが事業の見直しに伴って空きますので、

こういったところでの民間の待機牛の受け入れとか、そういったことも含めた、都道府県

以外の幅広い対応を念頭に置いて、規程の原案をつくったものでございます。 

 その後、家畜改良センターと、それから農林水産省の間でのそのコミュニケーションが、

自戒を含めて、若干不足していた部分がございまして、それで初年度から実績なしという

ことで、センターとしては専ら都道府県を念頭に置いたことで実績を整理したものですか

ら実績がなしということになっているのですが、当初その念頭に置きました十勝のその待

機牛舎の活用とか、そういったことはなされておりますので、もう一度中期計画の内容と

を、確認をして調整をすることによりまして、現在ここに実績がないとなっているんです

けれども、そういった当初念頭に置いたことを引き続き計画としてセンターのミッション

として課すのであれば、対応をしているし、できるという考えでございます。 

○太鼓矢課長補佐 ありがとうございます。 

 あともう一つ、これはむしろ先生方のほうに、ご意見を伺えればと思っているんですけ

れども、個別研修の関係でいろいろと努力していただいて、39ページとかありますけれど

も、団体とか都道府県の方の個別研修が多いというふうに思っているんですけれども、い

わゆる大学もだんだん大家畜、特に牛等を飼うのが難しくなっている中で、次の中期を考
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えるときに、この辺はもっと積極的に打ち出せるような余地があるかどうか。大学のカリ

キュラムの中に少し入るような形で、もちろん防疫とかその辺も注意することは十分必要

なんですけれども、例えば牛とか乳牛とか、畜産系、獣医系の学校でもなかなか数を飼う

ことができなくなってくると。その辺を個別研修という形で今後の見通しがあるのかどう

か。これは逆に大学の先生方が、委員さんがおられますので、次の我々がいろいろ業務、

事業の見直しを考えたときに、ご示唆いただければ幸いなんですけれども。 

○居在家委員 では、私のほうから。現実的に盛岡、岩手の改良センターを使わせていた

だいております。実は大学のほうで牧場、畜産関係の牛舎が閉鎖になりまして、大学から

は随分遠い御明神という雫石町の山の中に１カ所あるのみです。そこも非常に施設が古く

て、また、冬期間、そこで学生の実習を行うことが不可能に近いと。あと、雫石町が土砂

崩れがあったんですね、大雨で橋が流されてしまいまして。いろんなことがあってみると、

やっぱり大学から近いということで今、獣医学科と畜産学科、動物生産、両方とも使用さ

せていただいております。当然使用料は発生するわけで、それは大学のほうでお支払いし

ていただいております。これからますます大学のほうも、特に盛岡も都市近郊ではないん

ですけれども、周りは全部住宅地なものですから、なかなか実は病院を改築したときに牛

を飼おうとしたら、ままならんということで、病畜ということで数頭だけ、２頭分だけ認

めていただきました。変わっちゃったんですね。周り何もなかったのが今は住宅地で、だ

からということで今、大学の中では病畜を主に、あるいは普通の経産だけれど２頭だけ飼

っている状況で、基本的には改良センターのほうのお世話になっております。 

 これからもぜひ協力関係をしていただいて、学生にもぜひ、いい機会でありますので、

なかなかこういういい環境のところを学生に見せられないものですから、岩手の学生さん

は非常に有意義に感じているんじゃないかなというふうには思います。 

○太鼓矢課長補佐 それではその辺のニーズはだんだん大きくなっているというふうに理

解してよろしいのでしょうか。 

○居在家委員 はい。獣医学研究科は今、農工大と今連携して実質的に一体的に経営して

いるわけですけれども、やっぱりそこでも農工大、都市部の学生は、岩手以上に都市部の、

特に東京近郊、東京の中は今度、総合臨床実習という形で単位数が大幅に増えます。でも、

そこはＮＯＳＡＩとかそういうところを主にして、あくまでも改良センターは基本的な実

習の場というふうに思っています。そのほうが何か継続して、いい意味での牛の見方を最

初、享受するには、やはり基本的なところをしていただくというのが一番よくて、そうい
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う意味では動物科学の先生方も、あるいは私たちも含めて非常に感謝していますので、ぜ

ひ継続していただければと思います。 

 あと、解剖実習なんかでも全部改良センターのほうから払い下げていただいております。

払い下げというのかな、購買しております。 

○太鼓矢課長補佐 ありがとうございました。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。 

 それでは、ほかにはございませんでしょうか。 

 それでは、なければ、次に入りますとまたちょっと長くなりますので、ここで一旦休憩

をとらせていただきたいと思います。 

 あの時計で30分ですかね、２時30分に再開をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

（休  憩） 

○菊池畜産技術室長 それでは、議事を再開させていただきたいと思います。 

 続きましては、先ほど途中飛ばしました第１－３の経費の削減の関係、それから第３の

予算から第４、第５、第６、第７、その他省令で定める業務運営に関する事項、ここまで

を一括してご説明をいただきたいと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

○髙柳理事 総務担当理事、髙柳と申します。よろしくお願いします。 

 最初に、説明の前に１点おわびとお願いでございまして、今、別途、休憩の時間にこう

いう１枚紙が配られていると思いますが、こちらについてご説明したいと思います。 

 前回、月曜日に藤川委員からご指摘いただいたんですけれども、めくっていただきまし

て反対側のページでございますけれども、４番というふうに今書いておりますけれども、

実は月曜日段階でこれは３番までしか書いていなかったわけでございます。その際、藤川

先生のほうからは、総務省のひな形では４番の下の見直しがあるはずだけれども、そこは

どうなっているんですかという質問をいただいたわけでございますけれども、実は本当に

私どものミスでございまして、ひな形にはちゃんと４番と書いてあったんですが、４番を

見過ごしてしまいまして、本当申しわけありません。 

 ちなみに、もう一回めくって、１番を見ていただきたいんですけれども、１番の真ん中

辺あたりには「なお」とありまして、当該事業年度の４牧場の資産の活用状況等について

現地で監査を実施したというふうに書いておりまして、少なくとも監査をしているわけで
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ございます。 

 それに対しての意見について書いていなかったというだけでございまして、中身として

は別に何ら変わっていないわけでございますが、単にひな形を読み忘れたということでご

ざいます。 

 佐藤監事からは署名、印鑑は既に出し直していただいているんですけれども、小谷監事

が今週沖縄に出張しておりまして、今週にはまだ署名、印鑑が間に合わなくて来週になっ

てしまうわけでございますけれども、先生方には申しわけないんですけれども、来週には

原本をつくりまして、それでもってこの監査報告につきましては差しかえをお願いしたい

ということでございまして、本当に申しわけありませんでした。お願いいたします。 

 では、資料に戻りまして、説明いたします。 

 資料の13ページをごらんください。１－３でございますけれども、経費の削減でござい

ますけれども、まず運営費交付金でございますけれども、一般管理費につきましては人件

費を除いて３％、業務経費につきまして１％の抑制をしてきているわけでございます。 

 イの財務分析につきましては、きちんとやっているということでございます。 

 14ページをごらんください。②でございますけれども、電力使用量につきましては、最

近はその電気代、単価が上がってしまったものですから、金額からすれば残念ながらもう

非常につらい状況でございますけれども、使用量自体に限って申し上げますと、この５年

間でかなり量は減ってございまして、私どもで経費の削減は努めているというふうに考え

ております。 

 ウの中央畜産研修施設でございますけれども、これにつきましては政府の決定、方針に

基づきまして、平成21年度から平成26年までの間につきましては民間事業者の委託を行っ

たわけでございます。委託の結果も基本的にはいいということがございまして、④に書い

てございますけれども、今年度につきましてはセンター独自に委託を指名してきていいと

いうことでございます。 

 エの人件費でございますけれども、①でございますが、平成23年においては、政府の人

件費の削減の関係で、17年度比で６％削減目標となりました。23年におきましては6.2％

ということでございまして、目標どおり達成しているということでございます。 

 ②でございますが、ラスパイレスとしては26年度95.0ということでありまして、問題な

いというふうに考えております。 

 15ページでございますけれども、アの経費の削減でございますけれども、②に書いてお
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りますけれども一般競争可能なものにつきましては随契をやめまして、一般競争に回して

きております。23年度には33件随契はありましたけれども、26年度につきましては９件ま

で減少しているということでございます。また、内容につきましてもホームページ等で公

表しているところでございます。 

 イの調査研究の物品調達等でございますけれども、①ＤＮＡシーケンサーにつきまして

は、仕様書の見直しを行っているとか、あるいは②にありますとおり、シンチレーション

につきましてはリース方式を行って経費の節減を図っているということであります。 

 ウの密接関係法人はうちにはございません。 

 エの関係でございますけれども、種子の関係でございますけれども、きちんと説明会等

を行って配布しているということでございます。 

 16ページをごらんください。 

 アの自己収入でございますけれども、月曜に申し上げていましたとおり、この５年間も

そうでございますし、第２期から比べても第３期全体としても自己収入につきましては増

えているということでございまして、量もそうでございますし、たまたま単価も恵まれて

いるところがありますし、一方では場所等につきましてもきちんと分析いたしまして、な

るべく高いところで売るとかいったこともやっているということでございます。 

 イの監査の関係につきましては、再掲でございます。 

 知的財産の関係でございますけれども、保有する目的、あるいは経費については今後も

十分に節減を図っていきたいというふうに考えております。これまでもそういうふうに努

めてまいりました。 

 続きまして、ページが飛びまして、第３が48ページでございます。第３－１でございま

すけれども、財務内容の改善というふうになっておりまして、②に書いておりますけれど

も、運営費交付金につきましては26年度までに286億円、また27年度につきましては73億

円いただいております。施設整備補助金につきましては１億4,800万円いただいておると

いうことでございます。一方、受託収入につきましては４年間で８億1,000万、26年度に

つきましても額が増えているということでございます。 

 一方、業務経費につきましては、節減を図っているということでございまして、職場競

争的予算につきまして、重点的に配分するといったこともやっているわけでございます。 

 第３－４の自己収入につきましては、これは繰り返しでございます。中身については既

にご説明しているとおりでございます。 
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 49ページは、再掲となっておりますので、50ページをごらんください。 

 50ページの（２）の資産の貸付でございますけれども、月曜日にもご指摘があったとこ

ろでございますけれども、①保有資産の貸付につきましては、まず、独法の見直しの閣議

決定に基づきまして、家畜改良事業団でございますけれども、ここは私どもがやっている

個体識別業務の関係でしておりまして、この事業団のほうで一つにはその耳標、耳の耳標

の配付をやっております。また、農家への取組を支援するプログラムをやっておるところ

でございます。私どものセンターにおきましてはその個体識別業務本体をやっておるので

ございますけれども、この事業団と私どもも、そういった意味で個体識別、牛肉トレーサ

ビリティにつきまして、実は密接な関係にあるわけでございます。その両者が密接に関係

してやっているということから、かつては実は無償貸付をしていたわけでございますけれ

ども、閣議決定において、適正価格による貸付にしなさいということでございます。数字

が書いてございません、申しわけありませんが、土地では697平米貸しております。建物

では436平米貸しております。実はもう建物１棟みたいな形でございますけれども、それ

を現在、年間で154万円で貸付を行っているわけでございます。 

 一方、ジャパンケネルクラブ、これは23年度からやっております。ここも先般ご指摘が

あったところでございますけれども、大震災がありまして、その関係で災害犬を訓練する

というニーズが増えてきたわけでございます。その結果、敷地としてうちの土地を貸して

ほしいという話があったわけでございまして、公共性は十分あると。また、もともとがそ

の土地というのは雑種地でございまして、実は価値が全くない土地でございますけれども、

現在はその１ヘクタールという小さい規模でございますけれども、もともとその雑種地な

ものですから単価は非常に安くて、年間貸付を20万円という非常に小さい額でございます

けれども、公共性に鑑み、また一方では、犬とほかの家畜では病気の関係でも私どもへの

侵入のおそれというのはないというふうに判断したものですから、ジャパンケネルクラブ

に対しまして平成23年度から貸付を行っております。この過程では契約監視委員会等にお

きまして先生方にも審査いただいたというところでございます。 

 また、その西郷村の関係でございますけれども、これも大震災の関係でございますけれ

ども、環境省のやっている除染の事業の関係でございまして、現在その西郷村で行ってお

ります牧草ですとか木の葉ですとか、そういった除染すべきもの全般につきまして、現在

除染作業をしておりまして、中間貯蔵施設が決まるまでの仮置場につきまして、私ども貸

しているわけでございます。現在、40ヘクタール貸しております。もともと私どもの土地



 30 

の中で雑種といいますか、山のほうでございまして、もう既に牧草地にも利用していない、

今となってはもう全くの雑種地のような土地でございますが、そこを中心といたしまして、

現在40ヘクタール貸しております。貸付料、年間770万円を貸しているわけでございます。

これを平成24年度から、環境省の事業が始まってから貸しておるわけでございます。 

 重要な点につきましてその数字が書いていなかったこと、本当に申しわけないと思って

いますけれども、以上、ざっと説明でございました。そういった形で現在貸付を行ってい

ると。いずれも公共性があると、また必要だというふうに考えまして、私どもそういった

貸付を行っているところでございます。 

 第３－７、経理の適正化、これは先般も不適正経理の関係ご説明いたしましたけれども、

一部再掲でございます。いずれにしても経理適正化に努めていきたいというふうに考えて

おります。 

 51ページでございますけれども、短期借入金はございません。 

 重要財産でございますけれども、これも先般申し上げたとおり、岩手の関係で国道の拡

幅に伴って５億6,000万円で売却し、その収入を使って現在、飼料生産の基盤整備等を行

っているわけでございます。 

 第６でございますけれども、積立金というのはございません。 

 52ページをごらんください。 

 施設の整備の関係でございますけれど、①乳用牛でございますが、岩手牧場においてバ

イオガスプラント、②肉用牛について、奥羽牧場で牛舎、③茨城牧場において豚舎、④岩

手牧場におきまして売却収入を使った草地整備等となります。また⑤でございますけれど

も、今年度は茨城牧場におきまして、種豚の豚舎整備等を行っていきたいというふうに考

えております。 

 第７－２、人事でございますけれども、基本はあくまで適材適所ということも考えまし

て、人事交流あるいは人事情報の収集等を行って、適材適所の人事を行っているというふ

うに私ども考えているわけでございます。 

 あと、ウ以下が再掲が続いているわけでございまして、特段、53ページも再掲だと思っ

ております。 

 54ページも、アとイが再掲でございまして、最後、第７－３でございますけれども、積

立金の関係でございます。前年度、第２期の５年間で繰り越した積立金につきまして、各

年度に費用化したものを充当いたしました。26年度までに6.300万を取り崩して費用に充
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当したというふうになっております。今年度も恐らく、しかるべき額を取り崩しがあると

いうふうに考えております。 

 資料のほうは別途、それとは別に第７という番号を振って、第７の１、２、３、４とい

う形で財務諸表を配っているかと思いますが、ちょっとこれ、非常に読みづらい状況で申

しわけないんですけれども、第７の１、２、３、４が23、24、25、26の４年間となってお

りますが、ちょっと便宜的に第７－１の23年度と、第７－４の26年度、この２つをちょっ

と並べて説明したいと思っておりまして、この２つを並べることによって、ちょっとこの

４年間、５年間の状況を説明したいと思いますので、恐縮でございますけれども、第７－

１と第７－４を両方開いていただくよう、お願いしたいと思います。 

 まず、23年度をめくっていただきます。３ページでございますけれども、貸借対照表と

ありまして、資産の部とあります。流動資産合計が17億9,600万円というふうになってお

ります。第７－４のほう、26年度、これは月曜日に説明いたしましたけれども、これが現

在は、同じく３ページ、20億2,700万円となっております。流動資産でございますけれど

も、この４年間で３億円弱でございますけれども増加したわけでございます。増加した理

由で一番大きいのは要するに、これも前回ご指摘があったのでございますけれども、要は

人件費と執行予算が多いものですから、その関係で実は現金部分が増えているということ

から、こういったように流動資産が増えているというふうになっております。 

 ２番の固定資産の関係でございますけれども、23年の真ん中辺、家畜という欄がありま

して、大人になった家畜でございますけれども、この評価額が８億800万円というふうに

なっております。一方、26年度のほうでございますけれども、８億1,000万でございまし

て、多少でございますけれども増えていると。また、その下にありますけれども、家畜仮

勘定でございます。子供の家畜でございますけれども、23年度が12億4,600万円となって

おりまして、26年度は13億1,900万円というふうになっておりまして、親の家畜、子供の

家畜とも、いずれも増えているというふうになっているわけでございます。 

 その一方、全体の固定資産でございますけれども、これはその大きく減っているわけで

ございまして、残りの固定資産はほとんどが政府が出資しました土地ですとか建物、林木

の評価額でございますけれども、この減少が大きいものですから、トータルでは23年度

445億円から429億というふうになっておりまして、この分、減価償却があるわけでござい

ますけれども、評価そのものとしては大きく減っているというふうな状況です。家畜だけ

が大きくは増えているというふうになっているわけでございます。 
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 両方とも４ページでごらんください。 

 今度は流動負債の状況でございますけれども、運営交付金債務でございますけれども、

23年度のほうでは一番上の欄、運営交付金債務でございますけれども、7,300万円と非常

に小さい額であったわけでございます。それに対しまして、26年度のほうは６億6,400万

円となっておりまして、これ全く違った数字になっておるわけでございますけれども、こ

れも実は全く、前回ご指摘があったとおり、要は人件費の残の部分があります。大体26年

度はこのうち、６億6,000万のうち約４億円ぐらいが人件費の執行残と思っております。

それ以外に何があるかと申しますと、一部は施設整備等のお金につきまして、今年度中に

計画的に使おうと思っているものですから、26年度まで使わなかったけれども27年度、今

年度になりまして使いたいと思っている部分があるわけでございます。その分がいずれは

多分、今年度中はかなり消化すると思っていますけれども、ただ、人件費のほうは逆に増

えていくかもしれませんけれども、いずれにしろこの４年間で流動負債の部分についての

運営費交付金についてはこういったふうに額が大きく変わっているというふうになってお

ります。したがって、流動負債合計につきましても、10億5,000万円から16億円と、全く

違った数字になっているというふうになっているわけでございます。 

 固定資産の関係でございますけれども、ここはそれほど、固定負債の資産の見返償却受

取額、これが大きく変わっているものですから数字が変わっているというふうになってい

ます。 

 純資産でございますけれども、Ⅰ番、資本金でございますけれども、政府出資の額でご

ざいます。ここは基本的には同じ額というふうに今まで運用してきておりましたけれども、

482億2,400万円から、26年度は481億6,400万円、約6,000万円減少しております。6,000万

円減少しておりますのは、これは別途説明しませんが、25年度のほうでございますけれど

も、25年度に6,000万円減損といいますか、出資金を減らしました。つまり、政府から出

資あった林木でございますけれども、一部倒れるという被害があったものですから、結果

的に伐採を行いました。伐採も6,000万円分実は伐採したわけではないんですけれども、

いかんせん政府の評価額が結構大きいものですから、実際の伐採した額よりも見かけの数

字としてはかなり大きい評価になっているわけでございます。 

 あと、細かい点でございますけれども、一部国道が拡幅の関係がありまして、その関係

で一部補償金があったりしました。これ、額が小さかったものですから、これももともと

政府の出資したものですから、これを国に返還したことでございますけれども、その関係
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で出資につきましても減額したわけでございます。 

 この部分が平成25年度に6,000万あったということでございます。詳細は財務諸表にあ

りますけれども、ここでは説明は割愛させていただきます。 

 資本金の関係はそういうふうになっているわけでございまして、純資産の関係はそれで

減ってくるというふうになっております。 

 次に、両方、５ページをごらんください。まず、23年の給与でございますけれども、25

億3,400万円となっております。一方では、26年度は22億6,000万となっておりまして、減

っております。減っている一番大きい理由は、職員の数が減っているということでござい

まして、これも紙に書いていなくて申しわけないんですけれども、23年度には809人常勤

職員がいましたが、27年４月１日になりますと757人に減らしております。50人ぐらい減

ったわけでございまして、その関係で実は一番大きい給与が減ったと。給与及び手当以外

にも賞与等がありまして、その他人件費部分があるわけでございまして、この部分が減っ

ていることから、人件費関係だけでざっと見て１億5,000万円ほど減っているというふう

になっているわけでございます。 

 一方、事業資材でございますけれども、５億1,200万円だったのが、今度は26年度、６

億3,900万円と増えております。これは一つには自己収入に関する部分とリンクしている

部分があるのでございますけれども、牛乳なり、あるいは肉牛の生産を増やすということ

から、当然ながらその餌ですとかそういった資材が増えるわけでございます。自己収入の

ところにリンクしている部分もあるわけでございますけれども、その関係で増えておりま

す。実は本当は外部委託費という欄がその上にあるんですけれども、１億300万円に対し

まして26年度が１億1,200万円で、これ1,000万しか増えていないわけでございますけれど

も、本当は技術専門職員につきましては、定型的な業務につきましては極力外部委託は進

めましょうということで現在進めてきたわけでございますけれども、実はこの金額でいい

ますとそれほど大きな増加にはなっていないところがあるわけでございますけれども、形

としては1,000万程度ではありますけれども、こういう形で委託も増やしているというふ

うになっているわけでございます。 

 受託業務につきましては、まさに受託業務の別の話でございます。 

 一般管理費の関係でございますけれども、これもめくっていただきまして４ページをご

らんください。一般管理費の額でございますけれども、23年度が12億5,500万円、それに

対しまして26年度が13億2,000万円でございまして、やはりこれも人件費が増加した部分
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があって、増えているというところがございます。 

 一方、運営費交付金の収益でございますけれども、59億2,200万円が57億1,200万円にな

っております。一番大きいのは、職員の数が減ったということに伴って人件費が減ったと

いうことから、運営費交付金が減っているというふうになっております。 

 一方、事業収益などの売払収入でございますけれども、11億1,000万円から、26年度は

14億1,800万円に増えております。４年間で３億円増えたわけでございます。これが自己

収入の増大でございまして、これは第３期ということで増えておりますので、第２期、第

１期に比べても、これも同じように増えてきているという状況にあるわけでございます。 

 一方、受託収入でございますけれども、国及び地方公共団体分とその他畜産関係団体の

合計額が２億2,000万円というのが23年度でありまして、26年度２億1,000万円、これはほ

ぼ横ばいでございます。ただ、内訳は結構変わっているわけでございまして、かつて、紙

にはありませんが、20年度ぐらいには４億円ありました。４億円というのは、実は大きか

ったのは外部からの資金で調査・研究の費用が結構あったわけでございますけれども、そ

こで実は４億円、一番最高時はあったわけでございますけれども、最近はそのどちらも、

世の中厳しくなってきたこともありましてそういった調査・研究の外部資金そのものがだ

んだん減ってきているということから、昨今では、この４年間では２億円前後の収入しか

ないというふうになっているわけでございます。 

 一方、経常収益につきましては、88億から86億円、同じように増減、運営費交付金が減

った分だけ減っているというふうになっております。 

 臨時損失の関係でございます。23年度につきましては2,400万円というふうに災害損失

がありまして、一方、臨時収益が8,400万円と非常に大きい数字になっております。23年

度と申しますのは、要するに23年３月11日にその大震災がありまして、実はこのとき一番

大きく被害があったものですから、その関係の賠償金を23年度にもらったわけでございま

す。その関係で8,400万円と非常に大きな数字が利益があったわけでございますけれども、

最近は先般もご説明いたしましたとおり、1,300万円というふうになっておりまして、か

つてほどのはありませんけれども、いずれにせよ私どもまだ損害が続いているものですか

ら、然るべき、また今後とも損害賠償請求をしていくというふうに考えているわけでござ

います。 

 一方、当期の総利益等につきましては、1,600万円から980万円というふうになっている

わけでございます。 
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 その後めくっていただきまして、７ページをごらんください。23年度でございますけれ

ども、一番下の欄でございますけれども、行政サービス実施コストでございます。国民の

皆さんにご負担いただいている額でございますけれども、23年度が87億1,200万円で、一

方では26年度は75億4,600万円となっているわけでございまして、12億円ほど減少してい

るというふうに考えておりますけれども、一方では多少は自己収入を増やしていくとか、

そういった国民へのご負担を減らすことにつながっているのかなと私どもは考えていると

ころでございます。 

 あと、主な数字といたしまして決算のご説明をしたいんですけれども、資料を飛んでい

ただきまして、23年度の26ページをごらんください。23年の26ページに決算の表紙がある

かと思いますけれども、26年度のほうは39ページをごらんください。両方とも決算の表紙

があると思います。26ページと39ページです。めくっていただきまして、27ページと40ペ

ージ、それぞれ決算の横の表があるかと思います。これを見比べていただきたいんですけ

れども。 

 決算でございますけれども、27ページの23年度につきましては、運営費交付金が73億

8,600万円、決算としてありました。それに対しまして、26年度は72億円というふうに減

ったわけでございます。 

 諸収入、農畜産物売払代が、先ほど申し上げたとおり、11億4,000万円から14億4,000万

円に増えているというわけでございます。 

 あと、23年度のほうにつきましては、岩手牧場の売払収入がありまして、これが５億

6,000万という臨時収入があったわけでございますけれども、合計としましては収入のほ

うでは97億6,200万円、これは23年度でございます。26年度のほうでは99億円ということ

で、あれこれあったんですけれども、自己収入がある程度あるということから、実はそれ

ほど大きな差はないというふうになっております。 

 業務経費でございますけれども、23年度が22億円、それに対しまして26年度のほうは24

億円と、家畜の生産に伴いまして費用が増えている面があるものですから、この面で増え

ているところがあります。 

 合計いたしますと、23年度が91億2,700万円に対しまして、26年度が91億6,000万円とい

うことでございまして、中身ではかなりでこぼこはあるわけでございますけれども、総計

では同じような数字でもって現在運営しているというふうになっています。 

 私のほうからは以上でございます。 
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○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。 

 それでは、ここまでの間でご質問等いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○藤川委員 よろしいですか。災害損失というのは、ほぼ震災によるものがほとんどとい

うことでよろしいですか。 

○髙柳理事 ほとんどです。 

○藤川委員 受取補償金は、逆にそうしたものに対する賠償等がほぼ、ほとんどという。 

○髙柳理事 はい。 

○藤川委員 それは損害を受けたものに対して、この年度内である程度、紐つきにはなっ

ていなくて、もらったものはもらったもので、損害として出したものは出したものという

感じで計上していて、年度内では紐づいていないですよね。 

○髙柳理事 はい。どうしても受け取りが遅くなるものですから。 

○藤川委員 そこで何か未収を上げるわけじゃないし、ということですよね。 

○髙柳理事 はい、そうでございます。 

○藤川委員 大体、毎年もらうほうが多い感覚はあるけれども、24年度だけは損害のほう

が大きくてというのは。 

○髙柳理事 たまたまでこぼこの関係でございます。 

○藤川委員 そこだけそういうことですね。 

○髙柳理事 そういうことです。 

○藤川委員 24年度の決算書の中で「過年度損益修正益」というのがあるんですけれども、

これの中身は何ですか。 

○髙柳理事 24年度ですか。 

○藤川委員 はい、24年度。臨時利益の中に。６ページです。古い話で申しわけないんで

すけれど。 

○髙柳理事 後で宿題としてください。 

○藤川委員 じゃ、確認していただいて。 

○冨田会計課長 確認させてください。 

○藤川委員 はい。 

○髙柳理事 申しわけありません。 

○菊池畜産技術室長 では、そこは後ほどということで、ほかにはございませんでしょう

か。 
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○藤川委員 すみません、今のこちらの資料４のほうのご説明の中で、15ページですが、

下から２つ目の中期計画のウで、該当なしということなんですけれども、ほかのところで

該当がないものはバーになっているところ、ここは評価としてＡとかＢとかつけていらっ

しゃいますが、これはどういうふうに考えればよろしいのでしょうか。 

○髙柳理事 それこそ、評価しようがない、ゼロに近い、バーに近いイメージであって、

つまりプラスもマイナスもなかったという程度のＢでございます。 

○藤川委員 その該当がないことにプラスの意味があるということでもないんですね。そ

うしたらバーじゃないのかなと。 

○髙柳理事 おっしゃるとおり、確かにプラスもマイナスもないという意味でして、基準

としては曖昧かもしれません。 

○藤川委員 何かちょっと違和感があったので。 

○関企画調整部長 ただ、ここはちゃんと結果について公表いたしておりますので、そう

いう意味では計画どおりやっているということだと思います。 

○藤川委員 何かあえて、評価するほどのものでもないかなという気はしますけれど。ま

あ、ニュートラルに。 

○髙柳理事 おっしゃるとおり、あくまでそういう意味でございます。 

○藤川委員 はい。 

 あと、先ほどちょっと説明を具体的に丁寧にしていただいた、保有資産の50ページの貸

付のところですけれども、ちょっと聞き逃してしまいました。家畜改良事業団は個体識別

に関する事業を一体としてセンターとともにやっていると。この事業団がやっている事業

というのは何でしたっけ。 

○髙柳理事 １つは牛につける耳標を配っています。もう一つは、その農家からその届出

を受けるのはうちなんですけれども、届出を出すための支援する業務をやっております。 

○藤川委員 この間、サーバとかはこちらにあって、そこ経由でもらうけれども、具体的

な手続というか、そういう作業はセンターでやっていますというご説明があったんですけ

れども。 

○白戸個体識別部長 農家さんがファックスで報告をした場合に、一旦事業団で受けて、

それを電子的な入力を行います。 

○藤川委員 じゃ、事業団で作業をしているということですね。 

○白戸個体識別部長 そうです、はい。 
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○藤川委員 この前、具体的に人は誰がやっているんですかって、センターですというこ

とだったので、そうするとセンターでは。 

○白戸個体識別部長 管理というのは改良センターがやっています。そこにデータを送っ

てくる途中の支援を、家畜改良事業団がやっています。 

○藤川委員 この間、先生が、間違えて入力したらどうなんですかみたいなお話をされた

ときに、それをやるのはセンターの人ではなくて、事業団の人が入力をするから…… 

○白戸個体識別部長 今、例としてお話ししたのはファックスです。届出の７、８%です

ので、それ以外に電子的な届出がございます。 

○藤川委員 それは直接入ってきちゃう。 

○白戸個体識別部長 直接なんですけれども、そのプログラムの開発、あるいは実際その

プログラムを扱っている農協とか大規模生産者、家畜市場等への支援を、家畜改良事業団

がやっているということです。 

○藤川委員 そうすると、この間何かお聞きしたイメージでは、結構センターがメインで

作業をやっているというふうな感じがしたんだけれども、そうとも言い切れないんですね。

事業団が結構やっているというか。 

○北池理事 ファックスというのは農家の方から改良事業団に、ファックスを送り、その

ファックスの内容を電子化したものをセンターに送ってくるという仕組みです。その部分

について、一部連携してプログラムの支援をやっていますが、メインのサーバ内の管理は

全部センターがやってございます。入力の一部について改良事業団が担っているところが

あるということです。 

○太鼓矢課長補佐 電子化されたデータを管理するのは改良センターです。 

○藤川委員 管理はそうだけれど、プログラムの開発とかは事業団。 

○北池理事 いや。 

○藤川委員 ではないと。 

○北池理事 私どもの説明が不十分だろうと思いますけれども、個体識別のデータの管理

のプログラムは全部うちがやっているわけでございます。 

○藤川委員 プログラミングもセンターの人が。 

○北池理事 そうです。 

○藤川委員 それは、そういうことをやられる方はいらっしゃるんですか。 

○北池理事 そこはＳＥとの契約もやってございます。 
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○藤川委員 ＳＥは外注で。 

○北池理事 そうですね。職員の専門教育もやってございますので、管理全体のプログラ

ムは当然センターでやってございます。ただ、一部のそのデータ入力業務について改良事

業団が担っているところがあって、今まで、申しましたファックスのデータを、改良事業

団を経由してセンターの個体識別などのデータに入っていくという、支援事業を手伝って

いただいている形です。農家の方の手書きのファックスを電子化してもらって、それをセ

ンターが受けております。 

○藤川委員 そこまでやる人員がいないということですか。 

○北池理事 そうですね。数的には７、８％なのですけれども。 

○藤川委員 だったら自分でやれば。 

○北池理事 いや、手書きで来るというものの業務が結構たくさんあるものですから、両

者でやらせていただいています。 

○藤川委員 しつこくて申しわけないんですけれど、家畜改良事業団とかジャパンケネル

クラブというのは、人的関係もあるんでしょうか。 

○髙柳理事 出向とか、そういうのはないです。あるいは、うちの天下りが。 

○藤川委員 ということはないんですか。 

○髙柳理事 もないです。 

○藤川委員 全くないんですね。 

○髙柳理事 はい。 

○藤川委員 何か事業団という名前を聞くと、別のところでもいろいろあるから、どうい

うところなのかなと。 

○北池理事 名前が結構近いというか。 

○藤川委員 特にそういう色合いはないということで、よろしいですね。 

○髙柳理事 はい。 

○藤川委員 名前を変えたほうがいいのでは。 

○北池理事 相手方がいるものですから名前の変更は難しいです。 

○太鼓矢課長補佐 アルファベットにすると、改良事業団はＬＩＡＪなので。こっちはＮ

ＬＢＣなので。 

○藤川委員 失礼しました。 

○北池理事 すみません、ちょっと説明不足でした。 
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○藤川委員 いえ。 

○野村委員 このジャパンケネルクラブへ土地をお貸しになられているというのは、この

計画のところにある、公共的もしくは公益的な見地からということでしょうか。 

○北池理事 ええ、東日本大震災の関係で、その震災のときに土砂なんかに埋まっている

人を発見する、その犬の訓練場です。 

○野村委員 災害何とか犬という犬ですね。 

○北池理事 そうです、災害救助犬の訓練場で、実際、今写真とかございませんけれども、

災害の場を再現しているところです。その災害の場を再現したところに、パイプみたいな

ものを置きまして、そこに隠れている人を犬が発見する訓練をやる場でございます。 

○髙柳理事 瓦れきの山みたいなところでございます。 

 実際にそこで訓練をしているということでございまして、土地としては全く利用価値が

ないようなところでございますけれども、訓練場としては意味がある土地でございます。 

○菊池畜産技術室長 よろしいですか。 

 ほかにございましたら、お願いいたします。 

○冨田会計課長 先ほどの件は、平成13年度に施設整備をした事象があるのですが、その

過去のもので、施設整備については仕訳の問題なんですけれど、それの対価を、固定資産

部分は資本剰余金に計上します。費用部分というのは施設収益に計上するのですが、いず

れも資本剰余金に入れてしまっていたという事実に24年度に気がついたので、それを修正

したものです。 

○藤川委員 仕訳誤りをしていたということですね。 

○冨田会計課長 本来、損益計算書に入れてはいけない部分を損益計算書に入れてしまっ

ていて、損益計算書に入れなければいけないものを、貸借対照表上に計上してしまってい

たので、その修正を行ったために、修正したものという形で、10年前のものを、資本剰余

金の内訳を調べていた際に不一致があったので、気がついて修正したものということです。 

○菊池畜産技術室長 ということでございますが、あと、ほかにはございませんでしょう

か。 

 それでは、全体を通してのちょっとご議論をいただきたいと思いますけれども、まず事

務局のほうから、今回の評価をするに当たってのポイントと申しますか、今後私どもが評

価を作成していく上に当たっての、特に委員の先生方にお聞きしておきたいところですね。

まずそこを説明させていただいて、ご議論いただければというふうに思いますので、では、
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よろしくお願いします。 

○太鼓矢課長補佐 資料８でございますけれども、資料８－１と２は前回説明したものと

全く同じものでございますので、時間の関係もありますので、８－３と８－４で説明をし

たいと思います。 

 まずは、８－３は外部支援、先ほどから外部支援いろいろやっていただいているという

ことで、そこを整理したものであります。 

 23年度から26年度の間にこういう外部支援を行ったということを整理した、これが１ペ

ージ目の総括表でございます。23年度、24年度は、いわゆる旧評価委員会での評価ですけ

れども、Ｓをいただいているような内容でございまして、大きく分ければ口蹄疫、そこに

書いてあるとおり１番目が口蹄疫の被災地域に高能力な家畜を提供したとか、２番目に、

福島原発事故に対して、放れ畜の捕獲であるとか、その他もろもろの支援を行ったと。あ

とは、３番目が大震災のときの餌の関係の給与等の支援と。４番目が損害賠償に関する情

報の提供。５番目が、先ほどありました西郷村からの除染工事の関係で仮置場の貸出と。

実際に貸出が行われたのは25年度から供用を始めましたけれど、24年度から実際に事務は

始まっているということでございます。６番目が、いわゆるその熊本県下、岡山県下での

高病原性鳥インフルエンザについての支援ということです。 

 どういう支援をやったかって、なかなかイメージが湧かないと思うので、２ページ、３

ページというところに、イメージ的なものを書いているところでございます。読んでいた

だければと思いますが、放れ畜の捕獲であるとかですね、４ページ、５ページには、こう

いう柵をつくったりとか、捕獲をしたり、こういう作業を実際に現場でやっていただいた。

６ページも同じであります。７ページにいきますと、麻酔銃を用意しまして、本当に麻酔

銃で眠らせて捕獲のほうもしていただいた。８ページになりますと、いわゆるその汚染稲

わらの保管作業であるとか、そのようなものについてもやっていただいたということです。

９ページは個体識別番号の支援であります。 

 このような支援を行って、実際にその11ページから13ページにかけて、感謝状なども出

て、非常に現場では感謝をいただいたというようなものを整理したものでございます。 

 それで、本題の資料は８－４でございまして、これは先ほど言った、きょうの言った外

部支援を含めて３つのことが、いわゆるその計画の外でいろいろ起きたアクシデント等に

ついて、どのように評価に反映していかなければいけないのかということであります。 

 ８－４の１に書いてありますように、先ほどそのＰＥＤの発生で、奇しくも野村先生が
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おっしゃったとおり、どうなんですかねという話はまずここでございまして、内容は前回

ご説明したとおりでございますけれども、中期計画の中では、例えばこの資料４の中でも

見ていただければと思うのですが、例えば資料４の11ページの一番左側のところには、リ

スク管理の中でまさにそこのところが、一番最後のほうに外部からの伝染病の疾病が侵入

しないように徹底的な衛生管理を行うということが中期計画の中にも明示されている中で、

事象としては26年にＰＥＤが発生したというようなこともあれば、ここのところはヒヤリ

ハットの話じゃございませんけれども、ここのところはどのように考えるべきなのか。こ

のごろは想定外と言ってはいけないという話はあるんですけれど、やはり想定外の話だっ

たところも含めて、ちょっとご意見をいただければと思っております。 

 ２番目の不適正な経理についてでございますけれども、これは事象が確認されたのは26

年８月下旬からの調査に基づいて、26年12月に中間発表されているということでございま

すが、顕在化したのは26年度ではあるのですけれども、資料の中を８－２を見てもらえば

わかるんですけれども、不適正な経理処理自体は平成21年度から行われていたところが確

認されておりまして、第３中期の目標時の開始時、23年度から不適正な経理処理自体は行

われていたということは、今までの調査の中で明らかになっておりますので、これについ

てどのように中期の見込評価について影響を与えるのかということでございます。 

 ここについては、実際のコンプラ体制というところもあるので、いろいろとそのコンプ

ラ体制の強化ということは今年度の中期計画の中でやっているんでございますけれども、

その辺、監事からも、今のコンプラ体制について何かご意見がありましたら伺いたいとい

うふうに思っております。 

 ３番目が、外部支援の話でございますけれども、ここは実際にこれまでの評価でＳを受

けていることとか、25年度以降も地道にいろいろと外部支援をやっているということも含

めて、これは見込評価についてどのように反映すればいいかと。 

 この３点について、特にご意見が伺えればなというふうに考えているところでございま

す。 

○菊池畜産技術室長 それでは、まず、こちらの３点を先にご意見を賜れればと思います

けれども、まず１番目のＰＥＤでございます。先ほども議論の中で一部出ておりましたけ

れども、前回のこの有識者会議では、26年度の部分については、仮にＣというようなこと

がつくとしても、そこはやっぱりコメントつきと申しますか、そこはちゃんと留意事項を

明記した上でというようなご意見をいただいたところでございます。 
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 26年度はそういった形で対応していくといたしまして、全体の評価とした場合に、これ

をどう見ていけばいいかというようなところを賜れればと思いますが。まあ１回だけだか

らいいよねとか、抑えているところを評価するとか、でも、１回でもだめよね、とか。 

○居在家委員 評価的には、今年度Ｃというのは仕方がないのかもしれませんけれども、

やはりその、例えば限局的に抑えたということは付随して言っていいことですし、あと、

私ちょっと豚舎の配置図とかよくわからないのであれなんです、その作業動線を、あるい

は作業管理者の管理をどうするか、マニュアルをどうするかとか、そういうことについて

も、もし改正点がある、注意すべきこれからの参考にするのであれば、そういうことも含

めてコメントされたらいかがでしょうか。抑えて、例えばその作業動線、あるいは作業管

理、作業者のマニュアル化を徹底させ、例えば一つの豚舎には特定の、大勢の人が入れな

いように特定の人が入る、作業者が入るように管理しているとか、改善したとか、何かも

しそういうのがございましたら、そういうのも教訓になると思っていますけれども、いか

がでしょうか。 

○野村委員 資料４の４ページの遺伝資源のところと、11ページのところに多分関係して

くると思うのですが、４ページのほうの遺伝資源のところと、11ページのところが同じ評

価である必要は全然ないわけですよね。まず、４ページの遺伝資源のところにも、衛生措

置に関する記述が、中期計画のところにもありますが、遺伝資源の活用ということから考

えると、衛生管理を行うということに関してはここはそれほど重きを置くという感じでは

ないので、ここは27年度の評価がＣになっていても中期の評価としてＢであるということ

には、私は問題はないと思います。 

 11ページのほうは、これはリスク管理の強化とか、あるいは防疫対策の徹底という項目

になってくるので、ここをＢとすべきかＣとすべきかというのは、少し考えないといけな

いかなと思います。 

○太鼓矢課長補佐 その項目によって、同じ文言が書いてあっても重みが違うであろうと

いう。 

○野村委員 ええ、というふうに私は思います。先ほどの繰り返しですけれども、４のほ

うは遺伝資源という観点なので、防疫対策について書かれていますが、ここはそれほどウ

エートを置かなくてもいいかなと考えております。考えなくてはいけないのは、私は11ペ

ージのところの評価のところ、中期計画自体の評価のところかなと思います。確かにこの

11ページの中期計画の下のところのアというところには、そのこと自体が書かれているん
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ですよね、計画で。徹底的な衛生管理を行うというふうにばんと書かれてしまっているの

で、もしこの文言だけを見た場合には、この計画期間内にこういうことが発生したという

ことになると、Ｂ評価というのが妥当であるかどうかを考える必要があると思います。 

 先ほど居在家先生が言われているように、評価がもしＣになったとしても何かコメント

をつけることはできると思いますし、そういう対応がいいのではないかと私は思います。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。１つの項目ですが、複数のところに該当場

所があるので、それぞれに重みをつけて判断すべきというようなご意見でございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○藤川委員 先ほどの、前のほうの４ページの部分のというふうに野村先生おっしゃって

いましたけれど、中期計画の文章を見ると、その防疫の話というのは前半の２行の、家畜

改良の素材となる種畜の生産・供給を行う、またその際、と言っているから、その供給を

行う際の防衛対策徹底ということで、先生がおっしゃられたようにやっぱり目的が違うと

いうことがこの文章からもはっきり読み取れるようには思うので、ちょっと二次的なとい

うか、副次的な目標なのかなというような気はします。 

 この間のときに、その結果責任だけじゃなくて、一生懸命対策をとったということをも

って、ある程度その努力は買ってもいいんじゃないかみたいな話もしましたが、しかし、

確かに中期計画の文言だけを、これ結果責任になってしまう部分はあるのかなというとこ

ろで、11ページのほうは確かに、ちょっとＢというのがやや難しい部分もあるような気も

改めてちょっとしてしまったのは事実です。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。 

 それでは、次、２番目のほうに書いてございます不適正な経理でございますが、これも

全体、他法人等の動き等々も勘案しながらということになってくるかと思いますが、仮に

ここを何か検討しなければならないという際に、わかったのは26年度でございますが、事

象はその前という、時期の話がございます。 

 それから、該当する箇所といいますか、それもどの辺にいくのか。ぱっと見れば３カ所

くらいはあるかと思いますが、それが全てなのかどうかというようなところも、ご意見を

賜れればと思いますけれども。 

○居在家委員 これ、よくわからないんですが、ほかの独法の研究機関なんかでは具体的

にどうしようと思っているんですか、処分を。 

○太鼓矢課長補佐 ここもまだ正式に、彼ら自身も評価を、同じペースという感じでやっ
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ているんですけれど、いろいろ漏れ聞くところによると、項目の立て方が研究機関とは異

なりますけれども、内部統制のところで彼らはどうも見ているみたいで、そこのところは

やはり自己評価の段階でＢにはしていないと、Ｃにしているというふうに聞いてはおりま

す。ただ、評価の項目の立て方は、もう少し向こうの研究独法のほうが大きく立てている

ので、センターほど細かくはなっていないので、必ずしも向こうに書いてある項目がダイ

レクトでセンターの中期計画の項目にはなっていないところの差はあります。 

○菊池畜産技術室長 ただ、一方で、先方のほうの不適正経理の内容がこちらと全く同じ

かというと、そこも全然違うものですから、その辺の水準もよく勘案しないといけないだ

ろうなというふうには考えております。 

○太鼓矢課長補佐 例えば10ページのところにコンプライアンスの徹底というのが真ん中

にありますけれども、こういうところとかですね。あとは、まさに50ページに経理の適正

化なんていうのがあります。そういうところで評価するのかなというのが、正直なところ

ではあるんです。 

○藤川委員 ちなみに質問なんですけれども、これって第三者委員会を開いて検証されて

いると思うのですが、その第三者委員会を開くということに関しては、多数の法人、ほか

の法人もお話として出てくるので、省とのいろいろすり合わせの結果、みんなやりなさい

よということでやったというのが現実というところですか。 

○太鼓矢課長補佐 それは私のほうから説明させていただきます。まさに先生のおっしゃ

るとおり、発端は研究機関のほうだったのですが、だんだん他法人までやってきたもので

す。要するに試験研究物品で不適正経理があったということなので、改良センター自身は

研究開発法人ではございませんけれども、要するに業務の中でそういう物品を使う、そう

いう作業をするところについては、検証をやると。最初は自主的なところを始めますけれ

ども、全くその煙がないところはともかくとして、多少煙があるようなところがあれば、

しっかりここは端緒をつかんだら、ちゃんとその自分たちだけではなくて、例えば第三者

の委員会の指揮のもと調査を行い、その意見を踏まえながら善後策なり、あるいはその内

容をチェックしなさいという指導は実際にありましたので、そこは主務省の責任でもござ

いますので、農水省も全体としてそういうふうな指導があったということは事実でござい

ます。 

○藤川委員 監事にお聞きしたいんですけれども、内部統制システムの重大な問題かどう

かというのは、そこまではいかないかもしれないけれども、第三者委員会を開いて検討す
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るというのは比較的重い話かなと思うので、監査結果のひな形でも、不祥事案件があった

場合には除外事項として何らかにつき触れなさいみたいな話があったと思うんですけれど、

今回は、そこまでは該当しないから要らないという結論だったということなんですよね。 

○佐藤監事 はい。あと、まだ正式な結果が出ていないということも一つにはあります。 

○藤川委員 そうすると、結論が出たところで、もしかしたら、書くかもしれないという

ところですか。 

○佐藤監事 まあ、必要があれば出すことになります。あと、基本的には法令遵守という

ことだとは思いますので、そういう教育というか指導が、現場の、要は、研究者のほうに

行われていたのかどうかというところも、もし行われていなければ今後、どういう契約が

違法で、私も最初これ何でプリペイド方式がだめなのかなというのもあったくらいなので、

ただ、それは過去の例からいってだめになったんだと思います。その辺、要は新しく研究

をする現場の人が入ってくれば、やっていい契約とやって悪い契約というようなところを

きっちり教えていかないと、法令遵守なり内部統制というのもきかなくなってしまいます

ので、その辺はどういう結果が出てくるかというのを見てからになります。今、これ表に

出ているので、今現場にいる方も今後はこういう契約はしない方向でやっていると思うん

ですけれども、その先も含めれば、こういうのを教育プログラムの中に一つ入れる必要が

あるのかなとは思っております。法令遵守と内部統制というのでも、具体的な「いいです

よ」「だめですよ」という一つのいい事例になるんじゃないかとは思います。 

○太鼓矢課長補佐 調査結果というのがおそらく、年内には出てくるとは思うんですが、

それを見ながら最終的には決めるにしても、今まで佐藤監事のほうでずっと経過を見てお

られて、やはりそこのところは中期計画とかにしっかり書き込むなりして、このようなこ

とがないようにすることは、やっぱり必要ではないかなというふうに感じておられるとい

うことでしょうか。 

○佐藤監事 基本的に私は、最初に知ったというか、まず他法人のほうでこういう問題が

発生したと、それを受けて会計監査のほうでも調べて、会計監査人のほうでも、その打ち

合わせのときにある程度具体的な金額なり、いつごろから発生していたというような話を、

聞いていまして、あと、その後こういう話は出るんですけれども、最終結果はまだ聞いて

いない状況です。 

○藤川委員 ほかのところでも不詳事件があった場合に、過渡的な段階でどういう評価を

するかというと、割とシビアなところが多いのは確かですよね。起きてしまったものはだ
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めだみたいな評価をされるケースは少なくないと感じます。 

○佐藤監事 会計監査人のほうでも、金額的重要性ということは言っていましたけれども、

それについては家畜改良センターの場合は非常に金額的に小さいということです。 

○藤川委員 ほかと比べたら明らかに小さいのは確かでしょう。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはございませんか。 

 それでは、３番目に挙げさせていただきました、人材・資源を活用した外部支援でござ

いますけれども、これは過年度にもＳとかの評価をいただいているというようなところも

ございますけれども、それらを踏まえて全体を、自己評価はＡというような形でお出しい

ただいていますが、どう見ていくかというようなことをご意見いただければと思います。 

○野村委員 資料４では、何ページの項目になるのですか。何かＳというか、どこでした

っけね。 

○関企画調整部長 46ページです。46ページの下の部分ですけれど、自然災害・家畜伝染

性疾病が発生した場合の支援のところで、23年度、24年度にＳをいただいております。こ

ういったことも含めて、Ａとさせていただいております。 

○吉澤委員 何で26年だけそれでＢなんでしょう。前の年が25年度がＡだったから、この

今度の評価区分の変更に伴ってＢにしたというところですか。 

○太鼓矢課長補佐 前の25年度までであれば当然Ａの部分なんですけれど、そこはもう今

までＡのものがＢということになりますので。 

○吉澤委員 ＡがＢ、ＳがＡになったというところですね。 

○太鼓矢課長補佐 ＡがＢになったということで、そこだけです。この前の評価基準でい

うのであれば、Ｓ、ＡＡという感じです。 

○吉澤委員 そこがＳＳでＡになっているというのは、ちょっとどうしてなのかなと。25

年度がＳではなくてＡになっている、そういうところは。 

○太鼓矢課長補佐 そこは、確かに23、24に比べて分量的にとかそういうのもあるのでで

すね。ある意味受け身のところもあるので、確かに23、24はすごく、まさに大活躍してい

ただいたということでＳということで、25年度についても確かにその支援はやったんです

けれど、分量的にそんなに大きくはなかったということで、そのときそういう形で評価が

出たということであります。 

○関企画調整部長 この個体識別のシステムを開発したとか、情報提供では一生懸命やら

せていただきましたけれども、やっぱりどうしても人的、実際に人が行ったというのが23、
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また、物を提供したのが23、24年度だったものですから。 

○吉澤委員 ただ、こういう視点を本当に、まさに改良センターならではの人的支援だと

思うんですね。そういうところをやっぱり自己評価ででもきちっと評価していただいて、

前向きにですね。何か押しなべて皆、前と同じですみたいなのではなく、やはり月曜日の

ときにもありましたけれど、メリハリをきちっとつけていただいて、まさに日本全国見渡

しても改良センターでしかなし得ないような支援を行っているというところは、ちゃんと

評価するべきじゃないかと思うんですけれど、逆に、私は。 

○太鼓矢課長補佐 ハリのところはハリとして評価するということですね。 

○吉澤委員 はい。ちゃんとメリハリつけてというところですね。月曜日申し上げたとこ

ろですけれど、そう思います。 

○居在家委員 これは件数ではないと思うんですね。だから、要請に対していかに迅速に

的確に対応してきたかということの、外部との社会的役割なので、それは一般人が誰でも

できることではない。やはり特殊な技能を持った人たちの集団しかなし得ないので、そこ

はきちっと対応しているということで、評価してもいいのではないかと思います。 

○野村委員 私もこれ、中期の評価として、ここはＡという評価で問題ないと思いますの

で、それで異論はございません。 

○藤川委員 私も、今年で初めてなので、過去の状態はそのときそのときで見てきたわけ

ではないんですけれども、もともとの使命を果たし、計画以上の負荷をかけられたりしな

がらも、そういう期待に応えたという点では、Ａをつけられて全く問題ないのではないか

と思います。 

○菊池畜産技術室長 では、ある程度の貢献度も勘案しつつ、メリハリをつけた評価を行

うよう、ご意見をいただいたかというふうに思います。 

 私どもの評価をさせていただく際には、こちらのセンターのほうの自主的評価では、計

画どおり取り組んだになっておりますけれど、ここはちょっとプラスをした表現にさせて

いただきたいと思います。 

○藤川委員 そこはお願いします。 

○菊池畜産技術室長 計画どおりですとＢなので。 

 私どもからちょっとお尋ねしたい点は今、３つを挙げさせていただきましたけれども、

ほかを含めまして、何かございませんでしょうか。 

○関企画調整部長 先ほどＰＥＤの話で、２カ所ご指摘いただいたんですけれども、実は
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私どもから逆にお聞きしたいことがございます。資料４の31ページにも同じ文言がありま

す。 

○犬飼改良部長 31ページのところは、まさしく家畜伝染疾病に対するリスク管理の評価

ということで、ＰＥＤが入ったことと一番バッティングをするところでして、ここと、そ

れから11ページと、４ページにあるということですので、この31ページと11ページは同じ

扱いということでご意見をいただいたということかなとは思っていたのですが。 

○居在家委員 何か分けているんですよね。遺伝資源として保存している部分と、家畜、

主要な種畜、素畜生産のためのものというふうに、こう分けていますよね。 

○関企画調整部長 センター全体のリスクで、31ページがその中の家畜伝染性疾病のリス

ク管理ということで、３度それが出てきます。 

○居在家委員 遺伝資源のほうには、そのリスク分散をして複数個所で飼うようにしまし

ょうということを提案しているわけですよね。だから、種畜生産というか素畜生産に関し

ては、伝染性疾病に対して封じ込めしなさいということを言っているわけで、求められて

いるものが若干、遺伝資源と素畜生産でちょっと状態が違うんじゃないか、遺伝資源に対

してはリスク分散のために複数箇所で分散して飼いなさいということを中期計画で言って

いるわけですよね。素畜生産については、伝染性疾患を発生させないように飼いなさいと

いうふうに言っているわけですから、ちょっとそこ、分けられるかどうかわかりませんけ

れども、少なくとも生物研とのあれで遺伝資源目録というのはつくっていて、それに関し

てはリスク分散をしていると思うんです。だから、いろんな生体で保存する場合、あるい

は受精卵で保存する、いろいろ程度はあると思うんですけれども。だから、どうなんでし

ょうね。 

○太鼓矢課長補佐 項目とすると、細かく分かれていて、例えば31について言えば、アと

イは別の項目になりますので、そこは峻別可能かとは思います。 

○居在家委員 ですよね。まあ、どうするか。 

○菊池畜産技術室長 では、中身に応じまして、主たる目的は何かということをよく検討

した上で、メリハリをつけて、ということでよろしいですか。 

○居在家委員 はい。お願いします。 

○菊池畜産技術室長 ほかにはございませんでしょうか。お気づきの点。もしくは、今ま

での全体の中で、結構でございます。 

○藤川委員 ここの不適正な経理処理はどこに該当するかという話があったかと思うんで
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すけれども、10ページのコンプライアンスの徹底というところと、50ページの経理の適正

化というところあたりが、該当するのかなという気はします。10ページのほうは、中期計

画によれば、推進計画を立ててこの計画に、ちゃんと則ってやっているかというようなと

ころがメインのように思われます。50ページのほうは適切な契約や調達を行うために、け

ん制させたり、人の配置を考えたり、ルールに従ってやらせましょうというような内容で

すので、現段階では、どちらかといえば50ページのほうが合うのかなという気は致します。 

○太鼓矢課長補佐 今のご意見のように「コンプライアンスの徹底」よりも「経理の適正

化」に反映させた方が合うということであれば。 

○藤川委員 そのほうが合うような気はしました。 

○太鼓矢課長補佐 はい。 

○菊池畜産技術室長 ありがとうございます。 

 そのほかはございませんでしょうか。 

 それでは、これまでいただきましたご意見を、ちょっと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、暫時休憩にしたいと思います。 

 めどとしては、50分をめどに再開をさせていただきたいと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 

（休  憩） 

○菊池畜産技術室長 それでは、再開をさせていただきたいと思います。 

 これまでいただきましたご意見を確認をさせていただきたいと思いますので、では事務

局のほうからお願いします。 

○太鼓矢課長補佐 まず、先ほど評価の関係で４つございました。 

 １つは、改良の成果についてでありますけれども、そこはきっちり目標で、特に改良に

ついては改良増殖目標という目標のその中立性というか、国が与えたものということもあ

るので、改良の成果についてはきっちり見た上で、その結果と努力については評価をちゃ

んとすべきではないかという意見が１つ出ております。これについては、中でよく検討し

たいと思っております。 

 次に、ＰＥＤの関係でございますけれども、衛生対策に言及している全ての項目がＣと

いうことにはならないだろうと。項目によって衛生対策の重みがそれぞれ違うので、それ

を踏まえた上で複数の項目が関与するけれども、衛生対策がメインのところはＣであって

もやむを得ない部分ではないか。ただし、きっちりそのこういう対策でちゃんと防疫対策
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なんかをやったというコメントをつけた上で、Ｃ評価とすることはやむを得ないのではな

いかということであります。 

 不適正経理については、やはりＣ評価に入れるべきではないかということでありまして、

その項目については経理の適正化というところがやはり一番重いのではないかというとこ

ろもあったということであります。あと、監事のほうからもありましたけれども、今後、

次の計画の中では、やはり経理とかその辺の教育であるとか、情報提供であるとか、その

辺についても次の次期中期計画なり中期目標の中できっちりフォローアップするような形

でやっていくようなことを今後考えなければいけないのではないかということがございま

した。 

 外部支援につきましては、センターでしかできないということをやったということにつ

いては、その分量の差があろうかもしれないけれども、ここは積極的に良い評価を行って、

きっちり、いわゆるメリハリのハリの部分でやるべきではないかというご意見がありまし

た。 

 あと、これは評価とは直接関係はございませんけれども、次の業務を考える中で、研修

とかその辺で、大学との連携とか個別研修という形で、道もニーズとしてはあるのではな

いかということは、居在家先生を中心に、センターのいわゆる資源を使った大学、そうい

う機関とやったようなその畜産教育、獣医科教育、教育なんかの発展ですね、そういう道

もあるのではないかというご意見をいただいたということでありまして、評価について４

つのところと、次の展開について１つということで、大体そういうところがご意見だった

かなということでございますけれど、間違いないでしょうか。 

○菊池畜産技術室長 よろしいでしょうか。 

 それでは、今回いただきましたご意見を踏まえまして、また必要に応じて、もう少し分

析するところは分析しつつ、ほかとの並び等とも勘案しつつ、評価のほうを行ってまいり

たいと思います。ありがとうございます。 

 あとは、事務局のほうからは特にございませんか。 

○太鼓矢課長補佐 事務局のほうからは、今後の予定を簡単に、資料３のほうの１枚紙に

書いてあるところでございまして、前回も少し触れましたけれども、今日意見いただいた

ことが、今後どんなふうになるかということを説明させていただきます。 

 年度評価と見込評価がございますけれども、年度評価につきましては官房と調整しつつ、

農水省としての評価を決め、月末を目途に、公表なり通知をさせていただく。見込評価に
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つきましては少しずれまして、８月の上旬を目途に、ということで、若干ずれがあるかと

思いますけれど、今後はそういう形で進んでいくということを申し上げておきます。 

 以上です。 

○菊池畜産技術室長 それでは、議事のほうは以上で終了させていただきたいと思います

が、それでは、最後に家畜改良センターの理事長よりご挨拶をお願いいたします。 

○佐藤理事長 どうも、今日はご苦労さまでした。家畜改良センターを代表いたしまして

一言お礼を述べさせていただきます。 

 委員の先生方におかれましては、２日前、29日に続きまして、29日は平成26年度の業務

実績評価を行っていただきましたが、それに引き続きまして本日、第３中期目標期間の見

込評価のために、ご多忙の中ご出席いただきまして、まことにありがとうございました。 

 また、菊池室長を初め、農林水産省畜産振興課の皆様方におかれましては、両日の開催

にご尽力いただきまして、ありがとうございました。また、小林畜産振興課長は非常に重

要な会議を控えている中、今日冒頭だけではありましたが、ご出席いただきましてご挨拶

いただきました。ありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

 今中期期間は東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による影

響により、福島県の本所における粗飼料生産の中止と、それに伴うセンター全体の粗飼料

生産体系の見直しを行う中での業務の実施となったところでありますが、外部支援の業務

を行いながらも、中期目標達成に向けて最大限の努力をしてきたところでございます。こ

の件に関しましては委員の先生方に評価いただきまして、大変、理事長としてうれしく思

っております。 

 なお、ご議論いただきましたＰＥＤの発生と不適切な経理処理事案につきましては、本

日いただきましたご助言をもとに、今中期の最終年度であります今年度の業務に生かし、

しっかりと対応を進めてまいりたいと思っております。 

 また、農林水産省から示されている中期目標を達成し、家畜の改良を通じた我が国の畜

産業の発展及び国民の豊かな食生活に貢献してまいりたいというふうに考えております。

引き続きご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 ２日間にわたり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 ありがとうございました。 

 では、委員の皆様方には大変長時間にわたりまして、大変ご熱心なご議論をいただきま

して、ありがとうございました。 
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 それでは、これをもちまして、農林水産省独立行政法人評価有識者会議を、家畜改良セ

ンター部会でございますが、閉会させていただきます。どうもお疲れさまでした。ありが

とうございました。 

午後３時５８分 閉会 


