
 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人評価有識者会議 

農林水産消費安全技術センター部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省消費・安全局総務課 



 - 1 - 

農林水産省水産消費安全技術センター部会 

 

日時：平成２７年７月１４日（火）     

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：２８～１６：４２       

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 平成２６年度業務実績の評価について 

  （２） 中期目標期間（平成２３年度～平成２６年度）業務実績の評価について 

  （３） その他 

 ３．閉  会 
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午後１時２８分 開会 

〇西田調整班課長補佐 定刻前ではございますけれども､皆様お揃いだと思いますので、た

だいまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安全技術センター部会を

開催いたします。 

 本日の司会、進行を務めます総務課調整班の西田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 委員の皆様方にはお忙しい中、独立行政法人評価有識者会議の委員をお引き受けいただ

きましてまことにありがとうございます。また、お暑い中、お越しいただきましてありが

とうございます。 

 本日の会議ですが、委員６名のうち、欠席の岡崎委員、菅委員を除きます、池田委員、

後藤委員、小林委員、長田委員の４名にご出席いただいておりますので、農林水産省所管

独立行政法人の評価実施要領別紙、農林水産省独立行政法人評価有識者会議についての第

６の７の過半数の出席要件を満たしておりますことから、この会議が成立していることを

ご報告申し上げます 

 なお、長田委員におかれましては、ご都合により本日14時45分を目途に退席される予定

でございますので、皆様あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。 

 それでは、配付資料につきましてご説明いたします。 

 机の上に事前にお配りいたしましたが、まず１枚目に議事次第がございます。それから、

２枚目として配付資料の一覧表、それから１枚紙で座席表、それから委員の名簿がござい

ます。 

 その後に、ちょっと厚めの資料１として、独立行政法人農林水産消費安全技術センター

の平成26年度業務実績評価書をお配りしております。 

 資料２として、同じく中期目標期間の業務実績評価書案をお配りしております。本日は、

この資料１と２を主にお使いいただくことになるかと思います。 

 続きまして、その後に参考としまして、参考１から参考15までかなりボリュームのある

資料になっておりますけれども用意させていただいております。 

 資料につきましては、これからご覧いただきながら不足等がございましたら、その都度

事務局の方まで申し出ていただければと思います。一部、ＦＡＭＩＣ監事監査の報告のと

ころで追加の資料をこちらの方で用意しておりますので、これについては後ほど適宜お配

りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、議事に入る前に総務課長の小川より一言ご挨拶を申し上げます。 

〇小川総務課長 皆さん、こんにちは。総務課長の小川でございます。本日は大変暑い中、

ありがとうございます。 

 ご存じのとおり独立行政法人制度自体は法律改正が今年４月に施行されました。その結

果、これまでの評価委員会という形での評価ではなく、主務大臣が評価を行う。今日も参

考資料１、２、３とつけておりますが、総務省の方で統一的な評価の方針ということで、

主務大臣の評価に当たっては、有識者のご意見を参考にするということで、有識者会議と

いう会議体が設けられております。 

 特に、ＦＡＭＩＣの場合は、新しい独立行政法人制度の中で、行政執行型というタイプ、

すなわち行政と密接に連携をとっていく。そういう意味では目標期間のような管理ではな

く、単年度ごとにやっていくということ。そういう行政性が強いので、公務員型の身分を

有するという位置づけがなされております。 

 その観点でいきますと、単年度、それから５年間の目標期間があったわけですが、それ

を法律改正によって４年間に短縮して、４年でまとめるという附則が打たれております。

その意味では、本日は26年度の単年度の評価並びに短くなった４年間の中期目標期間での

評価というものにつきまして、委員の皆様の意見をお聞きしていきたいと思いますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

〇西田調整班課長補佐 農林水産省の独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安全技術

センター部会については今回が初めての開催となります。委員の皆様におかれましては、

申し訳ございませんが、一言ずつご挨拶をいただければと思います。 

 池田委員から、お願いいたします。 

〇池田委員 評価委員から引き続き有識者ということで拝命いたしました。公認会計士の

池田でございます。事務所は神田神保町でございます。よろしくお願いします。 

〇後藤委員 後藤でございます。３月末まで信州大学におり、定年退職後は風来坊をして

おります。 

〇小林委員 神奈川県農業技術センターの小林でございます。私も１年半前に定年退職を

しまして、その後、神奈川県に継続して勤めています。その前は管理職をやっていました

が、今は肥料と農薬の関係を担当しています。よろしくお願いします。 

〇長田委員 全国地域婦人団体連絡協議会の長田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 
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〇西田調整班課長補佐 ありがとうございました。続きまして、独立行政法人農林水産消

費安全技術センターの木村理事長よりご挨拶をいただくとともに、今回の業務実績自己評

価結果につきましてあわせて総評をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇木村理事長 ただいまご紹介いただきました理事長の木村でございます。今回、私たち

の業務実績に関しまして、このような説明をさせていただける場を設けていただきました

ことをありがたく感謝申し上げます。 

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、ＦＡＭＩＣを代表いたしまして、ご挨拶

を申し上げますとともに、業務実績及び自己評価につきまして少しご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 ＦＡＭＩＣは、食品の安全と消費者の信頼の確保に技術で貢献するということを使命と

しております。長年蓄積してきました科学的な知見、さらに培ってまいりました技術を活

かして、関係法令に基づきまして農業生産資材の安全確保に関する検査及び分析、さらに

は農業生産資材の製造業者等への立入検査、食品表示の真正性についての検査分析、加え

てＪＡＳ規格の登録認定機関への調査、食品製造業者等への立入検査等の各種の検査を実

施し、食品の安全と消費者の信頼の確保に取り組んでいるところであります。 

 先ほど小川総務課長のご挨拶にもありましたけれども、昨年度独立行政法人通則法等が

改正されまして、この４月から施行となりました。ＦＡＭＩＣは農林水産省の中で唯一国

の相当な関与のもとに確実、正確な事務、事業を遂行することで行政執行法人に位置づけ

られたところであります。 

 この法律改正によりまして、第３期中期目標期間の終了が１年間前倒しにされるととも

に、今年度からは単年度ごとの目標、計画に基づいて業務執行をしていくことになりまし

た。 

 先ほどのご紹介にもありましたけれども、ＦＡＭＩＣの業務実績評価につきまして、こ

れまでは独立行政法人評価委員会で行っていただいておりましたけれども、これからは農

林水産大臣に直接行っていただくということになりました。 

 さらに、私ども役員の権限と責任が明確になりまして、これまで以上に身の引き締まる

思いであります。今後も行政執行法人として引き続き国民に対して提供するサービスの質

の向上等に努め、農業生産資材、食品等を対象とした科学的な検査、また分析を行うこと

により、農業生産資材の安全の確保、さらには食品等の品質の改善、また表示の適正化等

に技術で貢献するということを使命に掲げ、農林水産行政施策に技術的側面から貢献して
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まいる所存でございます。 

 今日のこの本会議におきましては、平成26年度と第３期中期目標期間のＦＡＭＩＣの業

務実績及び自己評価につきまして、企画調整部長の方からは業務実績の詳細を、また、総

務部長の方からは財務諸表等に関しまして説明をいたしますけれども、少し時間をいただ

きまして総評として、私の方から平成23年度から平成26年度までの業務実績の特徴的な取

組ということを少し説明させていただきたいと思います。 

 まず、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しましては、４点ほ

どご説明させていただきます。 

 まず、１つ目ですけれども、ちょうど第３期中期目標期間の開始直前であります平成23

年の３月11日に東日本大震災が発生いたしました。ＦＡＭＩＣでは、この震災の影響によ

り東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質が農畜産物を介して人

の健康に悪影響を及ぼさないように、プロジェクトチームを立ち上げまして部署ごとの業

務にとらわれずに最優先の業務として牧草、牧草地の土壌、さらには牛糞堆肥等の放射性

物質の含有状況調査に取り組みまして、農林水産省の方に報告をした次第であります。 

 ２つ目ですけれども、平成25年10月に発生いたしましたホテル、百貨店、レストラン等

が提供する料理のメニュー、またお節料理等の食品に実際に使われている食材とは異なっ

た表示をしていたという事案がありました。これに係る対応として、エビ加工品及び牛肉

加工品等についてはＤＮＡ分析を始めとした科学的な分析方法を用いまして、種の判別、

また産地判別等を実施し、その結果を農林水産省の方へ報告した次第であります。 

 ３つ目ですけれども、農薬の使用に伴いまして、へい死した可能性のあるミツバチにつ

いて、ミツバチに残留する農薬の分析の確立等を行うとともに、都道府県から送付されま

したミツバチ試料について農薬の定量分析を行い、これらの結果も農林水産省に報告いた

しました。 

 ４つ目でありますが、ＦＡＭＩＣでは食品の安全に関わる業務に迅速に対応できるよう

に平成25年４月から食品の安全に係る危害要因の分析調査等を行うための常設組織であり

ます「有害物質等分析調査統括チーム」を本部及び神戸センターに整備するとともに、本

部の有害物質等分析調査統括チームにおきまして、平成26年1月でありますが、「ＩＳＯ／

ⅠＣＥ17025、試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づく試験所認定を「Ｇ

Ｃ／ＭＳによる小麦中のトリコテセン系カビ毒の定量試験」により取得いたしまして、全

国の小麦の分析結果を農林水産省の方に報告いたしました。 
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 また、農林水産省の食の安全と信頼確保の施策に資するため、平成25年４月から農薬検

査部の方に農薬実態調査課を設置いたしまして、農林水産省の計画に基づく農産物中の農

薬の残留状況を調査分析し、その結果を農林水産省の方に報告してまいりました。 

 次でありますが、業務運営の効率化に関する事項につきまして、３点ほど説明をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、１つ目でありますが、平成22年12月７日に閣議決定されました「独立行政法人の

事務事業の見直しの基本方針等」等に対応するために、消費者相談業務等の情報提供業務

を廃止するとともに、組織の再編を行いまして情報提供部門の縮減を行いました。 

 ２つ目として、資産運営等の見直しに関してでありますが、不要資産として堺ほ場を平

成25年３月に国庫へ返納し、業務を岩槻ほ場の方に集約いたしました。 

 次の３つ目でありますが、事務所等の見直しに関しましては、門司事務所の福岡センタ

ーへの移転統合を平成25年度に完了いたしまして、平成26年４月１日からは福岡センター

において、新体制のもとで業務を行うなど、業務や組織の効率化に努めたところでありま

す。 

 以上のように、業務実績として特徴的な取組を説明させていただきましたが、ＦＡＭＩ

Ｃは中期目標を達成するため、中期計画及び年度計画に基づき業務を確実に実施し、また

効率化等についても適切に対応したものと考えまして、平成26年度、第３期中期目標期間

における業務実績に対する自己評価をすべてＢとして農林水産大臣に報告をさせていただ

きました。 

 最後になりますが、ＦＡＭＩＣの役職員一同、今後も行政執行法人として農林水産省と

緊密に連絡をとりながら年度目標を達成するため事業計画に沿って、正確、確実、さらに

は高い水準で業務に取り組み、農林水産行政施策に技術的な側面から貢献してまいる所存

でおりますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。 

〇西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、早速議題に入らせていただきます。その前に先ほど申し上げました監事監査

報告の資料、参考５につきまして、差し替えということで配付させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１つ目の議題は、平成26年度業務実績の評価についてということで、議事の

進め方でございますが、最初に農林水産消費安全技術センターより平成26年度の業務実績

及び自己評価を説明していただき、次に農林水産省から評価案の説明をさせていただきま
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す。 

 本来であれば、ＦＡＭＩＣの自己評価に係る説明については参考資料４を用いて説明し

ていただくところではございますが、資料１にございます評価書案にも同様にＦＡＭＩＣ

の自己評価の記載がありますとともに、主務大臣の評価も記してありますので、そちらを

比較しながらの方が、見やすくなっているかと思いますので、小森部長の方でもしよろし

ければ資料１を用いて説明していただきたいと思います。 

 それでは、説明に当たりましては、国民に対して提供するサービスその他業務の質の向

上に関する事項よりさせていただきます。 

 それでは、小森部長、よろしくお願いいたします。 

〇小森企画調整部長 企画調整部長の小森でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 司会の西田補佐からございましたとおり資料１に基づきまして、まずは国民に対して提

供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項についてご説明させていただきたい

と思います。 

 お手元の資料１の５ページからでございます。肥料関係業務からでございます。 

 ５ページは全体の概要を書いてございますので、６ページでございます。①からでござ

います。肥料の登録申請899件ございまして、すべて20業務日以内に大臣に報告しておりま

す。 

 それから、７ページの②でございます。仮登録に係る肥効試験を１件実施いたしまして、

１年以内に大臣に報告いたしております。 

 それから、８ページに移りまして、③でございます。肥料取締法に基づきます立入検査

につきましては、534件実施いたしまして、すべて36業務日以内に農林水産大臣に報告して

おります。 

 また、牛海綿状脳症のまん延の防止に資するため、牛の部位を原料とする肥料の確認検

査を13事業所、それから肥料の肉骨粉等の製造基準適合確認検査を54事業所に対して実施

しております。 

 少し飛びますが、10ページの一番最後のウでございます。堆肥等のセシウム測定を79件

実施いたしております。 

 引き続きまして、11ページの土壌改良資材でございます。地力増進法に基づく立入検査

につきましては31件実施をいたしまして、集取いたしました20件の試験につきましては、
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月ごとに集中して本部で実施いたしまして、すべて30業務日以内に農林水産大臣に報告を

いたしております。 

 続きまして、13ページ、農薬関係でございます。１枚目は全体の概要でございます。14

ページをご覧いただきたいと思います。 

 ①のアからでございます。農薬取締法に基づく農薬の見本等についての検査につきまし

ては、継続分も含めまして、昨年度2,236件の検査指示がございまして、農薬取締法に係る

基準の設定が必要な農薬については123件、基準の設定が不要な農薬につきましては、1,075

件行いまして、すべてそれぞれ目標期間内に農林水産大臣に報告いたしております。 

 15ページの新しい成分の農薬の登録に当たりましては、人の健康や環境への影響の程度

を評価した科学的根拠を消費者、農薬使用者、農薬の使用の指導者に示すとともに、審査

の透明性を確保するために、農林水産省と共同で審査報告書を作成いたしまして、ホーム

ページ上で昨年度は５つの農薬について公表いたしております。 

 また、農薬取締法に基づきます製造事業所への立入検査につきましては、72製造事業所

に対して立入検査を実施いたしまして、すべて結果を25業務日以内に大臣に報告をいたし

ております。 

 また、立入検査の際に、集取いたしました農薬22点につきまして分析を実施し、これも

すべての結果を60業務日以内の目標期間内に農林水産大臣に報告いたしております。 

 15ページの最下段になりますけれども、ＧＬＰ制度に基づく適合試験機関の査察につき

ましては、次のページの方になりますけれども、16試験機関に対して査察を実施いたしま

して、30業務日以内に農林水産省に報告しております。 

 少し飛びまして、17ページの④でございます。農薬の適正使用を進めるために、農産物

中の残留農薬につきまして、野菜、果実等951件、米穀51件、合計1,002件の分析をいたし

ております。 

 続きまして、18ページの飼料関係でございます。いろいろな業務がございますので、18、

19ページが全体像でございます。20ページの方が業務の内容になります。 

 飼料及び飼料添加物の検査等業務につきましては、飼料のモニタリング検査を2,321点実

施いたしまして、すべて結果をホームページに公表いたしております。 

 また、20ページの最下段になりますけれども、東京電力福島第一原発の事故対応としま

して、牧草及び飼料原料の放射性セシウムの測定を21ページになりますけれども、199件実

施いたしております。 
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 同じく21ページの飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する検査を180件実施いたし

まして、すべて20業務日以内に処理いたしております。 

 22ページ、飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法に関する検査等につきまし

て、有害物質、または病原微生物に係る検査1,703件、反すう動物用飼料への肉骨粉等の混

入防止に係る検査441件、抗菌性物質に関する検査177件を実施いたしまして、飼料製造業

者に対して、管理の高度化に関する技術指導を行っております。 

 22ページの後段の方になりますけれども、抗菌性飼料添加物を含む飼料の製造事業場の

確認の申請に係る検査を54件実施いたしまして、すべて50業務日以内に処理いたしており

ます。 

 23ページに移りまして、特定飼料製造業者の登録の更新の申請に係る検査及び変更登録

に係る検査を３件実施いたしております。 

 続きまして、24ページでございます。依頼に基づく飼料の輸出に関する製造適合確認検

査25件、エコフィード認証制度に係る確認検査３件を実施しまして、申請者に対して結果

を通知しております。 

 また、飼料安全法に基づく立入検査につきましては505件、収去品の試験732件を実施い

たしまして、すべての結果を目標期間内に農林水産大臣に報告しております。 

 また、25ページになりますけれども、ペットフード安全法に基づきます立入検査65件、

及び集取品の試験33件を実施いたしまして、全ての結果を目標期間内に農林水産大臣に報

告しております。 

 同じく25ページでございます。国際獣疫事務局のＯＩＥのコラボレーティングセンター

としまして、飼料のモニタリング結果や分析について、ホームページを通じて国内外に発

信するとともに、第３回ＯＩＥリファレンスラボラトリー国際会議に３名派遣いたしてお

ります。飼料は以上でございます。 

 26ページから食品表示の監視業務でございます。生鮮食品1,218件、加工食品4,873件、

合計6,091件について検査を実施しております。その結果、生鮮食品については74件、加工

食品については77件の疑義が認められまして、農林水産省に報告いたしております。 

 具体的な取組としましては、食品の産地表示に関する検査を生鮮食品790件、加工食品954

件、合計1,744件実施いたしております。 

 27ページのイになりますけれども、遺伝子組換え表示対象食品の確認分析を生鮮食品74

件、加工食品306件の380件実施いたしまして、遺伝子組換え原料の混入の可能性のあるも
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のとして57件、分別生産流通管理の確認調査、ＩＰハンドリングの確認調査を実施しまし

て、不適切な原料使用が疑われた１件につきまして、農林水産省に報告をいたしておりま

す。 

 さらに、事業所間の取引における食品表示の監視につきまして、農政局地域センターと

連携調査において、生鮮食品159件を入手して検査を実施いたしました。また、食品表示110

番を通じて寄せられた不正表示、あるいは違法なＪＡＳマーク表示に関する情報50件につ

いて、速やかに農林水産省に回付いたしております。 

 続きまして、29ページ、ＪＡＳ法に基づく立入検査でございます。30ページの方に移っ

ていただきたいのですが、②のところになりますけれども、ＪＡＳ法に基づく立入検査に

つきましては、合計28件、47事業所を実施しまして、すべて結果を３業務日以内に農林水

産大臣に報告いたしております。また、農政局地域センターとの連携した任意調査を93件、

106事業所について実施し、これについても立入検査と同様にすべての結果を３業務日以内

に農林水産省に報告いたしております。 

 続きまして、登録認定機関に対する調査、資料31ページからでございます。具体の内容

は、32ページのアからでございます。登録認定機関の登録及び更新に係る技術上の調査を

55件実施いたしまして、すべての結果を27業務日以内に農林水産大臣に報告しております。 

 また、登録認定機関の変更に関する届出に対する調査を316件実施いたしまして、すべて

農林水産省に報告しております。登録認定機関に対する定期的調査115機関132事業所に対

して実施し、60機関について文書による是正要求を行っております。 

 33ページのアのところでございます。格付品の検査を769件、イのところにございますと

おり立会調査を385件実施いたしております。 

 続きまして、35ページ、ＪＡＳ規格の見直しに係る業務でございます。農林水産大臣の

指示を受けまして、日本農林規格８品目、17規格について規格調査を実施いたしておりま

す。 

 36ページのところの中段より下の②のところでございます。日本農林規格の制定につき

ましては、日本農林規格の制定等に関する計画に基づきまして、10品目、19規格の検討を

行いまして、26年度は引き続いたものもございましたので、２品目、２規格の改正に係る

原案を取りまとめて、農林水産大臣に報告をいたしております。 

 続きまして、38ページの国際規格に係る業務についてでございます。ＩＳＯのＴＣ34国

際標準規格食品専門委員会、ＴＣ89/ＳＣ３木質パネル専門委員会/合板分科委員会。それ



 - 11 - 

から、ＴＣ218木材専門委員会等の国内審議団体としまして、国内検討会を開催しまして、

国内の意見を取りまとめるとともに、国際会議に６回出席いたしまして、国際規格に我が

国の意見を反映させるように努めております。国際会議への出席状況は39ページのイのと

ころに書いてございます。 

 引き続きまして、40ページでございます。リスク管理に資するための有害物質の分析業

務についてご説明いたします。 

 41ページの１パラ目の最後のところでございます。リスク管理に関する有害物質の分析

業務につきましては、農林水産省のサーベイランス・モニタリング年次計画に基づきまし

て、農産物中のカビ毒として食用の麦904点、食用外麦226点を実施いたしまして、すべて

その結果を農林水産省に報告いたしております。 

 続きまして、43ページのカルタヘナ担保法関係業務でございます。従前からそうでござ

いますが、農林水産大臣からの立入り、質問検査及び収去の指示がなかったので、業務実

績はございませんでした。 

 続きまして、45ページの情報提供業務でございます。全体の概要でございまして、46ペ

ージに業務の中身がございます。情報提供につきましては、ホームページ、メールマガジ

ン、広報誌、講習会等を通じまして、食品の表示に関する情報、ＪＡＳ製品の品質に関す

る情報、遺伝子組換え食品、農産物の残留農薬、肥料、飼料、飼料添加物、土壌改良資材、

農薬の安全性に関する情報の提供を行っております。 

 また、よりわかりやすいホームページとするために、リニューアルを行いまして、ホー

ムページをウのところの中段ぐらいに書いてございますが、211回更新いたしております。 

 それから、47ページ、メールマガジンにつきまして、１年間で49回の配信、それから、

オのところでございますが、広報誌を年４回発行いたしております。 

 ②のところになりますけれども、事業者等を対象にいたしました食品に関する専門技術

的知見を活用しました講習会を７回開催しましたほか、事業者からの依頼を受けまして、

講習会に113回の講師派遣等を行っております。 

 また、48ページから49ページにかけてでございますけれども、情報提供業務の顧客満足

度の平均値はいずれも５段階評価で、3.5以上を確保したところでございます。 

 引き続きまして、50ページの検査分析に係る信頼性の確保及び業務遂行能力の継続的向

上についてでございます。 

 50ページの検査分析に係る信頼性の確保につきましては、検査分析に係る信頼性を確保
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するために、各部門ごとにＩＳＯ／ＩＣＥ17025、またはＧＬＰの考え方に基づきまして、

分析試験を実施したほか、必要に応じて基準文書の見直しを行っております。 

 また、信頼性確保に関する重要事項を審議する品質システム委員会において、各部門の

信頼性確保に関する目標、その達成状況について報告、審議を行っております。 

 52ページの②でございますけれども、詳細は割愛いたしますが、職員の業務能力の継続

的向上を図るために、各種技術関係の研修を実施いたしております。 

 続きまして、54ページでございます。国際協力関係業務でございます。独立行政法人国

際協力機構等からの要請を受けまして、技術協力専門家として職員を１回派遣するととも

に、海外からの研修員34名延べ９カ国を受け入れまして、ＪＡＳ制度、食品の表示制度、

飼料安全制度、食品及び飼料の分析技術に関する研修を４回実施いたしております。 

 続きまして、56ページ、食品の安全と消費者の信頼確保のための的確、迅速な対応とい

うことでございます。 

 56ページから57ページにかけてでございますが、食品の安全と消費者の信頼確保のため

の的確、迅速な対応につきまして、センター法の第12条に基づきます農林水産大臣からの

緊急時の調査、分析または検査の要請は26年度はございませんでした。緊急の要請に備え

まして、危害要因のうち、有害化学物質に関する分析試験方法等についてデータベースを

更新いたしております。 

 農林水産省からの緊急に対応するべき調査の要請につきましては、26年度といたしまし

ては肉骨粉等の原料として食品加工残渣の使用が認められる見通しとなったことから、現

在使用しているＥＬＩＳＡキットの性能確認試験等を実施いたしております。 

 58ページの②でございますけれども、25年度、26年１月24日に獲得いたしました、理事

長のご挨拶にもございましたＩＳＯ／ＩＣＥ17025の試験所認定につきまして、１年目の適

合の審査を受けまして、認定維持をいたしております。 

 続きまして、59ページ、調査研究業務の充実というところでございます。調査研究業務

の充実につきましては、①、肥料、農薬、飼料、食品の各分野におきまして、それぞれ外

部有識者を含めました委員会を開催し、調査研究結果の評価、それから27年度、本年度に

行う調査研究課題の選定、実施方法について検討を行っております。 

 60ページでございます。②でございます。調査研究の実施に当たっては、大学、または

研究機関との共同試験等を８課題行ってございます。また、成果につきましては、調査研

究発表会を開催いたしまして、公開調査研究発表会で８課題の発表を行うとともに、調査
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研究報告書を分野ごとに作成しまして、関係機関等に配布いたしているところでございま

す。 

 続きまして、61ページ、情報セキュリティの推進でございます。61ページから62ページ

にかけてでございますが、情報セキュリティ対策の推進につきましては、情報化統括責任

者ＣＩＯ及び情報セキュリティ責任者ＣＩＳＯの指導のもと、役職員への情報セキュリテ

ィの教育訓練を実施するとともに、政府機関における情報セキュリティ対策を踏まえた情

報セキュリティポリシー及び関係規程類の整備、ＵＳＢメモリーの接続規制等を行ってお

ります。 

 63ページになりますけれども、情報セキュリティについて役職員全員に対する研修、そ

れから標的型メールの訓練等を実施いたしております。以上が、国民に対して提供するサ

ービスの業務の質の向上に関する事項でございます。 

 自己評価としましては、先ほど理事長の挨拶にもございましたが、以上、ご説明いたし

ましたとおり、いずれの業務も規定されました報告日以内に達成、あるいは業務内容をき

ちんと対応したということで、自己評価はすべてＢとしたところでございます。 

 私の説明は、この部分は以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 引き続きまして、農林水産省評価案について、小川総務課長の方

からお願いいたします。 

〇小川総務課長 ただいまの自己評価に対しまして、農林水産省が行った評価について説

明させていただきます。 

 具体的な説明に入る前に申し上げますと、今回の新たな独立行政法人制度における評価

ということで、総務省の評価の指針、あるいは農林水産省の評価の実施要領等々で昨年と

やや違うところが幾つかございます。 

 ３点ございます。１つは、様式自体が新しい様式になっているということ。それから、

もう一つは、普通と判断する標準の評価がこれまではＡでございましたけれども、今回Ｆ

ＡＭＩＣの方からも話がありましたが、Ｂが標準の評価になっているということで、ここ

が悪くなっていることではなくて、標準とするアルファベットがＢになったということで

ございます。 

 それから、今回新しい制度でございますが、これまでの取組を評価するということで、

具体の評価指標は評価委員会が設定したものをそのまま今回の評価指針として承継してい

るということでございます。この３点を留意いたしまして、まず26年度の評価を説明申し
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上げたいと思います。 

 ３ページをご覧ください。左側でございます。Ⅰ．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事項ということで項目が挙がっております。総括表になっ

ております。カルタヘナが実績なしでございますが、それ以外の業務につきましては、Ｆ

ＡＭＩＣの自己評価と同様、全部Ｂということで評価をさせていただいております。 

 以下、個別の項目につきまして評価のコメントがあった部分を中心に、説明をしたいと

思います。 

 まずはいろいろな法定業務がございます。５ページを見ていただきますと、肥料関係業

務の実施ということで書いてございます。これもページをめくっていただきまして、６、

７ページを見ていただきますと、先ほどＦＡＭＩＣから説明がございましたように、登録

申請等も899件といろいろな数字が入っておりましたけれども、それぞれ標準処理期間内に

大臣に報告があったということでＢ評価にしております。 

 それから、13ページに、農薬関係の業務ということで掲げられてございます。これもペ

ージをめくっていただきまして、14、15ページでございますが、農薬の登録検査、立検に

つきましても、それぞれ標準処理期間内に大臣に報告が行われているとなっております。 

 さらに、ちょっと飛んでいただきまして、40ページをご覧ください。リスク管理に資す

るための有害物質の分析業務ということで、ここも農林水産省が策定いたしております年

次計画に基づいて、すべての結果を農林水産省に報告していただいております。 

 特に、ここの場合には、41ページの主務大臣による評価のところですが、指摘事項、業

務運営上の課題及び改善方策という欄がありますが、そこでは今後食品中の無機ヒ素分析

等の能力確立を進める上では、組織全体で分析機器を有効活用することが円滑な業務の遂

行に重要であり、さらに進めてもらいたいという指摘を行っているところでございます。 

 それから、またちょっと飛びまして、50ページをご覧ください。検査分析に係る信頼性

の確保及び業務遂行能力の継続的向上の実施ということで、ここもＦＡＭＩＣの自己評価

を尊重しておりますが、同様に51ページのところに指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策という欄で分析の信頼性を科学的根拠をもって客観的に示すためには、内部、あるい

は外部精度管理を継続することが不可欠である。 

 また、品質保証体制の維持発展のため、技能試験への参加は組織として一層積極的に対

応するべきであるというコメントをつけさせていただいております。 

 以上のような中身につきまして評価をさせていただいております。以上でございます。 
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〇西田調整班課長補佐 以上で、国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に

関する事項についての説明を終わります。 

 これについて、何かご意見等がございましたらお願いいたします。 

 もし、ご意見がないようであれは、本日欠席されております委員の方から質問をいただ

いておりますので、それを読み上げさせていただきます。 

 食品表示監視業務の実施について、菅委員より質問をいただいております。食品表示監

視業務のところで、遺伝子組換え原料混入の可能性があるものの調査で、不適切な原料が

疑われた１件について、もし差し障りがない程度でよいが、どのようなものだったのか説

明をいただきたいというご質問を受けておりますので、これについて表示・規格課からお

願いいたします。 

〇相本表示・規格課長 表示・規格課長の相本でございます。ＦＡＭＩＣの業務でござい

ますけれども、監視業務の関連でございますので、私の方から菅委員のご質問について答

えさせていただきます。 

 遺伝子組換え原料混入の調査で、不適切な原料が疑われたことについて、詳細について

は監視に係る部分でございますので、概要として申し上げますと、本件につきましては、

ＦＡＭＩＣが市販されている商品、具体的には遺伝子組換えでない旨の豆腐を買い上げま

して、分析を行いましたところ、この原料に遺伝子組換えの原料が混入しているという可

能性があるという結果が出たというところでございます。 

 これを受けまして、ＦＡＭＩＣにおいて、この商品の製造業者の方に調査を行ったとい

うことでございます。 

 この調査の結果ですけれども、製造業者におきましては、国産の原料と外国産の原料の

管理が徹底されておらず、原料の配合のうちに外国産の原料が誤って混入した可能性があ

るということが判明したということでございます。 

 これに関しましては、この事業者がＪＡＳ法上の県域の事業者であるということでござ

いましたので､ＦＡＭＩＣからその事業者が所在する県に情報の回付を行いまして、当該県

が事業者に原料管理を徹底するというように口頭指導したということでございます。 

〇西田調整班課長補佐 これについて何か追加のご質問等はございますか。 

 なければ、次の議題に入らせていただきます。 

 続きまして、Ⅱの業務運営の効率化に関する事項をご説明させていただきます。 

〇小森企画調整部長 資料１の64ページでございます。効率的な組織体制の確保と適正な



 - 16 - 

要員配置というところからでございます。 

 65ページのアの人材育成のところからですけれども、農業生産資材の安全性検証に技術

的側面からより効率的、効果的に貢献できる人材を育成するため、畜産物中の残留農薬に

関する技術研修及び英文読解能力向上の研修など37回を実施いたしております。また、Ｏ

ＥＣＤ ＧＬＰ作業部会等国際機関が開催する会議５件に９名を派遣いたしております。 

 66ページでございます。②門司事務所の関連でございます。旧門司事務所を前々年度末

で統合いたしておりますけれども、原状回復工事につきまして、平成26年３月に完了する

予定でございましたが、入札の不調、不落がございましたので、仕様を変更して入札を実

施したため、工事の一部が26年６月に完了いたしております。 

 続きまして、67ページ、管理部門の簡素化でございます。札幌センターの管理業務につ

きまして、引き続き書庫、倉庫、公用車、分析機器の共同利用及び役務類の調達の一括契

約等を推進するとともに、新たに公用車利用の見直しを行いまして、２台から１台に削減

いたしております。 

 続きまして、業務運営コストの縮減、69ページでございます。人件費を除く運営費交付

金で行う事業に要した経費につきまして、一般管理費３％削減目標に対しまして、3.6％、

業務経費１％削減目標に対しまして、2.7％の削減を行っております。 

 70ページの外部委託をすることにより、業務運営の効率化に資するものとして残留農薬

分析用混合標準液の調製等についてアウトソーシングを行っております。さらにイのとこ

ろでございますけれども、分析機器等の稼働状況、あるいは不具合の有無等の調査を行い

まして、高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置を仙台センターから神戸センター

へ移設するなど、分析機器の有効活用を図っております。 

 続きまして、資料72ページ、人件費の削減のところでございます。 

 ＦＡＭＩＣは行政執行法人、公務員と同じ身分ということもございまして、国と同水準

を維持しております。平成26年度のラスパイレス指数は事務、技術職含めまして98.5とな

っております。 

 73ページの総人件費でございます。業務の効率化を図ることによりまして、常勤職員数

を平成18年１月時点、ＦＡＭＩＣ、３独法統合前の18年１月時点の722人から636人と86名

を削減いたしました。平成17年度と比較しまして、10.4％の削減をいたしております。 

 続きまして、74ページの透明性の確保でございます。複数の候補から選択を要する事業

というのは、ＦＡＭＩＣは持っておりませんので、第三者委員会の設置はしなかったとい



 - 17 - 

うことで、該当する事案はございません。 

 75ページでございます。契約の点検見直しについてでございます。75ページにございま

すとおり、競争性のない随意契約の件数は25年度に比べて１件減少し、７件となっており

ます。 

 76ページの一者応札・応募につきましては、調達情報の提供の推進、あるいは仕様書の

見直し、公告期間の延長等の取組、年度計画、中期計画を実施いたしまして、一者応札・

応募の割合は前年度に比べて、6.9ポイント減少した44.9％となってございます。 

 これら一者応札・応募となった案件につきましては、外部有識者からなる契約監視委員

会に報告いたしまして、契約等の執行について審議、確認をするとともに、その結果につ

いてホームページで公表いたしております。 

 削減の更なる取組といたしまして、アンケートにより一者応札・応募になったことにつ

いてのアンケートによる事業者への聞き取りを行っているところでございます。 

 続きまして、78ページ、農業生産資材の安全性の確保に関する業務ということでござい

ます。 

 農業生産資材の安全性の確保に関する業務の効率化、重点化ということで、先にご説明

いたしました国民に対して提供するサービスの部分と重複する部分もございますので、ポ

イントを絞ってご説明したいと思います。 

 78ページから81ページにかけて全般的にございますが、農業生産資材の安全性の確保に

つきまして、より効率化を図るために、肥料、飼料、土壌改良資材については立入検査に

当たって、実施時期を集中して実施する。また、肥料については収去品の検査を効率的に

実施するために、検査項目を重点化して実施しております。また、農薬、飼料、土壌改良

資材の立入検査に当たっては、不適正な表示があった事業所や新規の事業所等に重点化し

て実施しております。そのことが78ページから81ページにそれぞれの対象資材ごとに書い

てございます。 

 82ページ、農林水産物の品質及び表示の適正化に関する業務。その業務の効率化、重点

化についてでございます。 

 82ページの食品表示監視業務につきましては、過去にＪＡＳ法に基づく指示が行われた

り、あるいは検査で不適合の割合が高かった品目に重点化をして実施するとともに、農政

局地域センターと連携して強化して調査を実施しております。 

 83ページから84ページにかけての登録認定機関の定期的調査につきましては、平成25年
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度の定期的調査で不適合が認められた登録認定機関につきまして、通常の1.2倍程度の立会

調査及び格付品調査を実施、重点化を図っているところでございます。 

 続きまして、資料85ページの調査研究業務の効率化についてご説明を申し上げます。調

査研究業務の重点化につきましては、調査研究課題を中期計画に掲げられた課題に重点化

することとしておりまして、肥料の検査等の12課題、農薬の検査等３課題、飼料及び飼料

添加物の検査等10課題、農林水産物等の品質及び表示の適正化の検査等の19課題を実施し

まして、すべて中期計画に掲げられた重点課題を実施したところでございます。 

 具体的には、86ページから88ページにかけて各部門ごとに記載してございますが、肥料

については肥料分析法の開発及び改良、農薬については農薬の使用に伴う農作物・環境へ

の安全の確保、飼料につきましては、飼料分析基準に関する試験法、食品につきましては、

生鮮食品の品種及び原産地等の判別技術の課題に取り組んでおります。 

 続きまして、89ページの情報提供業務でございます。的確な情報提供を行うため、専門

技術的知見を有する職員を情報提供部門、あるいは相談窓口に配置いたしまして、事業者

からの相談、１万78件について対応いたしております。 

 続きまして、関係機関との連携でございます。91ページからでございます。各都道府県

に設置されている食品表示監視協議会に89回参加するとともに、都道府県や警察からの協

力依頼に応じて、科学的検査66件を実施いたしております。 

 92ページのＦＡＭＩＣと国民生活センターとの連携につきましては、ＰＩＯ－ＮＥＴの

利用、ＦＡＭＩＣ主催による講習会への国民生活センターからの講師の招聘を行っており

ます。 

 業務の効率化に係る部分としましてはここまででございまして、先ほどと同様に、各業

務とも効率化、あるいは経費の削減等を適切に行っているという判断から自己評価はすべ

てＢとしたところでございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 続きまして、農林水産省評価案について、小川総務課長、よろし

くお願いいたします。 

〇小川総務課長 ３ページをまたお開きください。向かって右側のⅡ．業務運営の効率化

に関する事項でございます。ＦＡＭＩＣのＢという評価に対しまして、農林水産省といた

しましては、真ん中のところにございますけれども、契約の点検見直しというものについ

て、Ｃ評価、残りはＢということで評価をしております。 

 以下見て参りますと、先ほどと同様でございますが、コメントを中心に見ていきますと、
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69ページをまずお開きください。業務運営コストの縮減ということで、ここは目標を上回

った縮減がされております。70ページを見ていただきますと指摘事項ということで、更な

る業務の効率化のため、民間活用により業務改善が期待できる業務について、業務フロー・

コスト分析に係る手引きに示された手法等を踏まえ、検討を行うべきであるというコメン

トを付しております。 

 もう１点は、契約の点検見直しでございますが、75ページをご覧ください。これにつき

ましては、役所の評価として、評定Ｃとさせていただいております。詳しく見ていきます

と、２の小項目はそれぞれＣ、Ｂであり、小項目を積み上げた項目別評定はＣ。具体的に

は一者応札・応募の改善につきましては、平成25年度と比較して競争性のある契約に占め

る一者応札・応募の割合は6.9％減少し、44.9％ということになっているものの、依然平成

24年度の35.2、あるいは平成23年度の38.4％と比較すると、改善は見られていないため、

計画における所期の目標を下回っており、改善を要すると判断し、Ｃとしております。 

 また、76ページの指摘事項を見ていただきますと、今後は独立行政法人における調達合

理化の取組の推進についてという本年５月の総務大臣決定に基づきまして、調達と合理化

計画を策定し、一者応札・応募の改善を図るべきであるということで、コメントを付して

おります。評価に関しましては以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 ただいまの評価に関して、何かご質問、ご意見がございましたら

よろしくお願いいたします。 

〇小林委員 今の75ページから76ページにかけての一者応札の話ですけれども、非常に数

字としてはやはり落ちているということで、Ｃ評価はやむを得ないのかと思うのですけれ

ども、それを改善するために具体的に何をやっていけばいいのか。その辺、ＦＡＭＩＣさ

んとしてその辺の方策があるのかどうか。ちょっとその辺を教えていただければと思いま

す。 

〇朝倉理事 先ほど具体的な数字をあげて、23年度から比較がございましたので、ちょっ

と数字を見ながら説明した方がいいと思いますので、資料２の参考資料の16ページ、後ろ

の方になります。実績がございますので、中期目標期間のところです。後ろの方になるの

ですけれども、通しのページから参考資料は別ページに変わっておりまして、16ページと

なっているところの一番上のところに、契約の点検・見直し、競争性のない随意契約件数

等という表がございます。 

 先ほどの指摘がございまして、その下の表の一者応札・応募件数のところが先ほど本省
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からも指摘があったところでございますが、26年度が48件ということで、25年度が44とそ

れぞれ並んでいまして、率としては下がったものの、23年度から比べるとやはりまだ高い

ということで、これが本省からの指摘でございます。 

 ただ、この中の一者応札の内容で見ますと、分析機械の保守点検、ある分析機械の会社

から買った機械の保守点検ということで、その会社しかできないようなものが、例えば26

年度ですと、48件中29件を占めているということで、分析機器は非常に高度なもので、こ

の会社しかないよというものもございます。そういうものを全部引いて、本当は競争性が

あったのだけれども、さらに努力がいるであろうというものだけにすると、26年度が48件

中12件であろうと我々は見積もっています。25年度が44件中22件。24年度が43件中17件。

23年度が43件中４件ということで、23年度からいくと、４、17、22、12、ここはさらに今

までの努力と同じようにホームページへ早く掲載するし、公告期間を長くする、あるいは

一者応札で終わった場合、アンケートをしてどういう改善があるかを聞き、具体的にどう

いう改善をしているかといいますと、なるべく契約を分割して、競争性が増すように、応

札しやすいような努力をしております。 

 それ以外のところにつきましては、今、本省からもご指摘を受けましたとおり、総務省

の行政管理局から契約に係る作業の迅速化、効率化を推進するための指摘とございますの

で、随意契約を可能とする調達の合理化に係る国の方針が示されましたので、ＦＡＭＩＣ

の随意契約の規程を改正いたしまして、規程改正後はこういった分析機器の保守点検、明

らかにその会社しか応札しない、こういうようなものについてはむしろ随意契約にして、

価格交渉して、公募しますと談合になるからできませんので、公募せずに随意契約にして

価格交渉してなるべく調達コストを下げていくというような努力をしながら一者応札を減

らしていくというようなことを努力していきたいというように考えております。 

〇西田調整班課長補佐 今のご説明でよろしいでしょうか。 

〇小林委員 説明としてはわかるし、数字の目標を下げていくためにはそうしていかざる

を得ないのですけれども、一者応札はうちでもさんざん言われるのですけれども、相手が

あることなので、向こうが入れてくれないという事情が入ってくるので、それを減らして

いくのは多分かなり技術的に難しいのかなと思います。既にホームページに載せて、こう

いうのが出ますというようなことでやられているわけなので、やはりシステムとしてもで

き上がっている中で、それに対してシステムを変えてもなかなか難しいところがあるのか

なというふうに思って、そういう意味では、例えばＣという評価にすると、やはりそれな
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りに努力を次にしていかなければいけないというところが出てきますので、なかなか難し

いかなという気もしていたのですけれども、その辺は皆さんそういうご理解ならばいいの

かなとは思います。 

〇小川総務課長 ご指摘はそのとおりでございまして、国も同じなのです。国も一者応札

の減少を求められて、我々の方でも毎年やっています。今あったようにいろいろ早くした

り、公募期間を長くしたり、まだ幾つかできることもあります。先ほど朝倉理事からは分

割して入れやすくする、逆に足して入れやすくするというのもあります。あまり小さいと

嫌だというのもあるので、そういったこと、あるいは説明会に数社来ているのだけれども

札が入らないというときには、説明会に来た人になぜ札を入れなったのかということを聞

く。そこの問題点を改善していくとか、まだまだやることはあろうかと思います。 

 こうやることによってできた例で申し上げると、システムの改善はもともとのシステム

をつくった人しか入らないだろうと思われますが、プログラムを公開すればいいのです。

そのリスクが出てまいりますから、そのリスクを踏まえながらプログラムを全部公開する

というような形で改善する。 

 この努力はやはり元の原資が税金でもらっていることもございますので、できる限り努

力していくということは国も独法も同じというふうに受け止めております。 

〇西田調整班課長補佐 ほかに何かご質問、ご意見等はございませんか。 

〇池田委員 69ページの業務運営コストの縮減というところですけれども、パーセントで

表示されているのですが、たしかこちらの経理は税込み経理で決算されていると思うので

すけれども、この数字を比較するときは税抜きで基準年度と比較されているのか、税込み

でされているのか。その点、いかがでしょうか。 

〇小森企画調整部長 税込みです。 

〇池田委員 ということは、26年から消費税が上がりましたよね。５から８に。そうする

とこの比率が悪くなっているのですけれども、そういう影響がここに入っているというふ

うに見てよろしいのでしょうか。 

〇朝倉理事 消費税が３％上がった分も含めて、コストが低減しているという理解でいい

のかということですね。 

〇池田委員 ということは、要するに消費税も込みのところでコストを比較する。シビア

といえばシビアですよね。今度また10％になれば……。 

〇朝倉理事 そうなると思います。 
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〇池田委員 それに関連する数字というのは、財務諸表のこちらの方に書いてあるのです

けれども、これは通し番号54で、平成26事業年度財務諸表ということで、通し番号の54ペ

ージの一番下に、経費削減及び効率目標との関係ということで、ここに出ている数字とい

うのは、ご説明があるように、運営費交付金で行う事業ということで、直接損益計算書と

か、何かと結びつけられないので、どうしたものかなとも思ったのですが、これは特に細

かく説明するほどでもないかなと思って、この数字を信用するということで理解したので

すけれども、例えば②の一般管理費で26年度は５億2,000万円ということで、業務経費が７

億6,500万、これがどこから出てくるのかなと思って探したのですけれども、うちでいただ

いた資料からは見当たらなかったのですけれども、それをまた細かく書くと大変なのかな

と思ったので、特にどうということはないのですけれども、結果の数がここにポンと出て

いるのかなと理解しているのですけれども。その上に予算と決算というのがあるのですけ

れども、この数字とも少し違うようなので。 

〇朝倉理事 上の（３）の支出なりのところの業務経費のところの額と②の額が合わない、

そういう趣旨の質問ですか。 

〇池田委員 ②の方は、ここに運営費交付金で行う事業という限定がついているので、少

なくなるだろうと思うのですけれども、特に何か細かく集計されて出された数字だと思う

ので、それでよろしいと思うのですけれども、何か簡単に、例えばここが違うのだという

比較表みたいなものができるのかなと思って。 

〇瀧田総務部長 この数字をほかの部分から、こことここを引くと出ますみたいな部分は

ちょっと出てないので、計上費用の部分だけでしか出てないので、ちょっと抜き出しで数

字をつくっている部分なので、具体的にそれがわかるデータ的な部分、今、ちょっと手持

ちがない部分ですので、また別途。 

〇池田委員 結構です。たまたまポンと数字が出ていて、それに基づいて比率が分析とい

うか、結果につながってくるので、ちょっと確認したかっただけなのですけれども。とり

あえず消費税が影響しているということですね。戻りますけれども。 

〇瀧田総務部長 はい。 

〇池田委員 わかりました。 

〇西田調整班課長補佐 この件に関しては、ＦＡＭＩＣの方で対応されますか。 

〇瀧田総務部長 後日また先生の方に。 

〇西田調整班課長補佐 承知しました。よろしくお願いいたします。 
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 ほかに何かご意見等はございませんか。 

〇後藤委員 先ほど小林委員からも出たことと同じことですが、先ほど朝倉理事のご説明

の中でも、一者応札であるべきでなかったものが12件。結果的に一者応札は多いけれども、

そのうちのかなりの部分はもう本質的に一者応札にならざるを得ない要素がかなり高い。

そういうものを含めて、率が高いということで評価は確かに数字としてはその点数が出て

いるし、パーセンテージとそれはあるのだけれども、それを評価とするのが本当に適切な

のかどうかというのはちょっと私にとっても大きな疑問なのですけれども。 

〇小川総務課長 私も契約を見せていただいたので、ＦＡＭＩＣの調達のルール、国の調

達のルールよりも厳しいです。国だと随意契約にできるようなものが競争入札に入ってい

て、１者になっている。ただ、会計なのでルールに基づいてやっていただく必要がありま

す。したがって、朝倉理事がこれは本来出ないのだけれども、というのは、それはそう思

っているだけであって、であれば会計ルールを見直せばいいわけです。 

 したがって、総務大臣の方で27年５月、先ほどのコメントのところがあって、見直して

いいよということで、今後見直すという対応がなされるわけです。それまでの場合ですと、

これは競争入札に回すというルールを決めておりましたので、そこでは一者応札をなくす

べくやはり努力はしなければならないという整理です。従いまして、今後の対応はそのも

とを見直すという行為が対応として出てくるということです。 

〇後藤委員 今後の対応は、まさしくそのとおりだと思います。26年度の評価というのは、

旧の対応の状態でやらざるを得ないわけですよね。 

〇小川総務課長 そうです。 

〇後藤委員 そのときに、数字だけで評価せざるを得ないのかということです。 

〇小川総務課長 それはそうですね。ルールで決めておりますので、自分でここは他にな

いと決めることができないと思います。本来なかなか出てこないのですよということは、

言い訳であって、もしそこしかないのであれば、１者しかないのに一般競争入札はないの

です。ガス契約と同じですから。そこはルールを見直すしかない。ルールに当てはめてや

っていけば、一者応札の割合が指標になっておりますので、そこが悪いという評価をせざ

るを得ないというふうに思います。 

〇西田調整班課長補佐 なかなか難しい問題であるかと思います。来年度からはその辺が

改善されていくと思われますので、そのあたりについてはまた来年の評価なり、そういっ

たもので反映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。 
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 そのほか、何かございますか。 

 なければ、次の議題に移らせていただきます。 

 続きまして、Ⅲ．財務内容の改善に関する事項。それとⅣ．その他の事項、及び総合評

定結果をご説明いたします。 

 農林水産消費安全技術センターより業務実績及び自己評価を説明していただきまして、

次に農林水産消費安全技術センター監事より監事監査結果の報告をしていただきます。最

後に農林水産省から評価案の説明をさせていただくことにしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

〇小森企画調整部長 それでは、まず私の方からこの評価書に基づいてご説明申し上げた

後、財務諸表の説明、その後に監事からの報告をさせていただきたいと思います。 

 戻りまして、資料１の93ページからでございます。自己収入の確保についてご説明いた

します。自己収入としまして、26年度4,643万5,000円を確保してございます。具体的には

事業者からの依頼に応じて積極的に講師派遣を行うとともに、職員等に関する専門技術的

知見を活かした講習会を有料で実施しております。 

 また、自己収入の一層の確保の取組としまして、事業者等が主催する講習会へ有料で講

師派遣を行っていることについてホームページ上で周知、広報に努めますとともに、講習

事業及び標準試料の売払いにつきましては、アンケート調査や聞取りによりニーズを把握

し、自己収入の一層の確保に努めたところでございます。 

 続きまして、95ページ、保有資産の見直しでございます。保有している庁舎及びその敷

地、ほ場、分析機器等について利用稼働状況に係る調査を実施いたしまして、保有の必要

性について判断いたしまして、必要のない分析機器等は保有資産から除却いたしておりま

す。 

 96ページでございます。ＦＡＭＩＣが保有する特許等、そんなにたくさんはございませ

んが、特許等につきましては、実施許諾実績及び保有コスト等を踏まえまして保有の必要

性の検証を行い、26年度はすべて維持することといたしました。 

 続きまして、その他業務運営に関する事項ということでございまして、97ページから内

部統制の充実というところでございます。理事長のリーダーシップのもと、効率的、効果

的な業務運営を推進し、内部統制の更なる充実の強化を図るため、役員会を10回開催しま

して、重要事項の審議、決定を行うとともに、内部監査やマネジメントレビュー等を実施

いたしております。 
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 いろいろ書いてございますけれども、101ページまで飛んでいただきまして、②でござい

ます。毎年年１回でございますが、外部有識者による業務運営懇談会を開催いたしまして、

幅広い視点から業務の改善に取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、103ページ、予算、経費の節減に係る取組及び法人運営における資金の配分

状況について合わせてご説明させていただきます。 

 103ページ及び104ページになりますが、経費の節減に係る取組及び法人運営につきまし

ては、引き続き業務経費、一般管理費の節減に取り組んでおります。先ほど池田委員から

のご質問がございましたが、節減に取り組んだところでございます。 

 また、次のページでございますけれども、資金の配分でございます。104ページでござい

ます。年度当初、年度途中に予算の配分の考え方を作成いたしまして、これに基づいて計

画的な予算配分、調整を行うことにより、適切かつ効果的な資金配分を行っているところ

でございます。 

 続きまして、106ページの短期資金の借入限度額、これは該当がございません。 

 107ページ、財産処分のところにつきましても、26年度実績がございません。 

 それから、109ページでございますけれども、堺ほ場の関係でございます。これは既に国

庫返納済みでございますので、26年度は該当はございません。 

 111ページでございますけれども、剰余金の使途につきましても、これにつきましても第

３期中期目標終了、また後半部分でご説明いたしますが、26年度単年度としての扱いとし

ては該当なしという整理をいたしております。 

 112ページでございます。施設及び設備に関する計画のところでございます。ＦＡＭＩＣ

統合前の独法のとき、それより前の国の機関のときから長くずっと使っているところもご

ざいますものですから、本部農薬検査部、スクラバー等改修工事、受変電設備の改修工事

ということで、老朽化に伴う施設設備を行っているところでございます。 

 続きまして、114ページでございます。職員の人事に関する計画ということころでござい

ます。具体的には、115ページの方でございますけれども、業務の効率化を図りまして、常

勤職員数を636人、27年１月１日の国会報告の数字が636人でございますが、今中期目標期

間の期初職員であります680人を44人下回ったということでございます。 

 最後になりますが、116ページでございます。積立金の処分でございます。全中期目標期

間中の繰越積立金につきましては、計画に基づきまして、前期中期目標期間中に自己収入

財源で取得し、当期中期目標に繰り越した有形固定資産の減価償却等に要する費用、26年
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度は残存の価格のみでございますので、１円でございますが、それを取り崩してございま

す。 

 以上の業務実績に基づきまして、自己評価はすべてＢにいたしております。総合評価に

つきましても、今、随時、国民に提供するサービス、業務の効率化、財務運営に関する事

項、その他の事項含めまして、すべて自己評価としてはＢ評価としたことから、総合評価

もＢ評価という形でＦＡＭＩＣとしては評価をしたところでございます。 

 業務実績の評価は以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 総務部長の方から、財務諸表の関係についてご説明いたします。 

〇瀧田総務部長 私の方から、財務諸表についてご説明をさせていただきます。平成26事

業年度の財務諸表につきましては、通則法の31条１項の規程に基づきまして、今年６月９

日に当法人から農林水産大臣の方に提出をし、６月19日、農林水産大臣から承認をいただ

いているところでございます。 

 財務諸表につきましては、お手元の参考７－１の部分を見ていただきたいと思います。

通しページの63ページ、後ろから３枚目ほどめくっていただきますと、決算報告書がござ

います。めくっていただいて64ページに26事業年度の決算報告書があるかと思います。内

容を見ていただきたいと思います。 

 一番上に、収入の部があるかと思います。その上段に運営費交付金の項目がございます

けれども、当法人の業務の財源はほとんどが運営費交付金により賄われている状況下にあ

ります。 

 その下の前年度よりの繰越金、この繰越金と運営費交付金を決算ベースで足しあげた部

分の対比で言いますと、全体の98.2％に当たる部分が運営費交付金での収入の部になって

おります。 

 その次に、施設整備費補助金、施設等の補助金ということでいただいております。諸収

入は検査手数料収入からその他収入までうちの自己収入の金額は4,643万5,446ということ

になっております。 

 それと下段の方に支出の部がございますけれども、これにつきましても４つに区分され

ています。業務経費と施設整備費、一般管理費、人件費ということで、４つの部分に該当

しておりますけれども、一番下の人件費の項目がございますが、当法人の支出が一番大き

いのは、当然人件費ということで、大半を占めている部分です。決算ベースで言いますと、

69億8,700万余りの中で、人件費については54億の中で支払われているという状況になって
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おります。 

 また、役職員の方の報酬給与等の明細につきましては、参考の８ということで添付させ

ていただいておりますけれども、役職員の報酬、企業水準の妥当性につきましては、農林

水産大臣の方で検証が行われて、妥当であると大臣の方から検証結果をいただいていると

ころでございます。 

 続きまして、26年事業年度の損益についてご説明をさせていただきます。 

 参考７－１のところで、３枚ほど、通し３ページを見ていただければと思います。損益

計算書でございます。 

 当期におきますⅠの経常費用合計につきましては、右の下でございますけれども、69億

686万1,781円を計上しております。主なものにつきましては、先ほど説明したとおり給与、

賞与、及び諸手当、退職金手当等の人件費による支出によるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、４ページでございます。Ⅱの経常収益の合計でございま

す。これにつきましては、一番右の下の部分でございますけれども、69億2,037万1,637円

が経常収益の合計額でございます。 

 この主なものにつきましては、運営交付金収益ということがございますけれども、66億

5,847万8,316円、交付金を収益化した部分が主なものでございます。 

 これによりまして、経常利益の部分でございますが、Ⅰの経常費用から経常収益を引い

ていただければ、経常利益になるところでございます。1,350万9,856円が経常利益となっ

ております。 

 Ⅳの臨時利益でございます。これにつきましては、６億4,684万7,838円を計上しており

ます。 

 平成26事業年度をもちまして、第３期の中期目標期間が終了したということがございま

して、運営費交付金、全額収益化を行っております。 

 これらの経常利益、臨時利益、Ⅲの臨時損失、Ⅵの前中期目標期間繰越積立金取崩額を

加減算しまして、当期の総利益につきましては、一番下でございますが、６億4,249万8,050

円となっております。以上が、損益計算書でございます。 

 次に、総資産について説明をさせていただきたいと思います。１ページに戻っていただ

きまして、貸借対照表の部分でございますが、資産の部でございます。資産の部につきま

しては、現金及び預金等の流動資産の合計額が右の方にありますけれども、16億528万9,294

円。それと固定資産の部分の中で、建物等でございますけれども、84億8,852万3,875円と
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いうことで、これを加えますと資産の部で一番右の方になりますけれども、100億9,381万

3,169円が資産合計となっております。 

 同じく負債の部でございます。未払金等の流動負債につきましての合計額が８億8,378

万6,856円。資産見返債務等の固定負債の合計額が10億4,350万2,710円を加えた19億2,728

万9,566円が負債の合計額となっています。 

 裏面でございますけれども、純資産の部でございます。Ⅰの資本金、Ⅱの資本剰余金、

Ⅲの利益剰余金の合計額が右の一番下から２つ目ですが、81億6,652万3,603円ということ

で、これが純資産合計額となっております。 

 Ⅲの利益剰余金の当期末処分利益６億4,249万8,050円は先ほど説明しておりますけれど

も、損益計算書、具体的に４ページ目になりますけれども、当期総利益の数字と一致して

いるところでございます。 

 今、説明をしました６億4,249万8,050円、当期末処分利益と２つ上にあります前中期目

標期間繰越積立金につきましては、27事業年度によりまして全額積立金への振替えを行っ

ているところでございます。これによりまして、Ⅲの利益剰余金の７億2,416万9,981円が

平成27事業年度におきまして、すべて積立金というふうに整理を行っております。 

 この積立金につきましては、中期目標期間が終了したということを受けまして、翌事業

年度の27年度へ繰り越す部分の133万7,299円につきましては、棚卸しの資産、前払い費用

の数字でございますが、この金額を除きました、ここにちょっと数字は出てないのですけ

れども、７億2,283万2,682円につきましては、国庫納付を今年７月７日に行ったところで

ございます。以上が貸借対照表の部分でございます。 

 財務諸表26事業年度につきましては、大変雑駁ではございますけれども以上の説明とさ

せていただきます。私の方からは以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 引き続きまして、ＦＡＭＩＣ監事から監事監査結果の報告をお願

いいたします。 

〇二階堂監事 監事の二階堂でございます。碓井監事が隣におりますが、２人の監事で監

査を行わせていただきました。今から簡単にご説明いたします。座らせていただいて説明

させていただきます。 

 お手元の参考５を開けていただきたいのですが、引き続きまして、３ページを開けてい

ただきたいと思います。 

 まず、監査報告を作成するに当たりまして、独立行政法人の改革等に関します基本方針
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というものが平成25年に閣議決定されております。その中で、監事機能の強化が図られる

とともに、昨年はこれに則りまして、通則法が改正され、監事の監査報告作成が義務づけ

られ、また監査報告は法人の業務を監査することを通じて、法人の健全な業務を確保し、

社会的信頼に応える良質な法人の統治体制の確立に資する責務を果たすとともに、重要な

書類と位置づけられたこともございまして、監査報告をするに当たりまして、この３ペー

ジの監事監査の概要に書かせていただいておりますとおり、業務並びに会計に関する監査

に関しまして、監査の方針並びに監査の重点事項に基づきまして１年間取り組ませていた

だいた次第でございます。 

 特に、３ページ目の（２）監査の重点事項にありますように、業務運営の合理化、適正

化、内部統制充実に向けた取組、リスク管理の考え方、また効率的な業務運営のための環

境整備等々、無駄廃棄も含めましてこれらの項目に対して１年を通じて監査を行いました。 

 資料の４ページ、５ページを開けていただきたいのですけれども、これらの監査を実行

するために、理事長等とのコミュニケーションや監事の独自調査などを通じまして、内容

を精査してまいりました。 

 また、財務諸表に関しましては、５ページの２でございますけれども、財務諸表及び決

算報告書に関する監査を行うに当たりましては、会計監査人であります優成監査法人と連

絡を密にし、会計監査人との連携も定期的に行うなど、この監査人の監査、財務諸表等決

算報告書に関する監査人の監査報告に関しましても、その状況を随時把握し、取り組ませ

ていただいたところでございます。 

 また、最後の６ページに、特に、通則法の改正によりまして、監事が国民の視点からし

っかりと目を通すようにと言われた内容等々、過去独立行政法人の事務事業の見直しの基

本方針と過去の閣議決定において定められた監査事項についての参考ということで、給与

水準や随意契約の適正化を含め、入札契約の適正な執行等々、これらも監事として見させ

ていただいた次第でございます。 

 これらの取組を通じまして、最初に戻っていただきまして、監査報告をまとめた次第で

ございます。 

 １ページ目の監査の方法及びその内容は割愛させていただきますけれども、結果といた

しまして、次の２ページをご報告させていただきます。 

 監査の結果といたしまして、１つ目、法人の業務は法令等に従い、適正に実施され、ま

た当初の５年から４年間に短縮されたものの中期目標の着実な達成に向け、効果的かつ効
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率的に実施されていると認めさせていただいてございます。 

 また、２つ目といたしまして、内部統制の更なる充実の強化を図るため、内部監査の実

施、理事長によるマネジメントレビューの実施、業務運営管理のための各委員会等の開催

により、その取組が一定の成果を得ていると認めているところでございます。 

 今後、内部統制をより充実させるために、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達

の確保の現状を認識、分析し、適切な取組とするべく一層の体制整備に留意する必要があ

る。そのように考えているところでございます。 

 ３つ目といたしまして、役員の職務の執行に関する不正の行為、または法令に違反する

重大な事実は認められませんでした。 

 ４つ目といたしまして、会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果が相当であると

認めさせていただいております。 

 財務諸表等は法人の財政状態、運営状況、キャッシュフローの状況及び行政サービス実

施コストの状況すべての重要な点において、適正に表示しているものと認めているところ

でございます。 

 ５つ目といたしまして、事業報告書でございますが、これら法令に従いまして、法人の

状況を正しく示していると認めてございます。 

 この３番目、４番目でございますが、先ほど参考補足資料の中で申し上げましたように、

独立行政法人の事務事業の見直しで、過去の閣議決定において定められた監査事項につい

ても適宜確認させていただきまして、法人としては努力し、適切な運営に努めていること

を認めているところでございます。 

 また、従来、監事監査におきまして、種々指摘事項を指摘してきました事項に関しまし

て、理事長主導によるマネジメントレビューにより取組が進展しているということを認め

させていただきまして、二階堂、碓井の両監事の名によりまして、今回の監査報告をまと

めさせていただいた次第でございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 続きまして、農林水産省より評価書案について、ご説明をさせて

いただきます。 

〇小川総務課長 まず、３ページの総括表を見ていただきますと、ただいまお話のあった

ⅢとⅣ、財務内容、その他の事項ということですが、私どもの評価は自己収入の確保の部

分がＣ、あとはＦＡＭＩＣの自己評価と同じＢになっております。 

 中身を見てまいりますと、93ページをお開きください。自己収入の部分でございます。
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主務大臣による評価を見ていただきますと、小項目を積み上げた項目別評定はＣ。講師派

遣等についてホームページ等で広報を行っていたものの、第２期中期目標期間終了時の平

成22年度相当額と比較すると自己収入額は10％下回っており、平成26年度予算額に対する

実績も７％減ということになっていることから、自己収入の確保が十分でないと判断し、

目標の水準を満たしていないという評価にさせていただいております。 

 また、指摘事項といたまして、講習事業及び標準試料の売払いについては、アンケート

調査や聞取りによりニーズを把握し、更なる自己収入の確保を図るべきであるというふう

にさせていただいております。 

 97ページをご覧ください。内部統制の充実強化ということでございます。評価はＦＡＭ

ＩＣの評価と同じでございますが、98ページを見ていただきますと、指摘事項といたしま

して、リスク管理委員会設置等により更なる内部統制の充実を図ることが望ましいという

コメントをつけさせていただいております。 

 以上が、我々の方からの評価でございます。総合的にまとめましたのが、２ページ目に

なります。 

 法人全体に対する評価ということで、法人全体の評価でございますが、肥料関係業務、

土壌改良資材関係業務、農薬関係業務、飼料及び飼料添加物関係業務、食品表示の監視業

務、登録認定機関等に対する調査等の業務、日本農林規格の見直し等に係る業務、リスク

管理に資するための有害物質の分析業務、情報提供業務等の実施に当たり理事長のリーダ

ーシップのもと、業務の進捗や予算執行の把握に努め、業務運営の効率化を図りつつ、的

確に業務を遂行されており、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、計画のと

おり順調な組織運営を行っていると評価するということで全体評定をＢとさせていただい

ております。 

 また、これからもⅢ、Ⅳについて、有識者のご意見を伺ってまいりますし、先ほどⅡの

ところで、小林委員、後藤委員から一者応札についてのご意見もいただいております。今

後も見直し作業をやっていくことになりますので、この評価書の有識者会議委員からの意

見ということで的確に評価書に反映させていきたいと思っております。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 これまでのところについて何かご質問、ご意見等はございますか。 

〇池田委員 確認というか、自己収入の確保ということに関しまして、93ページなのです

けれども、これに関する決算の科目ということで、評価書付表一覧というのが最後につい

ていまして、４ページに自己収入確保という形で科目で示されているのですけれども、一
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番目が検査等手数料1,700万から始まっていますけれども、決算書の方で先ほどちょっとご

説明がありましたが、後ろの方の決算書では検査手数料というのが同じ金額で1,756万

7,000円上がっているのですが、損益計算書の方は今年から検査手数料という科目がなくな

って、その他、これ４ページ目ですけれども、通し番号でいうと８番です。損益計算書の

事業収益の手数料収入の中で、26年から検査手数料という科目が消えて、その他手数料収

入、ここに変わっているのですけれども、これは何か意味があるのかなと思って。 

 過去は、検査収入ですか、検査手数料というのはそんなに金額が多くないのです。10万

単位であって、26年で消えているのです。だから私が知りたかったのは、検査手数料とい

うのは、この1,700万ほどあるのか、それとも検査手数料というのは10万円単位のものなの

か。その辺の実態をまず１つ知りたいなというのがあったのですけれども。どちらなのか

なと。 

 25年も検査あるのですけれども、金額が少ないです。だから、検査の手数料というのは

何か一部だけを25年まで入れていたのか。 

〇瀧田総務部長 飼料等の手数料収入は幾つかあるのですけれども、飼料依頼検査ですと

か、ＧＭＰ検査、輸出検査、それぞれの項目での積み上げなのです。中身によっては、件

数的に少ない部分もございますけれども、この中ではＧＭＰの検査収入というのが大体

6,300万弱の数字、1,214万ぐらい、それを積み上げた段階の数字がここに出ている数字の

実績、このようになっています。 

 表のとり方がいろいろありますので、ちょっと表自体をわかりやすく、数字がどことど

こでというのを後日またお送りさせていただきます。 

〇小森企画調整部長 収入が細かく分かれているものですから、その中で損益計算書に計

上する場合とまとめる場合とがありまして、ちょっとこの参考の資料と損益の方がうまく

マッチングして、決して数字を触っているわけではないのですけれども、計上の仕方が違

っているだけなものですから、ちょっとまた後で整理をしてご説明申し上げたいと思いま

す。 

〇池田委員 できればその科目は統一して、関連するところを使っていただくと見やすい

かなというのが１つです。 

 それとこの自己収入の確保というところで明細をつくっていただいて、合計が4,643万

5,000円という、この表、評価書案の方で、これがどこになるのかなと思って、損益計算書

をちょっと眺めていたのですけれども、損益計算書の事業収益という手数料とその他があ
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るのですけれども、4,267万2,000円、その下の方に雑益ということで生命保険とその他が

170万ほどあるのですけれども、この２つを足しても4,600万にはいかないので、そのほか

に何か入ってくるのかなという、売却益も入るのですか。 

〇瀧田総務部長 入ります。 

〇池田委員 売却益だから、売却金額が入る……。 

〇小森企画調整部長 臨時損失の固定資産の売却損と臨時利益の固定資産の売却益を差し

引きした、１万円だけ違うと思うのですけれども、その分を、今、池田委員がおっしゃい

ました上の方の4,200万円とそれから雑益のところの収入とそれから固定資産売却益から

この１万500円を除いた分と足し上げて4,600万円になっているという、そういう計算でご

ざいます。申し訳ございません。 

〇池田委員 わかりました。 

〇西田調整班課長補佐 そのほか何かございませんか。 

〇小林委員 同じところなのですが、自己収入の確保で、ＦＡＭＩＣさんの場合は、これ

は営利目的の活動をしているわけではないので、多分付随的についてくるというのが自己

収入だと思うのですけれども、これも例えば講師の派遣費にしても、標準品を売ったにし

ても、そう多分伸びるとかそういう話ではないと思います。 

 多分そういう中でこれを単純に比較して、また評価をしていくということがどうなのか

なとちょっと心配なところがあります。Ｃ評価することによって、ここの部分を稼がなけ

ればいけないということで、何かＦＡＭＩＣさんの方向が変になることはないのかなと、

ちょっとそれが心配なのですけれども。 

〇朝倉理事 内訳の話、まず自己収入がどんな内訳かを少し説明させていただきます。 

 ＦＡＭＩＣは、年度計画に従いまして事業者などからの依頼に応じた講師の派遣、それ

と規制制度、例えば、農薬や肥料の登録手数料は国庫に入る収入印紙で自己収入とは直接

関係ないのですけれども、やはり規制制度に付随して、委員からありましたような飼料の

ＧＭＰ確認検査収入、こういうものは本省からの指示もあって、受益者負担を徹底すると

いうことで、そこが自己収入にカウントされています。自己収入の大きな柱としては、そ

ういう検査に付随したような確認検査などの収入と、講師派遣によるものがあり、大きな

構成になっています。 

 26年度の自己収入が大きく減少した主な理由は、飼料のＧＭＰ確認検査収入について、

農水省の通知改正によって確認を受けた有効期間中の中間確認検査が一定の条件のもとで
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は不要になったということで、そもそも申請数が減少したというのがございます。 

 それと食品表示制度が一元化になって変わってきているということもあって、事業者な

どから食品表示に関する講師派遣、これも減少しています。消費者庁の権限になっている

ということが要因です。 

 そういう意味では、なかなかＦＡＭＩＣが営業努力をしてするという性格のものではな

いというのは委員のご指摘のとおりでございます。引き続きＦＡＭＩＣとしては、自己収

入の確保に向けて、事業者からの講師派遣の積極的な対応とか、そういうことはしていき

ますけれども、なかなか制度と付随しているようなものでもあるので、難しい部分がある

ということは確かにご指摘のとおりございます。 

〇小林委員 今の朝倉理事のご説明を伺うと、逆に言うと、制度が変わって、収入が減っ

ちゃったという話ならば、何かＢ評価でいいのかなという気もするのですけれども。 

〇小川総務課長 それもルールで、今まで評価委員会で設定された指標に基づいて評価を

してきておりますので、その途中で制度が変わったから収入が変わったので、やむを得な

いというふうにはなかなかならない。それは、予算を立てておられますので、そこでちゃ

んと見通していただく必要があろうかと思います。低くなるのであれば、低めの球を投げ

て、予算の見積りを立てていくということで。 

〇小林委員 そうすると、23年度の比較。 

〇小川総務課長 今年度予算を立てて、実績と下回っているわけですよね。つまり例えば

収入を多く見積もって、変わっているから低めの球になりますよというのであれば、最初

から低めの直球を投げておけばいいわけで。 

 もう一つ申し上げますと……。 

〇小林委員 主務大臣による評価の理由のところも、それはあくまで予算に対して収入が

いかなかったからＣ評価。 

〇小川総務課長 ２つです。もう一度93ページを申し上げますと、第２期中期目標期間終

了時の平成22年度相当額と比較した場合、それから平成26年度の予算額に対する実績額、

ダブルで申し上げております。 

 これまでの中期目標期間があって、同じ土俵で、独法で比較してきているという観点で

いった場合の評価は指標に基づいて、そこはやっていく必要があろうかと思います。それ

がこの評価結果になっている。 

 さらに申し上げますと、今年度からは新しい制度に変わっているわけです。その中で、
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行政執行型の法人となっており、さらにＦＡＭＩＣの中を見ると、国の指示に基づいて検

査に行ってくれと言われれば、副業をやっている場合ではないわけです。検査を的確にや

ってもらわなければいかんという形の法人なので、そこはどうなるのかなということで、

今日は評価なので、評価の関係の資料を参考資料でお配りしておりますけれども、目標の

策定に関する指針というのも総務大臣が指示を出しております。それをもう一度見ていっ

ているのですけれども、その中でもやはり行政執行型の法人というものも自己収入の部分

について申し上げると、中期目標管理法人と同じように設定せい、という指示が出ており

ます。 

 したがいまして、その書き方というものも別途総務省の方から記載例という形で配布さ

れておりまして、その中では行政執行型におきましても、例えば総事業費に占める自己収

入の比率を〇％以上にするとか、あるいは中期目標期間が定まっているので、それは定め

られていないのですが、そういった形で目標として掲げることを総務省、独法制度全体を

持っているところから求められておりますので、この金額的な割合にするのではなくて、

今回27年度からは総事業費のうち自己収入が占める割合ということで、過去の実績から乖

離しないような形での取組を求めざるを得ないような状況になっているのが事実でござい

ます。 

 今、小林委員からいただいたようなご指摘というのは、有識者のご意見として、評価書

の中に、そもそもＦＡＭＩＣのような法人で、どうやって自己収入の確保というものがど

こまで大事なものなのかというものも含めて、ご意見があったということを反映させてい

ただきたいと思いますし、私自身も若干問題意識を共有しておりますので、国の独立行政

法人の中で、行政執行型法人になったものは７つございます。それの比較もちょっとして

みようかなと思っております。 

〇西田調整班課長補佐 以上のご説明でよろしいでしょうか。 

 ほかに何かご質問等はございませんか。 

〇池田委員 103ページの予算ということで、収支計画及び資金計画、経費節減に係る取組

があるのですけれども、これは22年までの目標というか、先ほどありました３％とかとい

うものは達成されているのですけれども、予算に対して、業務経費が25年、26年と予算オ

ーバーして、一般管理費も26年はオーバーされている。これは26年度の財務諸表、先ほど

の（４）の説明のところにあるのですけれども、予算と決算の比較がありますので、ここ

のところちょっと予算オーバーが続いているので、結果的には目標は達成しているのだけ
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れども、予算をおつくりになるときに、このオーバーしている理由はこちらの方に機械整

備等の増とか、修繕費等の増ということで突発的に増えたものもあるかもしれないのです

けれども、一応予算管理という形の中で、少しご注意されたらどうかなというふうに思い

ました。 

〇西田調整班課長補佐 ＦＡＭＩＣの方はいかがですか。今のご指摘に対して。 

〇瀧田総務部長 単年度で予算が決まっている部分もあるのですが、第３期ということで、

期間中の部分については、ご存じのとおり運営費交付金の交付額をその枠の中で単年度で

見れば、若干上限があって予算額も増えている。その期間で見れば、その枠の中ではまっ

ていればという話もありますので、たまたまその出入りの部分がありますけれども、その

辺につきましても予算的な部分、あと中期だからこそできる修繕というのも逆に金額がか

さむ部分というのは単年度ではなかなかできないので、大きい部分はこの年にやるのが一

番ベストというときに、大きい金額を入れ込むとなると、なかなか予算的にはいかないの

ですけれども、今までは中期の間であれば多少前年に我慢した部分を翌年度に、というこ

とも可能な部分で、これからはもう単年度なので、予算の中でしかできない形であります

し、委員ご承知のとおり、会計基準も変わる部分がございますので、その中での対応とい

う格好になるかと思います。 

〇池田委員 中期の中でこういう結果になっているということですね。 

〇瀧田総務部長 はい。 

〇朝倉理事 ちょっと補足しますと、欠席の委員からもいただいていますけれども、スト

ロンチウム安定同位体比というようなものを使って、産地判別をやっていくには高度な機

械で、それを26年度に導入しようとしました。また、労働安全上、事故が起きると業務中

断するというのはまずいということで、コンサルを入れたりして、総点検をするというこ

ともあって、今、総務部長が言いましたように、今後の業務をきちんとやっていく上で、

必要な支出をした結果として、波がある中でたまたま、たまたまというか26年は少し波が

大きくなったというようなことでございますので、今後単年度会計になりますので、どう

やって投資をやっていくかという課題はあるのですけれども、ご理解いただければと思い

ます。 

〇西田調整班課長補佐 本日欠席されている岡崎委員から総合評定に関してコメントをい

ただいておりますので、ご披露させていただきます。 

 総合評定において、業務運営の効率化に関する事項、契約の点検、見直し、及び財務内
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容の改善に関する事項、自己収入の確保の評価が厳しい評価Ｃとなっておりますことを確

認いたしましたということで、コメントだけいただいております。ご紹介させていただき

ました。 

 その他、何かご質問等はございますでしょうか。 

 もしなければ、26年度につきましては以上で終了させていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、休憩時間を今から10分いただきまして、こちらの時計で45分まで休憩をとら

せていただきたいと思います。 

 その後、引き続き中期目標期間中の評価を進めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

午後 ３時３７分 休憩 

午後 ３時４５分 再開 

〇西田調整班課長補佐 それでは、議事を再開したいと思います。 

 続いての議題については、中期目標期間平成23年度から平成26年度業務実績の評価につ

いてでございます。 

 先ほどと同じように、最初に農林水産消費安全技術センターから自己評価に関する説明

をいただいて、その後農林水産省の評価書案の説明をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 まずは、国民に対して提供するサービス、その他業務の質の向上に関する事項から説明

をお願いいたします。 

〇小森企画調整部長 それでは、中期目標期間でございますので、資料２の方をご覧くだ

さい。５ページ、先ほどと同じように肥料の関係からでございます。 

 この資料の一番後ろの方についております評価書の付表の方に主に数値が入っておりま

すので、必要に応じまして、付表もご覧いただきながら、ご説明を聞いていただければと

思っております。 

 まずは、肥料関係業務の５ページからでございます。本文は６ページから７ページでご

ざいます。登録申請の関係でございます。 

 肥料の登録申請3,996件、仮登録に関わる肥効試験４件、肥料取締法に基づく立入検査

2,009件はすべて目標期間内に農林水産大臣に報告いたしております。 
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 ８ページ、牛海綿状脳症のまん延の防止に資するための検査195件、このほか９ページ、

一番下のウでございますけれども、堆肥のセシウムの測定1,447件を実施しております。 

 本文中には件数は入ってございませんけれども、付表の方の表の１ページの方に書いて

ございます。 

 引き続きまして、土壌改良資材でございます。11ページでございます。表の方は通しペ

ージの２ページになります。 

 地力増進法に基づく立入検査119件、集取しました84件につきましてすべて目標期間内に

農林水産大臣に報告いたしております。 

 続きまして、13ページの農薬でございます。本文は、14ページからということになりま

す。付表の方は表の２ページから３ページにわたってでございます。 

 農薬取締法に基づく検査につきましては、基準の設定が必要なものについては626件、基

準の設定が不要なものについては4,770件を行ってございます。 

 15ページ、農薬取締法に基づく製造場への立入検査299製造場、立入検査の際に集取しま

した農薬94点、ＧＬＰ制度に基づく適合試験の適合試験確認の査察80件については、すべ

て目標期間内に農林水産省に報告しております。 

 16ページでございます。農産物中の残留農薬4,317件を４年間で実施いたしております。 

 続きまして、17ページ、飼料関係でございます。付表の方は３ページから５ページでご

ざいます。本文の19ページのところでございますけれども、飼料、飼料添加物の検査等の

業務につきまして、モニタリング検査9,764点を実施しております。 

 それから、20ページでございます。ウでございますけれども、福島第一原発関係の事故

対応で､牧草と飼料の放射性セシウム1,579件を実施いたしまして農林水産省に報告してお

ります。 

 また、飼料、飼料添加物の検定、表示に関する検査783件、有害物質または病原微生物に

係る検査7,056件、反すう動物用飼料への肉骨粉の混入防止に係る検査1,857件。抗菌性物

質に関する検査851件を実施しまして、いずれも製造業者に対して管理の高度化に関する技

術指導を行っております。 

 21ページでございます。抗菌性飼料添加物を含む飼料等の製造事業場の確認に係る検査

282件、飼料の輸出に関する製造基準適合確認検査97件、エコフィード制度に基づく確認検

査16件を実施しております。 

 22ページでございます。飼料安全法に基づく立入検査2,172件、収去品の試験3,199件を
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実施いたしております。 

 職員が報告期限を誤認したことによりまして、26業務日を要した立入検査２件がござい

ましたけれども、それ以外はすべて目標期間内に報告いたしております。 

 ペットフード安全法に基づく立入検査267件、集取品の試験153件を実施しまして、これ

もすべて目標期間内に農林水産大臣に報告しております。 

 続きまして、24ページでございます。食品の監視業務でございます。表の方は５ページ

となります。 

 24ページの食品の表示の監視業務でございますが、生鮮食品4,913件、加工食品１万9,631

件、合計２万4,544件について検査を実施しております。その結果生鮮食品について281件、

加工食品について278件の疑義が認められまして農林水産省に報告しております。 

 25ページ、遺伝子組換え表示対象食品の確認分析を生鮮食品274件、加工食品1,272件の

合計1,546件を実施しまして、遺伝子組換え原料の混入の可能性のあるものについて、261

件についてＩＰ調査を実施しております。 

 また、事業者間取引における食品表示の監視について、地方農政局の地域センターと連

携調査において671件を入手し、検査を実施しております。 

 また、25ページ②の食品表示110番ですが、食品の不正表示、あるいは違法なＪＡＳマー

ク表示に関する情報が354件を農林水産省に回付いたしております。 

 26ページでございます。ＪＡＳ法に基づく立入検査でございます。表は６ページでござ

います。26ページのＪＡＳ法に基づく立入検査につきましては、125件を実施しております。

報告に４業務日を要した任意調査１件を除きまして、すべて３業務日以内に農林水産大臣

に報告をいたしております。 

 続きまして、28ページ、登録認定機関の業務でございます。 

 29ページからでございますが、登録及び更新に関する調査を112件。登録認定機関の変更

の届出に関する調査を1,425件実施しておりまして、これもすべて農林水産省に報告いたし

ております。 

 また、登録認定機関に対する定期的調査が482時間555事業所、格付品の調査を2,972件、

立会調査を1,579件実施いたしております。 

 続きまして、31ページでございます。ＪＡＳ規格の見直しの関係でございます。 

 ＪＡＳ規格の見直しにつきましては、農林水産大臣の指示を受けまして、日本農林規格

38品目97規格について規格調査を実施しております。また、32ページの日本農林規格の制
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定の関係でございますが、制定に関する計画に基づきまして、51品目、156規格の改正に係

る原案を取りまとめて農林水産大臣に報告をいたしております。 

 次に、33ページの国際規格に係る業務でございます。国際規格に係る業務につきまして

は、ＩＳＯ／ＴＣ34ほか諸々の国内審議団体としまして、国際会議に30回、合計39名出席

いたしまして、国際規格に我が国の意見を反映させるように努めてございます。 

 続きまして、35ページ、リスク管理に資するための有害物質の分析業務についての説明

でございます。 

 リスク管理に関する有害物質の分析業務につきましては、農林水産省のサーベイラン

ス・モニタリング年次計画に基づきまして、農産物中のカビ毒として食用麦3,984点、食用

外麦862点、飼料中のカビ毒、有害金属等5,919件の実施をいたしまして、すべて農林水産

省に報告いたしております。 

 続きまして、38ページのカルタヘナ担保法関係業務でございます。先ほどの26年度と同

様、この中期目標期間４年の間も農林水産大臣からの指示はございませんでしたので、業

務実績はございませんでした。 

 40ページの情報提供業務でございます。表の方は９ページ、10ページになります。41ペ

ージからでございます。①からでございます。ホームページ、メールマガジン、広報誌、

講習会等につきまして、ＦＡＭＩＣのやっております食品表示、ＪＡＳ、農産物の残留農

薬、肥料、飼料、土壌改良資材、農薬の安全性に関する情報の提供を行っております。 

 この間、ホームページの更新回数944回、メールマガジンの配信が196回、広報誌の発行

15回というような取組をしているところでございます。 

 また、41ページの②事業者を対象にしました食品等に関する専門技術的知見を活用しま

して、講習会、研修会を122回開催しております。 

 42ページにございますとおり、これらの情報提供業務の顧客満足度はいずれも3.5以上で

ございました。 

 引き続きまして、43ページの検査分析に係る信頼性の確保でございます。検査分析の信

頼性確保につきましては、各部門ごとＩＳＯ／ＩＣＥ17025、またはＧＬＰの考え方に基づ

きまして、分析試験等を実施してきております。 

 45ページの②にございますとおり、職員の業務能力の継続的向上を図るため諸々の各種

技術研修を行っているところでございます。 

 続きまして、46ページ、国際協力関係でございます。独立行政法人国際協力機構等から
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の要請を受けまして、技術協力専門家として職員を５回派遣いたしております。海外から

の研修員138名を受け入れまして、ＪＡＳ、食品、飼料等の分析技術の研修を17回実施いた

しております。 

 続きまして、48ページ、食品の安全と消費者の信頼確保のための迅速な対応ということ

で、49ページのところでございますけれども、センター法の第12条に基づく農林水産大臣

からの緊急時の調査、分析の要請はこの４年間ございませんでしたが、毎年さまざまな緊

急要請がございまして、一番大きなものとしましては、飼料等について1,099件、堆肥等に

ついて5,752件の放射性物質の含有状況調査を実施いたしてございます。 

 また、食品安全に係る危害要因の分析を行うための常設の組織を本部及び神戸センター

に設置するとともに、ＩＳＯ／ＩＣＥ17025の試験所認定ＧＣ－ＭＳによる小麦中のトリコ

テセン系カビ毒の定量試験に係る試験所認定を取得したのがこの４年間の大きな成果とな

ってございます。 

 続きまして、51ページの調査業務でございます。別表は12をご参照いただければと思い

ます。調査研究業務につきましては、肥料、農薬、飼料、食品の各分野におきまして、外

部有識者を含めました委員会を開催し、結果の評価、それから翌年度の研究課題の選定等

について検討を行っております。 

 52ページにございますとおり、調査研究に当たっては、大学、研究機関との共同研究、

この４年間で38課題、また、成果につきましては、公開調査研究発表会を開催しまして、

４年間で合計33課題の発表を行うとともに研究報告書を作成しまして、関係機関等に配布

いたしております。 

 続きまして、53ページ、情報セキュリティでございます。情報化統括責任者及び情報セ

キュリティ責任者の指導のもとに役職員への情報セキュリティの教育訓練を随時実施して

きております。また、政府の情報セキュリティを踏まえた情報セキュリティポリシー、関

係規程の整備等を行っております。 

 54ページ、最後でございます。情報セキュリティに関する役職員に対する研修、標的型

メール訓練を実施してきているところでございます。 

 第１部、国民に対して提供するサービスはここまででございまして、自己評価としまし

ては、いずれもこの４年間特に大きな問題はなく、着実に実行したというふうに思いまし

て、すべてＢ評価としたところでございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 引き続き、小川課長の方から農林水産省の評価についてご説明を
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お願いいたします。 

〇小川総務課長 まず、３ページ目の総括表をご覧ください。向かって左側がⅠ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事項となっております。 

 対象となりませんでしたカルタヘナ関係を除きまして、農林水産省の評価は先ほどのＦ

ＡＭＩＣの自己評価と同様すべてＢ評価としております。 

 以下、個別事項につきましては、評価の際の指摘を行っているところをピックアップして

説明したいと思います。 

 まず、17ページをご覧ください。飼料及び飼料添加物関係業務の実施でございます。ペー

ジをめくっていただきまして 19ページを見ていただきますと、指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方法について、登録検定機関に対して検定業務に係る技術水準を維持するため、

技術的助言を実施していますが、翌年も同一の試験機関が技術的助言を受けている事例があ

り、より効率的な技術的助言の方法を検討する必要があるということで指摘をしております。 

 35ページをご覧ください。リスク管理に資するための有害物質の分析業務の実施というこ

とで、具体的には 36ページに指摘事項で書かせていただいております。これは 26年度の先

ほどの評価に書いたのと同じでございます。分析機器の有効活用を一層進めるべきというこ

とでございます。 

 また、43ページをご覧いただきますと、検査分析に係る信頼性の確保及び業務遂行能力の

継続的向上の実施ということで、具体的な記述は次の 44ページでございます。分析の信頼

性につきまして、これも同様でございますが、先ほど 26年度の評価の際に出たとおり積極

的に対応していくということで、指摘事項を付させていただいております。以上でございま

す。 

〇西田調整班課長補佐 今の件に関して、何かご質問、ご意見等はございますか。 

〇後藤委員 最後の指摘事項に絡むのですが、技能試験の参加等というのは、これは何か別

途というか、予算措置がされているのでしょうか。 

〇朝倉理事 これは運営費交付金の中でやるということで、有害物質のようにＩＳＯ／ＩＣ

Ｅ17025の認定をとっているものもございますけれども、そうではないものもその考え方に

則ってやるように手順書を定めるだけではなく、定期的に外部精度管理を、運営費交付金で

行っているというのが現状です。 

〇後藤委員 経費的にかなりかかるものですから、センターさんとして予算措置をしなけれ
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ばいけないのは当然の話ですが、運営費交付金で積算するなり何なりで、そういう部分の費

用的な積算をしないと、充実したものができないのではないかという気がします。 

 いろいろなものがありますけれども、結構いい値段しますし、技能試験の場合には有効に

活用するためには定期的かつ継続的な参加というのは要件になってきますから、その辺のと

ころの予算措置をどういうふうにしたらいいかというのが１つの課題になってくるかと思

います。 

〇西田調整班課長補佐 予算措置については、これまでＦＡＭＩＣに関しましては、外部技

能試験を行い始めてからかなりの年数がたっていると思います。その間、ずっと継続して交

付金の中で続けておられるということで、特別な予算措置等は現在とっていない状況だと考

えております。 

 今後、費用等につきましては、またＦＡＭＩＣの方と相談させていただいて、何か対応す

るのかなとは思いますけれども、現状のところは、交付金の中でやっていただいているとこ

ろでございます。 

〇小森企画調整部長 ご指摘がございましたけれども、計画的に各分野ごとで、必要な、と

いいますか、できるだけ外部技能試験に参加しまして、信頼性の確保に努めているところで

ございます。多少ばらつきがございますが、15ラウンドから 20ラウンドぐらい、残留農薬、

食品分析テスト、いろいろなものでなかなか、国内だけで十分対応できない部分がございま

すので、後藤先生ご存じのとおり、イギリスのフェラでやっております試験で、15ラウンド

から 20ラウンドぐらい。予算としましては 300万強ぐらいで今のところすんでいるという

ことで、全体の業務運営の中で、それほど圧迫するというところまで至っておりませんから、

できるだけ今回ご指摘をいただいた中で、積極的にそういうものに参加して信頼性の確保に

努めたいと思っているところでございます。 

〇後藤委員 結局、センターさんの場合はブランチがありますよね。そうすると 15ラウン

ドといっても各ブランチは数ラウンドになってしまうのでは。それでは各ブランチがほぼ同

じような能力……。 

〇小森企画調整部長 申し上げましたのは、１ラウンドに各ブランチも参加しまして、多い

ものですと 10名程度参加しまして、残留農薬ですと 10名程度各地域センターで１名ないし

２名、飼料部門もあるいは農薬も含めて、参加するというようなことで十数ラウンドという

ことになっておりまして、参加人数としましては、それに掛ける４、５ということでかなり
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の人数、中には１、２名しか参加しない特殊なものもございますが、延べ人数で４、50人か、

もう少しの人数ぐらい。もう少しの人数が参加しているというような形になっていると思い

ます。そういう状況でございます。 

〇西田調整班課長補佐 そのほか何かございますか。 

〇朝倉理事 先ほど小川課長の方から指摘があった 19ページのところ、登録検定機関に対

して、繰り返し同じような指導をしているものについてはより効果的なものにということで、

ちょっと状況を説明しますと、配合飼料の品質管理部門まで参加しますので、300カ所ぐら

い参加して、その中に登録検定機関も入ってくるのですが、大体例年 10カ所程度が検定し

たときにはずれて出てくるということです。そういうところについてはＦＡＭＩＣの方で原

因究明を現地に行ってするとともに、もう一度試料を配り直してちゃんとできるまで確認す

るという対応をさせていただいております。 

 指摘のあった２カ所というのは、ここ数年ずっと同じようなミスを登録検定機関が繰り返

しているということで、引き続き指導していきますけれども、ここはよく本省とも相談して、

登録検定機関としての適切性という点も含めてよく相談しながら、直接指導に加えて、より

効果的な方法を検討していきたいと思っております。 

〇西田調整班課長補佐 本日、ご欠席の委員から質問をいただいておりますので、ご回答の

方をお願いいたします。 

 農薬関係業務の実施、それからリスク管理に資するための有害物質の分析業務ということ

で、菅委員からご質問をいただいております。 

 リスク管理業務に資する有害物質の分析業務のところで、人員が大幅に削減されており、

農薬業務の人員としたとのことだが、位置づけが変わっただけで業務内容が変わらないのか

というご質問をいただいておりますので、ご回答の方をお願いいたします。 

〇小森企画調整部長 菅委員からのご質問のとおり、人数をどちらに入れるかという問題で

ございまして、当該業務の位置づけが変わっただけでございまして、業務内容は変わってい

ないということでございます。 

〇西田調整班課長補佐 もう一つ、岡崎委員からコメントをいただいております。調査研究

業務のところで、コメントをいただいております。調査研究課題について、多くの調査研究

課題に取り組まれていることを高く評価したいと考えます。ストロンチウム安定同位体比を

用いた原産地判別法は今後発展が期待されるものと思われます、ということでコメントをい
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ただいております。 

 そのほか何かございますか。 

 もしなければ次の議題に入らせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、Ⅱの業務運営の効率化に関する事項をご説明いただきたいと思い

ます。 

〇小森企画調整部長 続きまして、資料２の 55ページからでございます。業務運営の効率

化の中の効率的な組織体制の確保と適正な要員の配置というところでございます。 

 56ページをご覧ください。農業生産資材の安全性検証に技術的側面からより効率的、効果

的に貢献できる人材を育成するために、畜産物中の残留農薬に関する技術研修、英文読解能

力向上 147回、またＯＥＣＤ ＧＬＰ作業部会等国際機関への派遣を 16件、合計 29名を派

遣いたしております。 

 56ページの②でございます。消費者相談等の情報提供業務の縮減に伴いまして、業務の効

率化を図るため、交流推進課を廃止し、地域センターの消費安全情報課、総務課の統合等、

それから本部の職員課の廃止等の管理部門の簡素化を行いまして、あわせて配置替えにより

30名減員し、組織体制の見直しを図っております。 

 また、平成 25年度③でございますが、門司事務所を福岡センターに移転統合いたしまし

て、この移転統合に伴う業務効率化により管理部門の２名を削減いたしております。 

 続きまして、58ページ、管理部門の簡素化でございます。 

 札幌センターの管理部門につきまして、23年４月に管理部門の１名を削減いたしておりま

す。また、23年度以降、書庫、倉庫、公用車、分析機器の共同利用、役務類の一括契約等の

取組を推進してきております。26年度、先ほどもご説明いたしましたが、公用車も２台から

１台に減らしているところでございます。 

 続きまして、60ページ、業務運営コストの縮減でございます。人件費を除く運営費交付金

で行う事業に要した経費につきまして、第３期中期目標期間中におきまして、検査等の合理

化、あるいは効率化を図ることによりまして、毎年度平均で、一般管理費 5.4％、業務経費

3.7％、目標の一般管理費３％、業務経費１％を上回る抑制を行っているところでございま

す。 

 61ページの外部委託により、業務運営の効率化に係るアウトソーシングとしまして、残留

農薬分析用の混合標準液の調整等各種のアウトソーシングを行っております。また、分析機
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器の稼働状況、不具合の有無等の調査を行いまして、分析機器の有効活用を図っております。 

 続きまして、63ページ、人件費の削減でございます。 

 人件費の削減につきましては、ＦＡＭＩＣの給与体系、先ほどもご説明いたしましたが、

国と同水準でございまして、この４年間、いずれもラスパイレス指数は 98ポイント台で推

移をしているところでございます。 

 64ページの総人件費でございます。統合前の 18年１月時点の 722人から 636人と 86名を

減員いたしました。平成 17年度と比較して、10.4％の削減という状況となっております。 

 65ページの透明性の確保につきましては、この４年間、複数の候補から選択を要する事業

はＦＡＭＩＣではございませんので、該当する事案はございません。 

 66ページ、契約の点検見直しについてでございます。平成 22年度に改正いたしました随

意契約等見直し計画に基づきまして、競争性のない随意契約の減少に取り組むほか、競争性

のない随意契約になったものについては、契約監視委員会において事後評価を行って、その

妥当性を確認しております。 

 一者応札・応募につきましては、26年度のところでもご説明いたしましたが、メールマガ

ジン等によります調達情報の提供の推進、仕様書の見直し、公告期間の延長等を行いまして、

その削減に努め、一者応札・応募となった案件につきましては、契約監視委員会に報告して、

審議、確認をするとともに、その結果についてホームページで公表いたしております。 

 また、先ほど総務課長からもございましたが、削減への更なる取組として、事業者へのア

ンケートでいろいろなことを聞き取って、一者応札・応募の削減に取り組んだところでござ

います。 

 続きまして、農業生産資材の安全性の確保に関する項目、69ページでございます。付表は

16、17になります。 

 これも国民に対するサービスと重複するところがございますので、簡単に説明いたします。 

 70ページから 71ページでございます。農業生産資材の安全性の確保に当たりまして、よ

り効率化を図るため、肥料、飼料、土壌改良資材について立入検査に当たって、実施時期を

集中して行う。あるいは、肥料については収去品の検査の効率化のために、検査項目の重点

化を行う。 

 また、農薬、土壌改良資材の立入検査は、不適正な表示があった事業所、あるいは新規の

事業所に重点化して行うことにより、効率化、重点化を図ったところでございます。 
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 資料 72ページ、農林水産物の品質、表示に関する業務の効率化でございます。 

 72ページ、食品表示の監視業務につきましては、過去にＪＡＳ法に基づく指示が行われた

り、あるいは検査で不適合の割合が高かった品目に重点化をして実施いたしております。ま

た、農政局地域センターと連携、強化いたしまして、できるだけ早く効率的に見つける取組

をしているところでございます。 

 73ページの登録認定機関の定期的調査につきましては、前年度の定期的調査で不適合が認

められた登録認定機関につきまして、通常の 1.2倍程度の立会調査と格付品調査を行って、

重点化を図っているところでございます。 

 続きまして、75ページの調査研究業務の効率化でございます。付表は 18ページでござい

ます。75ページの調査研究業務ですけれども、中期計画に掲げられた課題に重点化すること

にしておりまして、肥料の検査 34課題、農薬の検査 13課題、飼料及び飼料添加物の検査の

課題 46課題、農林水産物の品質及び表示の適正化の検査等 72課題を実施いたしまして、う

ち重点課題が 162課題になっているところでございます。 

 続きまして、77ページでございます。情報提供業務ということで、的確な情報提供を行う

ため、専門技術的知見を有する職員を配置いたしまして、事業者からの相談、５万 5,736件、

１年当たり１万 2,000件の相談業務に対応いたしております。 

 続きまして、関係機関との連携でございます。79ページからでございます。各都道府県に

設置されている食品表示監視協議会に合計 386回参加いたしております。また、都道府県の

警察、あるいは都道府県そのものから協力要請に応じまして、科学的検査 395件を実施いた

しております。 

 80ページの国民生活センターとの連携につきましては、ＰＩＯ－ＮＥＴの利用、ＦＡＭＩ

Ｃ主催による講習会への国民生活センターからの講師の招聘を行っております。 

 業務の効率化につきましては、以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 続きまして、農林水産省の評価について、ご説明をお願いいたしま

す。 

〇小川総務課長 ３ページをご覧ください。総括表でございます。Ⅱの業務運営の効率化に

関する事項でございます。ＦＡＭＩＣの自己評価と異なっている点は、先ほど 26年度のと

ころでもございましたが、契約の点検見直しの部分で、Ｃというふうに評価している部分が

違うところになっております。 
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 以下コメントがあるところを中心に見てまいりたいと思います。 

 まず、60ページ、業務運営コストの縮減、具体的な指摘事項といたしましては、61ペー

ジに指摘事項云々のところでございますが、これも 26年度の評価で出たものと同じでござ

いますが、更なる業務の効率化のため、民間活用により業務改善が期待できる業務について、

業務フロー・コスト分析に係る手引きに示された手法等を踏まえ、検討を行うべきであると

いうコメントを付しております。 

 それから、66ページ。契約の点検見直しでございます。これも先ほど出ましたとおり、主

務大臣による評価はＣということで評価とさせていただいております。２の小項目はそれぞ

れＣ、Ｂであり、小項目を積み上げた項目別評定はＣ。具体的には一者応札・応募の改善に

ついては、メルマガを活用した情報の提供、仕様書の見直し、公告期間を十分確保するとい

う取組が行われているものの、一者応札・応募の件数、割合ともに改善は見られていないた

め、計画における初期の目標を下回っており、改善を要すると判断し、Ｃとするとしており

ます。 

 また、指摘事項といたしまして、今後は独法の調達合理化の取組の推進についてという総

務大臣決定に基づきまして、調達と合理化計画を策定し、一者応札・応募の改善を図るべき

であるということで、ここも 26年度と同じでございます。 

 それから、77ページをご覧ください。情報提供業務、下の方の指摘事項でございますが、

相談窓口業務につきましては、平成 27年度の１万 7,857件から平成 26年度は１万 78件と

なり、大きく減少しています。今後は、要因を分析した上で、人員配置が適正であるかを確

認するべきであるというコメントをつけさせていただいております。 以上です。 

〇西田調整班課長補佐 以上のことについて何かご質問等はございますか。 

〇後藤委員 指摘の 80ページ、後半の部分なのですが、要因分析が必要なことは事実なの

ですが、対応として 30名減員を既にかけているのですよね。点数が減っているということ

に対して、その原因を解明してくださいというのはあるのですが、これは消費者庁との表示

の問題がかなり大きいと思うのです。もう一つセンターとしては、既に人員適正化を検討す

るべきであるということに対しては、30名の減をやっているということがあるので。 

〇朝倉理事 その相談部署というのが、もともと消費者相談業務があったときにはその組織

を変えました。それ以外、資材関係には相談部署があるわけではなくて、各自検査業務の中

において、民間事業者などから相談があったときには、そこの検査をやっているかたわらで
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対応するという形にしておりますので、特段相談部署があって、手持ちぶさたになっている

という状況ではまずないということです。 

〇後藤委員 そういうことではなくて、主務大臣の方の評価の指摘が、これ当たるのかなと

いうことです。この指摘をされる必要があるのかどうかということです。 

〇西田調整班課長補佐 現状においても、適正には人員の配置がされているとは考えている

のですが、今後また更なる状況の変化等もございますので、それに合わせてＦＡＭＩＣの人

員配置等、これまで相談部門をやられていた方を他の部門に配置するなど、そういったこと

を引き続き行っていただきたいということで、指摘させていただいているところでございま

す。 

〇後藤委員 「確認すべきである」、すごく強い表現なので、その前に対応をとられている

のを受けて、この指摘までする必要があるのかなとちょっとそういう感じを持ったというこ

とです。 

〇西田調整班課長補佐 そのほかございますでしょうか。 

 なければ、先ほどちょっと言い忘れておりまして、欠席の委員の方から先ほどの課題につ

いてご質問いただいておりました。ちょっと読ませていただきます。 

 同じく菅委員からのご質問なのですが、情報セキュリティ対策の推進ということで、情報

セキュリティ対策に関する役職員の研修がどういうものかというのを教えていただきたい

ということで質問をいただいておりました。申し訳ございませんでした。 

〇小森企画調整部長 具体的な研修の内容ですけれども、かいつまんで 26年度に行ったも

のでございます。 

 １つは、新規採用者、転入者に対しまして、最も基礎的な情報の格付け、ウイルス感染時

の対応等の情報セキュリティに関する基礎知識について研修を行っております。 

 また、全役職員を対象といたしまして、警察本部のサイバー犯罪対策課による講演、それ

からＩＰＡ中小企業指導者育成セミナーの独立行政法人の情報処理推進機構の主催セミナ

ーを受講した職員が講師となりまして、セキュリティについて所内研修、復命研修を行って

おります。 

 また、農林水産省のセキュリティ関係の参与でいらっしゃいます名和参与によりまして、

情報セキュリティ有識者による講演を行っております。 

 もう一つ、最近よく話題になっております標的型のメールについて、アドレスを隠しまし
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て、どれぐらいやっているかという訓練を行っております。ちなみに前年度初めて開催いた

しましたけれども、開封率 30％ということで、結構やはり引っかかってしまう人がいるとい

うことで、それについてちゃんと対応していこうということの研修をやっているところでご

ざいます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 それでは、続きましてⅢの財務内容の改善に関する事項、それから

Ⅳのその他事項及び総合評定結果についてご説明をお願いいたします。 

〇小森企画調整部長 それでは、81ページから自己収入の確保でございます。 

 自己収入の確保につきましては、４年間トータルで、２億 437万 4,000円を確保いたして

おります。 

 具体的には、この４年間、先ほどの 26年と同様でございますけれども、事業者からの依

頼に応じて積極的に講師派遣、専門技術的知見を活かした講習会を有料で実施しております。

一層の自己収入を確保する観点から、講習会をやっていることについてのホームページでの

周知、あるいは講習事業、肥料、標準試料の売払いについて、アンケート調査、聞取りを行

ってニーズを把握して、自己収入の確保に努めたところでございます。 

 続きまして、83ページでございます。保有資産の見直しでございます。１つはちょうど前

年度ぎりぎりのところかと思いますけれども、堺ほ場を廃止いたしまして、その廃止に伴い

生じました不要資産につきましては、農林水産省及び近畿財務局と必要な調整手続を経まし

て、平成 25年３月 15日付をもちまして、国庫に返納いたしております。 

 それから、保有している庁舎、敷地、分析機器等について、利用稼働状況に係る調査をい

たしまして、保有の必要性について不断の見直しを行い、必要のない分析機器は保有資産か

ら除却をいたしております。 

 84ページの２番でございます。特許につきまして、役職員で構成いたします職務発明審査

会におきまして、維持コストを削減する観点から保有の必要性の検証を行いまして、今期間

中に、２件の放棄をいたしております。 

 続きまして、85ページ、内部統制の関係でございます。 

 85ページから 86ページにかけてでございますけれども、内部統制の充実強化につきまし

ては、理事長のリーダーシップのもとで、効率的、効果的な業務運営を推進し、内部統制の

更なる充実、強化を図るため、役員会を 40回開催しまして、重要事項の審議、決定を行う

とともに、理事長直属の業務監査室におきます内部監査、マネジメントレビュー等を実施い
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たしてございます。 

 87ページに飛びますが、外部有識者の参画によります業務運営懇談会を開催いたしまして、

幅広い視点から業務の改善に取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、88ページ、経費の節減、それから 90ページの資金の配分でございます。経

費の節減につきましては、引き続き業務経費、一般管理費の節減に取り組んでおります。 

 また、90ページでございますが、資金の配分につきましては、年度当初、年度途中に予算

の配分の考え方を作成して、計画的な予算配分、調整を行い、適切かつ効果的な資金配分を

行っているところでございます。 

 92ページの短期資金の借入限度額、これは該当がございません。 

 93ページ、財産処分に関するところでございますけれども、政府出資である固定資産、自

動車リサイクル料金預託金、３万 370円。高速液体クロマトグラフ分析装置譲渡収入３万 7,

863円。それから、政府からの承継資産のうち不要となった資産の売却額自動車リサイクル

料金預託金が５万 5,850円、合計 12万 4,083円について、平成 23年 10月 28日に国庫に返

納いたしているところでございます。 

 続きまして、95ページの堺ほ場の関係でございます。国庫返納ですが、堺ほ場廃止に伴う

不要財産の国庫返納につきましては、先ほどもご説明いたしましたが、25年３月 15日付を

もって現物により国庫返納いたしているところでございます。 

 続きまして、97ページの剰余金の関係でございます。該当する事案、剰余金自身の使途は

ございませんが、利益剰余金につきましては、先ほど 26年の財務諸表の総務部長のところ

でご説明があったかと思いますが、27年度目標期間に繰越積立金を除いて、第３期中期目標

期間終了に伴って利益剰余金、その繰越積立金以外の部分は７月７日に既に国庫返納済みと

いうことになってございます。 

 98ページでございます。施設の関係でございます。先ほどもご説明いたしましたが、いろ

いろなところが老朽化しているものですから、老朽化に伴いまして、本部、地域センターに

おける改修工事を計画的に実施してきているところでございます。 

 それから、100ページ、職員の人事に関する計画というところでございます。業務の効率

化を図りまして、常勤職員数を 27年１月１日時点で 636人ということで、中期目標期間の

期初職員であります 680人を 44人下回ったということでございます。 

 最後になりますが、102ページ、積立金の処分でございます。前期中期目標期間中の繰越
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積立金は、計画に基づきまして、前期中期目標期間中に自己収入財源で取得いたしまして、

当期中期目標に繰り越した有形固定資産の減価償却等に要する費用の相当額の 125万 6,001

円を取り崩してございます。 

 以上が予算、財務の効率化とそれからその他事項に関する自己評価でございます。各事項

とも対応をきちんと行ったということで、自己評価はＢ、国民へのサービスの提供、それか

ら業務運営の効率化、財務関係、それからその他を含めまして、すべて自己評価Ｂというこ

とで、総合評価をＢとしたところでございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 続きまして、農林水産省評価案について、小川課長の方からお願い

いたします。 

〇小川総務課長 引き続き３ページを見ていただきますと、ⅢとⅣでございます。ＦＡＭＩ

Ｃの自己評価と同様でございまして、農林水産省のⅢとⅣはすべてＢということになってお

ります。 

 また、指摘事項について個別に見てまいりたいと思います。まずは 81ページをご覧くだ

さい。自己収入の確保でございます。自己収入の確保につきましては、具体的な記述は 82

ページになりますが、引き続き自己収入の確保を図るべきであるということで、コメントを

付させていただいております。 

 次の保有資産の見直しにつきましても、83ページでございますが、具体の記述はページを

めくっていただいて 84ページでございます。 

 指摘事項の部分におきまして、保有資産については引き続き保有の必要性の検討を行うべ

きであるということで、コメントを付させていただきます。 

 また、内部統制の充実強化につきましては、87ページでございますが、リスク管理委員会

設置等により更なる内部統制の充実が望まれるとしております。 

 最後に 100ページ、職員の人事に関する計画でございますが、101ページをご覧ください。

指摘事項として引き続き業務の重点化及び効率化を図り、人員増とならないよう、適正な人

員配置を行うべきである。ということで、コメントを付させております。 

 全体の評価といたしましては、２ページに戻っていただきますと、全体の評定ということ

で、まず評定はＢということでＦＡＭＩＣと同様の評価になっております。 

 法人全体の評価ということで、各種業務が書いてございますけれども、それらの実施に当

たり、理事長のリーダーシップのもと、業務の進捗や予算執行の把握に努め、業務運営の効
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率化を図りつつ、的確に業務を遂行されており、特に重大な業務運営上の課題は検出されて

おらず、計画のとおり順調な組織運営を行っていると評価するということで全体評価をさせ

ていただいているところでございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 これについて何かご意見等はございますでしょうか。 

 特にないということであれば、申し訳ございません、もう一つ欠席委員からの質問を失念

しておりまして、紹介させていただきます。 

 同じく菅委員からの質問でございまして、業務運営の効率化に関する事項についてですが、

効率的な組織体制の確保と適正な要員配置のところで、情報提供業務のところで職員を 30

名削減しているが、消費者向けの業務がなくなったからということか、ということで質問を

いただいておりますので、お願いいたします。 

〇小森企画調整部長 このことにつきましては、独立行政法人の主要な事務及び事業の勧告

の方向性、平成 22年 11月 26日、政独委を受けまして、平成 23年度から情報提供部門であ

る交流推進課及び一般管理部門である職員課を廃止するとともに、地域センター等の情報提

供部門と一般管理部門の整理統合を行うことによりまして、30名を削減したということでご

ざいます。 

 情報提供業務のみならず、管理部門のより一層の合理化という面もこの事業の勧告の方向

性に盛り込まれたことから、両方を受けまして一部組織の見直し、あるいは効率化、整理統

合を行いまして、30名が減になったということでございます。以上でございます。 

〇西田調整班課長補佐 ありがとうございます。そのほか何かございませんか。 

〇後藤委員 この資料２の後ろの表、業務コストの縮減、１－１（８）、14ページのところ

なのですが、出張等におけるパック商品・割引制度の利用の推進を図るという項目がありま

す。これは確かに、明らかに安いものがかなりあるので、分かるのですけれども、実際には

パック商品の場合には、帰路が比較的早い時間に設定されていたりして、学会等へ参加され

ている場合に、最終日の後半にはほとんど視聴ができないというような弊害がこれを使うと

出るのです。その辺をぜひ、安ければいいということではなくて、注意して運用していただ

きたいというのが私のコメントです。 

 これは本当に学会をやっている面から見ると、最終日の後半は人がいないという、特に独

法関係の方がみんな帰られてしまうという事象が出ていますので。効率化されているようで

ありながら、実際に情報収集という意味では、非常に大きなマイナスになりますので、その
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辺ちょっと気をつけて運用していただければと思います。 

〇西田調整班課長補佐 というご意見をいただきました。 

〇朝倉理事 ＦＡＭＩＣの場合には立入検査とか予定どおり終わらずに何日にもわたるみ

たいなものがあるので、そういうようなものとそうでないものと、これも今までもメリハリ

をつけてやっておりますが、よく注意をしたいと思います。 

〇池田委員 86ページ、内部統制のところで、内部監査で検出した不適合に対しては、必要 

な再発防止処置を行い、業務の改善を図ったということで、この不適合というのは例えば事

務処理がマニュアルに沿ってなかったとか、その程度のことと考えてよろしいのでしょうか。 

〇小森企画調整部長 業務の推進に当たりまして、いろいろな規程類をつくっておりまして、

それに基づいてちゃんと行われているかということの監査を行っておりまして、例えば軽微

なものですと、例えば日付が抜けていたとか、あるいは手順が一部、その前、後ろが逆にな

っていたというようなことでございまして、特に社会的な不正だとか、そういう内容という

意味の不適合ではなくて、うちの手順に従っていなかったということなので、それについて

は原因究明をいたしまして、業務改善委員会という総合調整理事をリーダーにしました委員

会でそうした再発防止措置、あるいはそのときの即時措置、そうしたものがちゃんととられ

ているか。あるいは水平展開も含めてちゃんとできたかということを確認して再発防止措置

を適切にとっているという、そういう内容でございます。 

〇西田調整班課長補佐 そのほかは何かございますか。 

 なければ、本日の議事につきましては、これで終了とさせていただきたいと思います。 

 その前に、全体を通して何かご質問、ご意見等がありましたら、いかがでしょうか。 

 特にないということであれば、以上で予定をしておりました議事については、すべて終了

とさせていただきます。本日の議事録につきましては、でき上がり次第、各委員の皆様にご

内容を確認いただいた上で、農林水産省のホームページにおいて公開することとさせていた

だきます。 

 机上にございます資料でございますが、そのまままとめて置いておいていただければ、後

ほどこちらの方から郵送させていただきますので、そのままでお願いいたします。 

 それでは以上をもちまして、農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安全技

術センター部会を閉会とさせていただきます。 

 委員の皆様方には長時間にわたり貴重なご意見を賜りましてまことにありがとうござい
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ました。 

午後 ４時４２分 閉会 


