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                                午後２時５３分 開会 

○生産局総務課長補佐 定刻より早いですけれども、ただいまから農林水産省独立行政法人評

価有識者会議農畜産業振興機構部会を開催いたします。 

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

いいたします。 

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

中ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 また、本日は農林水産省担当官ほか、機構から理事長を初め役員及び職員の皆様にご出席を

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

 本日は、農畜産業振興機構の平成27年度における業務の実績に関する評価についてご審議を

いただくこととしておりますが、議事を始めるに当たりまして、生産局総務課長の安東から挨

拶を申し上げます。 

○生産局総務課長 生産局総務課長の安東でございます。本日はご多忙の中、委員の皆様方に

はご出席をいただきありがとうございます。２時間ぐらいを予定しておりますけれどもよろし

くお願いいたします。 

 年１回開かれているかと思いますけれども、昨年度からの大きな動きといたしましては、何

といっても皆様ご案内のとおりＴＰＰが合意・署名されたということで、交渉としては最善を

尽くしたと政府としては理解しておりますけれども、なおも影響等の懸念が、特に農業者の

方々にはいろいろあるということで、すぐさま昨年の11月に関連政策大綱というのを政府とし

て取りまとめさせていただいておりまして、これは農業に限ったものではないわけですけれど

も、その中で特に農業関係は、ＴＰＰがあってもしっかり再生産をやっていこうということで、

体質強化を頑張っていこう、そのための支援策、それと、それでもなおいろいろ不安だという

方にしっかりと安心して取り組んでいただけるようにということで、経営安定対策という二本

柱で農業対策を取りまとめたところで、昨年度の補正から逐次実行させていただいているとこ

ろであります。 

 なお、経営安定対策につきまして、これは特に農畜産業振興機構に深く関わるというか、農

畜産業振興機構に実施していただく部分がほとんどなわけですけれども、牛マルキン、豚マル

キン、今まで予算事業としてやってきておりますけれども法制化させていただくということと、

それから砂糖の関係で加糖調製品を調整金の対象に加えるという関係の法律を、ＴＰＰ協定の
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承認案とともに先の通常国会に出させていただいたところでありますけれども、ご案内のとお

り継続審議ということになっておりまして、今年中にも開かれるであろう臨時国会の中でまた

お願いしていくということになろうかと思っております。 

 繰り返しになりますけれども、牛マルキン、豚マルキンの関係では、国の負担率が変わった

り、それから補塡割合が変わったりということで、今までと比べて、法律が通ればですけれど

も変化が起きますし、これは法律ではありませんけれども、牛乳の生産者補給金のほうも、今

まで二つ、脱脂粉乳・バターとそれからチーズ、分けて補給金の単価を算定しておりましたけ

れども、今まで対象外だった生クリームなども含めて単価を一本化していくということで、若

干その業務内容も変わることとなります。 

 それから砂糖の関係は先ほど申し上げたとおりこれも業務内容が変わっていくということで、

ますます農畜産業振興機構の業務の重要性というのは高まると思いますし、その中でいかに効

率的かつ確実にやっていかなければいけないかということも大きな課題になってくると思いま

すので、委員の先生方からもしっかりとご指導を賜ればと思っておりますのでよろしくお願い

します。 

 本日はそんな話とは別に27年度の実績評価ということですので、いつもどおり忌憚のないご

意見をいただいて、我々、それから農畜産業振興機構のこれからの取組に生かしていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

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

します。 

○宮坂理事長 農畜産業振興機構の理事長の宮坂と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は大変お暑い中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 先ほど生産局総務課長からも話がありましたが、本日は、平成27年度の業務実績及び自己評

価結果についてご議論を賜るという場でございます。後ほど詳細はご説明差し上げますが、私

のほうから概略を簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 まず全体のガバナンスと申しますか管理運営の問題でございます。業務面、効率化の目標で

ございますが、事業費等を削減するとか契約の関係等、計画どおりに実施できたのではないか

と考えております。 

 内部統制につきましては、平成26年度に独法改革が行われました。通則法が改正されまして、

それに伴いまして27年度から内部統制に関する体制強化を行ったところでございます。 

 また、最近、大変大きな問題になっておりますが、情報セキュリティ対策でございます。当
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機構も大変たくさんの個人情報を有しておりまして、この点につきまして大変意を用いている

ところでございますが、いろいろと当然のことながら点検を実施するなり、悪意のある挙動を

検知するソフトウエアの導入など、いろいろなことをやっているところでございますが、これ

は完全というものがないものですから、いろいろな最近の動きの中で後手に回ることのないよ

うに対応したいというふうに考えております。 

 次に、各業務部門ですが、先ほど生産局総務課長から話がございました。いろいろ機構はや

っておるわけでございます。 

 まず、畜産の関係でございます。これは生産者に対する経営安定のための交付金や生産基盤

の強化のための事業、需給調整や価格安定事業など、それぞれの事業を行っているところでご

ざいますが、昨年の年末もいろいろ取り上げられましたが、乳製品の、具体的にはバターでご

ざいますけれども、年末のバター需要期におきます安定的な供給ということで、平成27年度は

夏の気象状況等によります生産減の可能性等を考慮いたしまして、バター１万トンの追加輸入

を実施したところでございます。 

 これで十分だったかどうかという点につきましては、機構といたしましては、店舗をサンプ

リングいたしまして、その店舗に実際に、棚にバターがあるかどうか、欠品していないかどう

かということを調査しているわけでございますが、去年の12月下旬には欠品率はゼロというこ

とになっているところでございます。 

 この議論からは外れますが、28年度、今年度でございますが、これも既に５月末にバター

6,000トンの追加輸入ということが発表されたところでございますが、今後ともバターの安定

的な供給に向け適切に対応していきたいというふうに考えております。 

 野菜の関係でございますが、昨年は春先から秋にかけては平年を上回る値動きということで

推移いたしましたが、10月以降は好天に恵まれまして平年よりも安値で推移したということで

ございます。 

 機構では、価格低落時に指定野菜なり特定野菜ということで、日本人の食生活上、重要な地

位を占める野菜のうちの特定のものでございますが、これらに対しまして、値が下がったとき

に生産者に対して補給交付金の交付を行うという業務を行っているところでございますが、こ

れを適切に行ったところでございます。 

 また、最近の食生活の変化に伴いまして、加工とか業務用の野菜も需要とするという動きが

多くなってきておりまして、これにつきましても、平成27年度も加工・業務用野菜の生産基盤

の強化、いわゆる七五三事業ということで、10ａ（アール）当たり７万円、５万円、３万円と
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３年間にわたりまして支払って、それによりまして、野菜の業務用や加工用の需要に応えてい

くためのいろいろな整備をしていただくというような事業をやっているところでございます。 

 それから砂糖とでん粉でございます。これは輸入される砂糖やでん粉から調整金を徴収して、

一方で、砂糖、でん粉の原料作物の生産者なり製造事業者に対して交付金を交付するという事

業でございますが、これにつきましては、地方事務所とともに交付金の支払いの迅速化に取り

組みつつ円滑に業務を進めたところでございます。 

 最後になりますが、情報収集業務でございます。これは業務を通じて、また実際にいろいろ

な調査に赴くということで、機構にはいろいろな情報があるわけでございます。 

 これらの情報の効率的な提供ということで、外部の情報の利用者から構成されます情報検討

委員会でのご意見を踏まえまして、平成27年度も各情報誌、それぞれの分野で情報誌を持って

いるわけでございますが、これにおきまして分野ごとに特集号を発刊するなど、いろいろ情

報・ニーズに、より的確に対応にしたいということで対応したところでございます。 

 また、海外情報につきましては、北米やＥＵにおきまして、輸出促進の活動の支援や情報収

集の体制を強化し、より積極的な収集提供を行っているところでございます。 

 本日、今、申し上げました縷々いろいろな事業を行っておりますが、それにつきまして、自

己評価し、またその結果につきましては主務大臣のご評価というものを議論にさらしまして、

皆様方から忌憚のないご意見を賜ればと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に資料の確認をしたいと思います。お手元の資料、１枚紙で３

枚、会議次第、座席表、それから配付資料一覧がございます。それから資料１として委員の名

簿、資料２として昨年度の評価における課題とそれに対する機構の対応状況を整理したペーパ

ーがございます。それから、資料３が27年度の機構の業務実績と評価でございます。資料４が、

評価に当たっての参考資料をまとめたものでございます。それから、その後に、参考１として

機構の評定方法、参考２として28年度における独法の評価制度委員会の取組についてという資

料を参考につけております。それから参考３として財務諸表をつけているということでござい

ます。 

 大丈夫でしょうか。もし不足のものがありましたら議事の途中でも申し出てくだされば、速

やかに準備したいと思います。 

 それでは、本日の議事の進め方でございますが、初めに機構のほうから平成27年度の業務実
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績及び自己評価についてご説明いただきまして、その後に生産局の評価の案の説明をして、そ

の後、ご意見なりご質問を賜りたいというふうに考えております。 

 一度に説明しますと長くなりますので、事項で区切って３回に分けたいと思います。なお、

本日の会議はおおむね５時を目途にしたいと考えております。よろしくお願いします。また、

本日の会議の議事録は公表することになりますので、あらかじめご了承願います。 

 それでは、まず資料２によりまして、昨年度の評価の上で課題とされた事項への対応状況に

ついて概要を説明していただいた後、資料３の平成27年度の業務実績のうち、事項第１の業務

運営の効率化に関するところについて、機構のほうからご説明をお願いいたします。 

○幸田理事 機構で評価等を担当しております理事の幸田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 まず資料２について、ご説明いたします。 

 これは昨年度の評価書において、改善等を指摘された事項、これへの対応状況ということで

ございます。 

 まず左側の情報セキュリティ対策についてということで、不正アクセスの手口の巧妙化、発

生した場合の個人情報漏えいなどが多大な被害につながる可能性を踏まえ、費用対効果も考慮

の上、引き続き十分な対策を講じるべきであると、こういうご指摘をいただいております。 

 右側が、それに対する対応でございます。 

 三つあります。まず一つ目が、システム等の導入などです。平成26年度に導入した機器、こ

れは当然、継続運用をしておりますし、新たにマルウエアなどの挙動を検出するソフトウエア

の導入、あるいはファイル暗号化システムの導入、こういったものを行っております。 

 ２番目が、役職員の注意の向上といったことでございまして、例えば標的型メールというの

で、これは平成26年度もやっておりましたけれども、そのときは年２回だったものを５回に増

やす。それから訓練回数をあらかじめ明示せずに実施したということでございます。それから

情報セキュリティ研修、あるいはｅラーニング方式による研修、こういったものを実施してお

ります。 

最後が診断ということでございまして、外部の業者に委託いたしまして、診断を実施しまし

た。この結果、重大なセキュリティ・インシデントに直結するようなリスクはないということ

が確認されております。 

 ２番目、新規参入円滑化対策事業に係る支援体制の強化についてでございます。 

 これは施設整備事業、これのうち費用対効果分析を実施している事業で事後評価を実施して
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おりますけれども、これは平成26年度の評価では、この投資効率が１を超えたもの、これが

70％にとどまってしまっておりまして、「ｃ」評価になっておるということでございます。 

 これらは全て肉用牛生産への新規参入などを支援する事業であり、周囲のサポートが重要で

あることから、引き続き事業実施主体と連携して、支援体制の強化に努める必要があるという

ご指摘をいただいておりまして、これに関連しまして、次のページ、昨年、小林委員からもご

指摘をいただいております。 

 下のほうにありますけれども、意義ある事業であることに鑑み、問題経営を含め新規参入者

に対する経営コンサルなどの支援を活用するなど、強化する必要があると考える。また、評価

方式については単年度評価ではなく、中期的な観点から経営を評価するなど、実態に見合った

改善を行うことも検討すべきではないかと、こういうご意見をいただいております。 

 １ページ目に戻っていただきまして、27年度に行った対応でございます。 

 この新規参入円滑化対策事業に係る評価というのは、５年目に実施するわけでございますけ

れども、必ずしも５年目から始めるというわけではなくて、指導については、経営開始当初の

新規参入者も対象として、現地調査・指導を実施しております。したがいまして、21年度から

25年度、この５年間に採択したもの全てが35件あるわけでございますけれども、このうち13件

について、現地調査・指導を実施したというわけであります。 

 これは毎年毎年、報告書、これを事業実施主体からいただいていますけれども、ここで収支

が赤になったもの、こういった人を中心に13件選んで、調査・指導を実施したということでご

ざいます。この調査結果などについては、平成28年度に機構のホームページ、情報誌などで情

報提供しております。これは情報提供すると書いてありますが、既に７月、今月上旬に実施済

みでございます。次に、２ページ目に行っていただきまして、事前に事業実施主体等と密接に

連絡を取り、新規参入者の経営の現状や課題などの情報の共有を図ったということでございま

す。 

 ３番目が、バターの安定供給のための取組についてということで、バターが品薄になったこ

とを踏まえ、26年度にバター輸入業務の運用改善が決定され、順次実施されているが、この取

組を今後とも着実に実施する必要がある。こういうご指摘をいただいております。 

 27年度は、その運用改善を着実に実施する。これは具体的に申し上げますと、輸入品の引渡

し時期の早期化、あるいは洋菓子店などで直接利用できる小物バターの輸入、こういった運用

改善を実施したほかに、バターの安定的な供給を確保する観点から、昨年の５月、大臣の承認

を受けて追加輸入したバター１万トン、この契約全てについて、20業務日以内に売渡しの完了
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を行いました。さらに、昨年の生乳生産量、これも国内で生産される量も増加いたしましたの

で、これに伴ってバター供給量の伸び、こういったものがございまして、上記の取組の実施、

これらによって、平成27年度のバターの需給は安定に向かい、年末のバター需給に大きな混乱

は生じなかったということで、先ほど理事長のほうからもお話ししましたが、昨年12月下旬に

おけるバターの欠品率はゼロになったということでございます。 

 次のページに行っていただきまして、情報収集提供業務についてということで、海外情報に

関して情報収集体制を検証して、一層の積極的な収集・提供に努める必要があるという、こう

いうご指摘をいただいています。 

 これに関連しまして、小林委員からも、海外駐在員制度の廃止に伴い、長期出張によって海

外情報の取得に努めているという点は評価するが、ＴＰＰ締結の動きや国産畜産物輸出促進な

ど、昨今の国際情勢の変化に対応するには、現地に拠点を置いて日常的に情報収集するする体

制が必要と考える。職員のキャリアアップの視点からも、検討が必要ではないのかと、こうい

うご指摘をいただいております。 

 これにつきましては、北米及びＥＵにおいて、輸出促進活動の支援及び情報収集の体制を強

化し、より一層の積極的な情報収集・提供に努めたということでございましたが、具体的には、

ジェトロへ委託いたしまして、ニューヨーク、それからブリュッセル、こういったところへ常

駐の調査員を置いて調査するという体制を整えたところでございます。 

 それから砂糖勘定の累積欠損金についてということでありますが、砂糖勘定の収支改善を図

るため、平成22年10月以降、関係者による共同した取組が実施されているところであり、この

結果、平成26年度の収支においては31億円の当期利益が生じたことから、26年度末の繰越欠損

金は237億円となった。今後もこうした取組を継続する必要がある。こういうご指摘でござい

ます。 

 これに対しましては、右側にございますように、平成22年10月から指定糖調整率を引き上げ

る、あるいは、生産者の交付金単価を引き下げる、こういった取組を実施しております。この

結果、平成22年末には800億円弱あった繰越欠損金、これが左側にありますように、26年度末2

37億円になったわけでありますが、平成27年度の単年度収支、これもプラスの17億円という利

益が生じたことから、これらの結果、平成27年度末における繰越欠損金は220億円と低減が図

られたということでございます。 

 以上が資料２の説明でありまして、引き続きまして、本日の一番の議題であります平成27年

度の業務実績に関する評価書、これについてご説明したいと思います。 
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 資料３をご覧ください。11ページをご覧ください。 

 ここからが第１、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置ということで、

本体になるわけでございます。 

 下のほうをご覧いただきまして、左側の四つ、中期目標から評価指標、これは既に27年度が

始まる前に決められていたものでございますけれども、その右側の法人の業務実績・自己評価、

これが我々ＡＬＩＣのほうで、27年度こういった業務実績があった、その評価はどうであった

かということを書いてあるところでございます。そのさらに右側の主務大臣による評価、これ

は農林水産省において評価される、こういうことでございます。 

 それで、自己評価については、昨年から方式が変わっているのはご存じかと思いますが、ｂ

評定が標準ということになっております。 

 それで昨年度、自己評価を申し上げますと、一つを除いてｂ評定、一つがｃというところで

ございますが、本年、平成27年度、これにつきましては全てがｂ評価、全てが標準になったと

いうのが、我々の自己評価でございます。 

 次のページ、12ページに行っていただきまして、まず業務経費の対前年度比の縮減率という

ことで、毎単年度平均で対前年度比１％削減、こういう目標でございますけれども、業務実績

のところに書いてありますように、27年度は30億5,500万円となって、対前年度比の毎年度平

均が3.5％の抑制ということでございますので、１％を上回っているということで評定はｂと

いうことにしてございます。 

 それから15ページに行っていただきまして、これも同じ経費の削減の話でございますけれど

も、こちらが一般管理費でございます。16ページの冒頭にございますけれども、３％の削減と

いうのが目標でございますけれども、27年度の結果、対前年度比の毎年度平均は３％抑制とい

うことで、これについても達成しているということで評定ｂということにしております。 

 それから16ページの②のところ、地方事務所の賃借料の経費削減の検討ということでありま

す。27年度は、那覇事務所の賃借料の引下げ、これが年間で８万6,000円ほどになりますけれ

ども、実施いたしましたのでｂとしてございます。 

 次の（２）給与水準の適正化でございます。これはいわゆるラスパイレス指数というもので

ございますが、平成26年度は101.8ということになり、おおむね国家公務員並みということで、

評定ｂとさせていただいております。ちなみに27年度、これは102.4となる見込みでございま

す。 

 それから17ページに行っていただきまして、政府方針を踏まえた総人件費に係る適切な対応
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ということでございます。総人件費に係る政府方針は示されておりませんが、機構独自の対応

として、新たな人事管理制度ということで、人事評価制度の導入、昇給幅の抑制、管理職への

昇格の抑制、管理職ポストオフ制度などの実施といったことを行っております。 

 それから（３）が、随意契約の見直しに向けた計画的取組ということでございます。 

 これについては、業務実績のところにありますように、随意契約等審査委員会へ諮問された

契約については、事務室の賃借契約、都道府県への委託契約など、真にやむを得ない随意契約

を除き一般競争入札としたということでございまして、100％達成しておりますので、これも

ｂとしております。そのほか、機構が締結した契約については定期的にホームページに公表す

る、あるいは外部専門家などから成る契約監視委員会を開きましての点検、あるいは１者入

札・応募の改善に向けて、入札説明会に複数者が参加したものについてはアンケートを実施し

た、こういった取組を実施しております。 

 それから18ページの②のところでございます。 

 契約の競争性、透明性の確保というところでございますけれども、一般競争・企画競争・公

募を実施した全てにおいてホームページへの掲載を行っております。このうち企画競争・公募

の実施は８件でございますが、これらについてもホームページの掲載を行っておりますので評

定ｂということにしております。 

 それから契約監視委員会、ここで点検していただいておりまして、契約の適切性に問題はな

いとされております。さらには、19ページの頭のほうですけれども、定期監事監査においてチ

ェックを受けた、あるいは会計監査人からもチェックを受け、評価を受けたということでござ

います。 

 その次、23ページをご覧ください。 

 ここは、業務執行の改善というところの項目でございます。 

 まずは業務全体の点検評価ということで、①は機構自ら行った点検・評価でございます。 

 年度計画を具体化するための工程表、こういったものを年度初めに策定いたしまして、四半

期ごとにヒアリングを行って点検・分析する。そして抽出された問題点、課題等への対応を的

確に指示し、あわせて自己評価を行ったということでございます。したがいまして、４回計画

をしておりまして、４回とも行ったということでありますので評定ｂというふうにしておりま

す。 

 それからその下の②でございます。 

 これは、第三者機関による点検・評価ということでありまして、27年は、６月５日に外部専
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門家・有識者から成る機構評価委員会というものを開催いたしまして、点検・評価をしていた

だいたということでございます。これについてもｂとさせていただいております。 

 その次のページ、24ページの③のところでありますけれども、第三者機関による点検・評価

結果に基づいた業務運営への反映というということでありますが、これらについても委員指摘

事項へ対応方針を決定し、関係各部において反映を行ったということでございます。 

 その次の（２）補助事業の審査・評価であります。 

 これも先ほどと同じような構造になっていまして、まず①ということで、機構自らが自己評

価しております。これにつきまして、業務実績のところにありますように評価細則に基づき自

己評価を行ったということでございます。これを受けまして、②ですけれども、第三者機関に

よる事業の審査・評価ということで、27年７月１日に外部専門家から成る第三者委員会を開催

し、事業の評価等を行ったところでございます。これを受けて、③でありますが、必要に応じ

た業務の見直し、こういったものを行っておるところでございます。 

 それから（３）であります。内部統制機能の充実・強化ということで、まず①内部監査マニ

ュアルに基づく内部監査の実施ということでございます。これについては、27年度内部監査年

度計画、こういったものを作成しておりまして、これに基づいて計画どおり実施したというこ

とでございます。 

 その次の26ページをご覧ください。 

 ②のコンプライアンス推進に向けた計画的取組ということであります。これは平成27年度コ

ンプライアンス推進計画に基づき、例えば相談窓口の周知、それから研修の実施、内部監査、

それから点検、「コンプライアンス推進の日」の取組、こういったことを計画どおり実施した

ということで、これらについて平成28年３月10日のコンプライアンス委員会というもので点検

を実施しているとともに、28年度の計画を策定したということで、これについても計画どおり

実施しておりますのでｂというふうにしております。 

 それから③役職員間の意思疎通及び情報共有等の推進ということでございます。業務実績の

真ん中辺にありますように、原則、毎週幹部会を開催し、業務運営の方向性を明確に伝えると

ともに、課題の把握・対応などを協議したところでございます。その内容をイントラネットに

掲載して役職員に広く周知を図ったということでございます。 

 ④が個人情報保護対策の推進でございます。これにつきましては、研修会に職員を参加させ

る、あるいは平成27年度の新規採用職員への「個人情報取扱研修」を開催。また、鹿児島や那

覇の地方事務所において、派遣職員を対象に研修を行ったということでございます。それから
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昨年の10月から12月には、個人情報の取扱いに関する自己点検というものを実施して、現状を

確認するとともに、適正な取扱いについて推進を図ったというところでございます。 

 それから次のページ、28ページをご覧ください。 

 ここから⑤、⑥、⑦、この三つは27年度からの新たな取組でございます。 

 ⑤につきましては、理事長の意思決定の補佐ということで、役員会、これを27年度に設置し

まして、この会議を開催し審議を行ったところでございます。 

 それから⑥内部統制の推進でございますが、４月20日に内部統制委員会を開催し、関連規程

の制定、それから改正状況、モニタリングの実施方法について確認を行ったということでござ

います。 

 それから⑦のリスク管理対策の推進でありますが、昨年の９月、リスク管理委員会を開催し、

「リスク一覧表」の審議などを行ったということでございます。 

 （４）情報セキュリティ対策の向上というところでございます。これにつきましては、①に

ありますように、セキュリティ規程の全部改正を５月に行い、９月には関連規程の新規制定を

行ったところでございます。それから②にありますように、情報セキュリティ委員会を設置し、

セキュリティ対策推進計画や研修計画の了承を得たところでございます。それから③でござい

ますが、③以下は先ほどともかかわりますが、新たなマルウエアソフトの導入やファイル暗号

化システムの導入、それから④の標的型メール訓練の回数の増加、⑤では種々の研修、⑥につ

いてはシステム台帳の整備を行いシステムの点検を実施いたしました。それから⑦は、外部専

門家によるセキュリティ診断、こういったものを行っておるところでございます。それから⑧

につきましては、インターネットに接続が必要ない、即ち内部だけで完結することが可能な一

部の情報システムについては、インターネットから分離してしまいました。それから⑨という

ことで、内部監査の指摘に基づき、新たに新年度から情報セキュリティアドバイザー、こうい

ったものを置くことにしたということで、これは機構内部だけでは情報セキュリティに対する

情報技術が一定程度になってしまいますので、外部の情報セキュリティアドバイザーを置くと

いうことにいたしました。 

 それから（５）ということですが、緊急時を含めた連絡体制の整備ということでありますが、

これについても連絡網は整備、それから随時更新しているところでございます。特に31ページ

の頭のほうにありますが、６月以降、日本年金機構の個人情報流出事案などを踏まえて、農林

水産省のセキュリティ点検シートによる点検を行ったほか、機構でも一部怪しいことが起こっ

ております。例えば８月には、マルウエアに感染をしたのではないのかという恐れがあったわ
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けですけれども、このときの調査、あるいは11月にも、アクセス障害が発生したということが

ございますけれども、これらについて農林水産省へ連絡し、対策を実施したということでござ

います。 

 それから33ページをご覧ください。 

 これは組織体制の整備でございます。機能的かつ効率的な組織体制の整備ということで、33

ページの一番最初の（１）、これについては、組織体制の見直しを必要に応じてしようという

ことでございますが、その組織体制の整備を図る必要はなかったということで、これについて

は評定ｂということに確定してございます。 

 それから（２）の理事数についての検証等ということで、中期目標等で業務運営に真に必要

な最小限の理事の数について、副理事長との役割分担などについて検証の上、結論を得る、こ

ういうふうにされておるところでございますけれども、こういった役割分担などを整理、検証

し、それに基づいて、各理事の職務の状況について取りまとめ、理事長に報告したということ

でございます。 

 それから36ページをご覧ください。 

 ここは、補助事業の効率化等がテーマのところになります。 

 （１）でございます。補助事業についての公募の実施ということでございます。これにつき

ましては、この業務実績のところにありますように、畜産・野菜、それぞれ補助事業がござい

ますけれども、畜産では年２回10事業、野菜では年３回２事業、これらについて公募を行った

ということでございます。 

 それから（２）は、施設整備事業の効率的かつ効果的な事業の実施ということであります。 

 ①事業実施主体との協議ということでありますけれども、施設整備件数が50件ございますが、

これら全てについて、事前に事業実施主体と協議を行っております。 

 それから②の費用対効果分析・コスト分析などの評価基準を満たしているものを採択という

ことでございます。これらについては、この業務実績のところに書いてありますように、費用

対効果分析で採択するのは１件、それからコスト分析で採択するのが49件、この50件でそれぞ

れ行っているところでございます。 

 それから③の設置する施設等についての必要に応じた現地調査の実施というところでござい

ますけれども、38ページの頭をご覧いただきまして、工事の進捗等に関する報告は受けたので

すけれども、現地調査を必要とするものではなかったので、今回は評定はｂということ。重要

な変更が必要と認められる案件はなかったために、現地調査を必要としなかったということで
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ございます。 

 それから④の設置後３年目又は５年目の利用状況の調査と、必要に応じた現地調査の実施と

いうことでございます。業務実績をご覧いただきまして、施設設置後３年目までのもの23件、

それから５年目までのもの35件、これらについて利用状況を確認するとともに、利用状況等が

計画を下回っているものなど13件について現地調査・指導を行ったということでございます。 

 それから⑤事後評価のところでございます。 

 事後評価については、業務実績にございますように、３年目又は５年目に事後評価を実施す

るわけですけれども、対象施設21件について、事後評価報告書を徴取したということでござい

ます。この結果、１件について投資効率が１以下になったということでございまして、１超の

割合が95％ということであります。これは事後評価の目標が、90％以上が効用が費用を上回る

件数にするということでございますので、90％を上回って95％ということで、評定はｂという

ふうにしています。ただし、この１件というのは、39ページの自己評価の上から４行目ぐらい

にありますが、新規参入者の飼養管理技術が十分でないということから、費用対効果、投資効

率が１を下回ってしまったということでございますので、改善策を報告させて、当初目標が達

成できるように指導したということでございます。 

 それから、先ほどの資料２のときの説明と重なりますけれども、39ページの業務実績の真ん

中辺ですけれども、必ずしも５年目だけではなくて、経営開始当初のものも対象として、平成

27年度も引き続き同様に現地調査を実施したということでございまして、ご覧の結果について

は、ホームページや情報誌で提供しているところでございます。 

 それから（３）補助事業の適正、効率的な実施の確保ということで、これについては適正な

実施を確保するために、審査基準チェックシート、これを用いて行っておるところでございま

す。 

 それからその次のページ、40ページの②巡回指導などの実施であります。これはまず畜産業

振興事業、これにつきましては、新規２事業、拡充１事業の全てについて、事業説明会を行っ

たところでございます。それから継続事業についても同様の会議を行った、さらには巡回指導

を計画的に実施したということでございます。野菜農業振興事業についても同じく拡充事業に

ついて事業説明会を実施するとともに、現地調査を実施したということでございます。 

 それから③の事業の進行管理システムに基づいた進行管理の実施ということで、これについ

ては、進行管理システムに基づいて毎月の進捗状況等の管理を行っております。 

 ④のホームページでの事業概要及び採択した事業の概要の公表でございます。27年度は畜産、
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野菜、それぞれいずれも速やかにホームページに公表したということでございます。 

 それから⑤事務処理手続の迅速化であります。これは進行管理システムによる進行の徹底に

よって、交付申請を受理してから交付決定の通知を行うまでの期間が10業務日以内であった場

合は99.9％、全体で1,162件あったわけですけれども、１件を除いては10業務日以内に行った

ということでございます。これは、達成度合いは90％以上であったところはｂでございますの

で、ｂとしてございます。この１件だけは間に合わなかったわけでございますけれども、これ

は本来であれば、受理してはいけない申請書、即ち内容が不備のものを間違って受理してしま

ったために、その後の資料提出の訂正等に時間がかかったというものでございますので、これ

は本来であれば受理していけなかったというものでございます。 

 その次の42ページをご覧ください。 

 ⑥の新規等の補助事業への適切な評価手法の導入ということで、これはこういった補助事業

はございませんでしたので、評定はなしということにしております。 

 それから⑦評価手法の必要に応じた改善等ということで、これについてもチェックいたしま

したが、改善等の必要がなかったということで、評定はｂというふうにしております。 

 それから⑧の決算上の不用理由の分析ということでございます。平成26年度事業のうち、不

用額が大きい事業については、その理由を分析した後に、27年７月の補助事業に関する第三者

委員会においてその結果を報告したということでございます。例えば肉用子牛の事業について

は不用が多いわけでございますけれども、これは子牛価格が非常によかったということで必要

がなかったということがこの背景にある、などが分析した結果でございます。 

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

とでございます。これにつきましては、生乳需要基盤強化対策事業、それから国産食肉流通合

理化緊急資金支援事業、この両基金については、事業実施期間が終了したことから閉鎖いたし

ました。それから自給飼料生産効率向上支援リース事業、これも閉鎖いたしまして、28年度以

降、事業実施主体が貸付料などを回収した場合は、速やかに機構に返還することとしたという

ことでございます。 

 それから⑩の基準等の見直しであります。これは補助金適正化法施行令の改正を受け、我が

方の基準も基金管理基準を改正しております。これは従来３年に１回のチェックだったわけで

すけれども、毎年やるというふうに改めたものでございます。この結果、10基金の見直しを実

施し、その結果について公表し、一部の基金については、不用ということで返納させることと

したということでございます。 
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 それから46ページをご覧ください。 

 ここは、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組でございます。 

 これは累積欠損がありますので短期借入れを実施しておるわけですけれども、その借入れに

当たっては、一般競争入札を実施してなるべく低い金利で借りるようにしたということでござ

いまして、27年度の場合には、借入利率のうち固定利率（スプレッド）に当たる部分は０％と

いうことで、変動利率、いわゆる日本円タイボー、日本の東京の銀行間取引の利率、そのもの

で借り入れるということで、借入利息の削減を行うことができたと考えております。 

 47ページは、長期借入れを行う場合の留意事項ですが、これについては、該当はございませ

んでした。 

 以上が、第一でございます。 

○生産局総務課長補佐 引き続きまして、農水省側の事業の評価について説明いたします。 

 恐縮ですが、11ページに戻っていただきたいと思います。 

 この表の一番右側の欄が、農水省の評価になります。 

 まず、評価は、中項目を単位に行うこととなっていますので、中項目ごとに評定とその評価

に至った理由を記載しております。中項目の評価方法は小項目の評価結果を点数化して、評価

ｂを２点、評価ｃを１点とし、その合計を評価項目の数に２を乗じた数で割った数値が90％以

上の場合にＢの評定をしているということでございます。 

 それでは説明いたします。 

 まず前提として、各小項目の評価は、機構の自己評価が適当であるというふうに判断してい

るということでございます。 

 最初にまず11ページ、第１の業務運営の効率化に関する事項でございます。ここは評定をＢ

としております。評価の内容としましては、12ページのほうに書いております。12ページの上

のほうに点数化して、計算したものがここに書いてございます。 

 評定の内容といたしましては、業務経費については、毎年度平均で対前年比１％の抑制を上

回る削減が行われているとの評定内容にしております。 

 次は、15ページに移っていただきたいと思います。業務運営の効率化による経費の削減の項

目でございます。ここも評定はＢとしております。 

評定の内容でございます。一般管理費については、毎年度平均で対前年度比３％削減すると

ともに、地方事務所の賃借料等の経費削減に取り組んでいる。給与水準の適正化については、

平成26年度給与水準の対国家公務員指数は101.8と国家公務員と同程度となっている。なお、
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平成27年度の同指数は102.4となっているが、国の給与制度の総合的見直しとの関係等を考慮

すれば妥当であると考える。随意契約の見直しに向けた計画的取組については、機構の調達等

合理化計画に基づく取組の実施のほか、真にやむを得ない契約を除く全ての契約を競争性のあ

る契約とするなど着実な実施が図られている。また、契約監視委員会の開催、それから定期監

事監査における入札・契約のチェックなど、入札・契約の適正な実施についての監査に取り組

んでいるとしております。 

 次が、21ページになります。 

 業務執行の改善の項目でございます。ここも評定はＢとしております。評定の内容は22ペー

ジになります。 

 まず、四半期ごとのヒアリングにより業務の進捗状況を点検・分析し、現状を適切に把握す

るとともに、課題等への対応を的確に指示し、年度計画の着実な達成に努めている。また、外

部有識者による業務実績に関する評価委員会を開催、それから有識者による第三者委員会を開

催して事業の評価を行い、必要な業務の見直しを行っているということです。内部統制の状況

については、コンプライアンス推進計画が着実に実施されており、また、幹部会を毎週開催し、

課題の把握、対応等を協議し、職員に広く周知するなど、組織全体で内部統制の充実・強化に

努めているという内容でございます。 

 ここでは、今後の課題というところを２点整理しています。 

 １点目が、内部統制については、平成27年度には理事長の意思決定を補佐する役員会、内部

統制を推進する内部統制委員会、リスク管理を推進するリスク管理委員会の設置等が計画どお

り実施されている。一方、内部統制については、設置した委員会等が実効性のあるものとして

きちんと機能していくことが重要であることから、ＰＤＣＡサイクルを回すこと等により、そ

のさらなる充実に努めていく必要がある、という記載をしております。 

 ２点目です。情報セキュリティについては、規程の改正、マルウエア等の挙動を検知するソ

フトウエア等の導入、標的型メール訓練回数の増加等の取組を行っており、重大なインシデン

トは発生していない。しかし、法人は多数の個人情報を有していることから、国の機関へのサ

イバー攻撃の増加、不正アクセスに係る手口が年々巧妙化している実態等を踏まえ、今後も必

要に応じて十分な対策を講じるべきである、ということを記載させていただいております。 

 次が、32ページになります。 

 機能的で効率的な組織体制の整備の項目でございます。評定はＢです。 

 評定内容です。理事数については、理事の分掌、副理事長との役割分担等を整理、検証する
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とともに、各理事の職務の状況を取りまとめる等、適切な取組が実施されているという内容に

しております。 

 次は35ページになります。 

 補助事業の効率化の項目でございます。ここも評定はＢとしております。 

 評定内容です。補助事業については、事業の実施主体の選定に当たり、事業の公表後、迅速

に手続に着手し公募を実施した。また、事業の採択に当たり、費用対効果分析等の評価手法を

用いるなど、効率的かつ透明性の高い補助事業の実施が図られている。次が、新規事業を中心

とした事業説明会等の実施、定められた日数以内での交付決定の実施等、計画どおり適切に実

施されているという評定内容にしております。 

 ここも今後の課題を整理しております。費用対効果分析を実施している事業で設置した施設

の事後評価において、投資効率が１を超えた割合が95％となり改善が図られた。改善した要因

としては、肉用牛生産への新規参入等を支援する事業において、支援体制の強化等の取組が行

われたことに加え、肉用子牛価格の大幅な値上がりといった外部要因があったことが考えられ

る。一方、こうした状況下でも、飼養管理技術が不十分なため投資効率が１以下となった事例

もあったことから、肉用牛生産基盤の強化に資するよう引き続き的確な支援に努めていく必要

があるということで整理させていただいております。 

 次が、45ページになります。 

 砂糖勘定の累積欠損の項目でございます。ここも評定はＢとしております。 

 評定の内容です。短期借入金の借り入れに当たり、一般競争入札の実施により借入れコスト

の削減を図っているという内容にさせていただいております。 

 次が47ページ、最後です。 

 長期借入れについては、実績がありませんので、評定外とさせていただいております。 

 以上が評定の内容の説明でございます。 

 ただいまの業務実績及び評価（案）につきまして、ご意見、ご質問を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

 池田委員。 

○池田委員 確認になるかもしれないのですけれども、肉用子牛価格が大幅に値上がっている

ということで、施設整備事業の投資効率、あるいは行政サービス実施コスト計算書等にいい影

響が出ていると思うのですけれども、この値上がりというのは、ずっと続いているのですか、

現在でも。それとも一時的なものですか。 
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○畜産企画課調査官 肉用子牛の値段については、80万円を超える水準まで上がってきており

ますけれども、要因といたしましては、繁殖農家さんが減少する中で繁殖の牛頭数が減ってお

りまして、供給する子牛が減ってきているということが考えられます。 

 ７月５日付で、畜産統計の速報版が公表されたのですけれども、繁殖雌牛につきましては、

農畜産業振興機構さんのほうで実施していただいている新規参入の事業や、私どもの中でやっ

ておりますクラスター事業、こういった総合的な支援の効果もありまして、28年２月１日現在

では、ようやく少し増加に転じたということでございます。 

 この頭数が今後増加していく、支援の中で増加していくことによって、供給頭数が増えてい

けば、価格については徐々に下がっていくことも想定されるかなと思います。もともと肉用子

牛につきましては40万円から50万円ぐらいの値段で推移してきたところでございますので、現

状の80万円という値段―黒毛牛ですけれども―そういった値段については、維持されると

いうよりも、下がっていく可能性もあるというふうに考えておるところでございます。 

○池田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○生産局総務課長補佐 矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 今の件と少しかかわる点で、昨年度の費用対効果の割合が今年度になってかなり

改善されたということで、ｃからｂに評価がなっておりましたけれども、具体的に、たしか昨

年度の話では、新規参入農家の事故率が高かったという話だったかと思います。今年度、支援

の内容が、経営的な支援に加えて、技術的な支援に移る何か変化があったのかどうかというと

ころを少し確認させていただければというのが１点です。 

 もう１点、全体としては、肉用牛経営への支援事業が縮小しているのかなという感覚を昨年

度ちょっと感じました。昨今の子牛価格の高値の状況を見ましても、特に繁殖農家のほうの生

産基盤の強化というところに、技術的・経営的にもしっかりやっていっていただきたいという

要望です。特に事業としては、肉用牛経営安定対策補完事業、新規参入のほうと繁殖経営安定

のほうと２本あるかと思いますが、特に島嶼部、地域の繁殖経営の新規参入のほうの事業につ

いて、今回、安定した評価というので少し安心しましたけれども、今後、引き続き支援してい

ただければというふうに感じました。 

 以上です。 

○生産局総務課長補佐 それでは支援の仕方について、機構から。 

○安井理事 実際、どんなことをやっているか具体的にお話ししますと、５年目に事後評価を

行うのですが、その前に始めてから数年経ったときに、私どもと、あと畜産の専門家と一緒に
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チームを組みまして現場に行きます。新規参入の方につきましては、問題として二つありまし

て、技術の面でちょっと弱いなと。技術面は、母牛の分娩間隔が長いとか、せっかく産まれた

子牛がすぐ死んでしまうとか、事故率が高いのです。 

 こういった技術的な面、あとは経営の面、どうしてもお金の回し方がうまくないと思います。

当然、農協なりが指導する体制があるのですけれども、始まってしばらくはいいのですけれど

も、だんだん手が離れてきてしまうということがありまして、私どもが行ったときに、皆さん、

農協、市町村、県とか各者集まってもらいまして、ここで何が問題なのかというディスカッシ

ョンをします。問題を共有することによって、指導体制をもう少し組み直すようにということ

をやっております。あとは実際農家さんに行って、実際に農家さんとお話ししまして、問題点

となることにつきましてお話しする、そんなことをやっております。 

 問題点が急激によくなったということはなくて、皆さん同じような問題を抱えていらっしゃ

るのです。ですから、私どもでレポートなりつくって、なるべくこういった問題があるので、

新規参入の方が共通的に直面されている課題はこういうのだということを広く情報提供などを

しております。 

 子牛価格がよくなったというのもありますし、そういった、一度だけでなくて二度行く場合

もありますので、そういった繰り返しの指導が、効果があったのかなと思っております。 

○生産局総務課長補佐 あと支援事業の状況については。 

○安井理事 こちらは、同じように、新規参入は、新たな採択は国のほうに移りまして、私ど

もは26年度で終わっておりますけれども、過去にいろいろと採択したものがありますので、そ

れにつきましては、引き続き今後も調査･指導をやっていこうと思っております。 

○畜産企画課調査官 先ほどのご説明の関係で言わせていただきますと、肉用牛の新規参入に

関しましては、我々の、通称畜産クラスター事業と呼ばせていただいていますが、地域で新規

参入や地域の畜産政策、肉用牛、酪農、全ての畜種を含みますが、こういったものについてど

ういうふうに振興していくのか、よく検討いただいて、クラスター計画と言われておりますが、

これをつくって取り組んでいただくというメニューがございます。 

 こちらのほうで新規参入のほうは、地域の皆さんで募集していくということで取り組んでい

ただく形にさせていただいていますので、新規参入については、そのほか青年就農給付金とか

総合的に支援していくということで取組を進めていきたいというふうに考えております。 

○生産局総務課長補佐 いいですか。 

 そのほかございますでしょうか。 
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また後ほど全体で意見を聞くつもりでおりますので、次に、資料３のうち、第２の国民に対

する提供サービス、その他業務の質の向上に関する部分について説明をお願いいたします。 

○幸田理事 それでは49ページ以降についてご説明したいと思います。50ページの下のほうを

ご覧ください。 

 まず経営安定対策の畜産関係のところでございますが、アの（ア）にありますように、肉用

牛肥育経営安定特別対策、いわゆる牛マルキンでございますけれども、この基金造成に関しま

して、月ごとに生産者積立金に対応した基金造成必要額について基金造成を行ったということ

でございます。評定をｂとしております。 

 それから（イ）、これは都道府県団体への指導ということでございますが、業務実績は、全

国会議の開催、それから事務連絡文書の発出などを通じて指導を行っておるのでｂとしており

ます。 

 その下のイでございます。これはいわゆる豚マルキンのほうでございますけれども、これに

つきましては、発動がございませんでしたので評定の対象外としております。 

 その次のページ、52ページをご覧ください。 

 ウの補完対策でございますけれども、これについても事業の効率的かつ適正な実施というこ

とで、説明会等の状況でございますが、全ての新規・拡充事業について事業説明会を実施した

ということで、評定はｂということにしております。 

 それから３の緊急対策、53ページの（１）をご覧ください。これは台風18号が昨年ありまし

たけれども、これに対しての要件緩和などを実施しておりまして、機動的かつ円滑に対応した

というふうに考えておりまして、評定ｂとしております。 

 それから56ページをご覧ください。 

 こちらは加工原料乳の補給金のほうでございます。これにつきましては、申請書を受理した

日から18業務日以内に全て交付したということでｂとしております。それからその下のイの数

量等に係る情報の公表ということで、これも全て９業務日以内に実施しております。 

 それから次の59ページ、こちらをご覧ください。 

 こちらは肉用子牛の関係でございます。③の肉用子牛生産者交付金の交付ということでござ

いますけれども、指定協会からの交付申請書を受理した日から14業務日以内に全て交付したと

いうことでございます。それから同じく下のホームページによる公表というのを指定日以内に

全て公表しております。 

 それからその次の60ページの下の生産者補給金交付通知書の活用ということでございますが、
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これについては、今回、発動がなく送付はありませんでしたので、評定は対象外ということで

ございます。 

 それから63ページをご覧ください。 

 これは需給調整・価格安定対策ということでございます。 

① 定食肉の売買、これも実施しておりませんので評定の対象外でございます。 

 それから64ページ、指定食肉の需給動向の公表ということでございます。これにつきまして

は、卸売価格とか生産量だとか輸入量、こういったものを調べておりまして、これを情報誌に

掲載するとともに、毎月ホームページにおいて公表したということでございます。毎月やって

おりますので、12分の12ということでｂとしております。さらに需給予測についても、需給予

測の実態との乖離、これについても分析してホームページで公表しておるということでござい

ます。 

 それから②の生産者団体などが行う畜産物の調整保管事業に対する補助ということで、一つ

はまず需給動向の把握でございますけれども、これについては、牛肉・豚肉・鶏卵、それぞれ

について卸売、乳製品に関しては需要者価格を確認・把握し、需給動向を分析したということ

でございます。ｂとしております。 

 イのほうで、14業務日以内の調整保管の開始ということでございますが、昨年度、調整保管

は実施しておりませんので、評定の対象外としております。 

 それから67ページをご覧ください。 

 これは指定乳製品などの輸入売買の関係でございます。67ページのアのところでございます

が、これは、ＷＴＯといった国際約束に基づく義務輸入のほかの部分の輸入、いわゆる追加輸

入でございます。 

 これにつきましては、バター及び脱脂粉乳の安定的な供給を確保する観点から、昨年の５月、

大臣からバター１万トン、脱脂粉乳5,000トンの輸入承認を受けたところでございます。これ

を受けて、68ページの上から７、８行目でございますけれども、バターのその１万トンについ

ては、全てについて現品の受け渡しがあった日から20業務日以内に売渡しを行ったところでご

ざいます。 

 一方で脱脂粉乳につきましては、国内の需給に悪影響を及ぼさないよう20業務日以内の売渡

しの対象から除外したということでございまして、左側、中期計画等を見ていただければわか

りますけれども、需給に悪影響を及ぼすと認められる場合には、20業務日以内というものから

除かれるということで、このただし書き条項を適用いたしまして、脱脂粉乳のほうは20業務日
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以内には実施しなかったということでございます。 

 この結果、右側にございますけれども、バターの需給は安定に向かい、バターの店頭調査に

おける家庭用バターの欠品率は、12月下旬にはゼロとなったということでございます。 

 それからイでございます。これは国が定めて通知する数量の指定乳製品の輸入手当てという

ことで、これはいわゆるカレントアクセス分といっておりますが、ＷＴＯに基づく義務輸入と

いうことでございまして、生乳換算で13万7,000トンほどが必要になってまいります。これに

ついても全量について輸入契約を締結したということで、ｂとしております。 

 その次の69ページのウでございますけれども、今のイは輸入でございますが、その売渡しの

ほうがウでございます。これにつきましても、農水省に届け出ている売渡し計画、これに基づ

いて適切に売渡し入札を実施したということでございます。 

 それからその下の（イ）需要者との意見交換の実施による需要動向の把握などでございます

が、69ページの下にありますように、四半期ごとに大手需要者との情報交換会議を開催した、

あるいは70ページの上から６、７行目にございますが、落札需要者から要望・意見等を把握し

たということでございます。 

 それから70ページの真ん中辺のエをご覧ください。需給に関する情報の公表ということであ

ります。これについてもバターの在庫の公表、それから需給予測の公表、それから予測と実績

の乖離状況の分析、これも公表しておるということでございます。 

 それからオの売買実績に係る情報の公表ということでございますけれども、これも規定どお

り翌月の19日までに全て公表したということで、ｂとしております。 

 73ページをご覧ください。ここから野菜になります。 

 73ページの下のほうでございますが、①指定野菜価格安定対策事業でございます。これは、

生産者補給交付金等の交付申請全てに関しまして、次のページですが、11業務日以内に交付し

たということで、全て規定どおり行ったということでございます。 

 74ページ目の②でございます。契約指定野菜安定供給事業、これにつきましても、アにござ

いますように、全て規定日以内に実施したということでございます。 

 それからイ、74ページの下のほうですが、リレー出荷に係る特例措置の周知ということで、

これは複数の産地が連携してリレー出荷を行う場合、こういった場合には、通常指定産地でな

いと対象にならないのですが、指定産地以外の地域も対象とするというような、こういった特

例でございますけれども、これについての周知を行ったということでございまして、パンフレ

ットの配布だとか説明会を実施しております。 
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 それから75ページの下のほうでございますが、⑤ホームページなどによる業務内容等の公表

ということで、野菜の交付予約数量及び交付金額について毎月ホームページで公表を行ったと

いうこと。それからその次のページにございますように、各品目の旬別、月別の販売価額をホ

ームページに掲載したということでございます。 

 それから78ページをご覧ください。 

 これも同じく野菜でございますけれども、78ページの③特定野菜等供給産地育成価格差補給

事業助成金ということで、都道府県単位で行っているものでございますが、これについても規

定日以内に交付したということでございます。 

 それからその次のページの④野菜農業振興事業でございますけれども、契約野菜収入確保モ

デル事業、これについては、事業の積極的なＰＲに努めたということで、パンフレットの配布

などを行ったということでございます。 

 それからモデル事業の機動的・弾力的な実施ということでございまして、平成28年度のモデ

ル事業を適正に実施するための規程改正を行っております。これは具体的には、事業加入要件、

今までは契約取引実績が３年ないと加入できなかったものを１年にするなどの要件の緩和を行

っているというところでございます。 

 それからその下、２、需給調整・価格安定対策の（２）野菜関係業務でございますけれども、

業務実績のところにありますように、産地情報調査員設置事業、それから緊急需給調整推進助

成事業を実施するとともに、各種会議の場を活用して事業の普及・推進などに努めたところで

ございます。 

 あわせまして、80ページの上のほうでございますけれども、加工・業務用野菜生産基盤強化

事業、これにつきまして右側にありますように、28年度からは事務負担の大幅な軽減が適正に

実施されるよう、計画の変更要件を緩和するなどの改正を行ったということで、これは例えば、

従来であれば面積が変わらなくても取組などが変わった場合には変更を申請しなくてはいけな

かったのですけれども、面積が変わらず事業費が変わらないといった場合には、変更申請を不

要とするなどの手続の緩和を図ったというところでございます。 

 それからイの緊急需給調整事業の見直しということでございます。これは既に機構の見直し

案というのをつくっております。これは今まで余り使われていないものを廃止するなどの見直

し案をつくっておりますが、これを踏まえて農水省と協議を実施するとともに、協議を促進す

るための見直し作業のスケジュールについて調整したということでございます。 

 それから、その下の②ホームページなどによる業務内容等の公表ということで、野菜の需
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給・価格に関する統計データについて毎月公表する、あるいは調査した産地の動向などについ

ても公表する、こういったことをしております。これについてもｂとしております。 

 それから３番目の緊急対策とありますが、これについては発動いたしませんでしたので、対

象外というということになっております。 

 それから83ページをご覧ください。この83ページからは砂糖でございます。 

 まず①でございます。甘味資源作物交付金ということで、これは生産者の方にお支払いする

交付金ですが、これについても規定日内に交付を行ったということでございます。 

 その次のページ、84ページ、②でございます。国内産糖交付金、これは精糖企業のほうにお

支払いするものですけれども、これも規定業務日以内に実施しております。 

 それから③ホームページによる公表ということでございますが、これも規定日以内、翌月15

日までにホームページにおいて支払い金額、数量等を公表しておるということでございます。 

 それからその次のページの２、需給調整・価格安定対策でございますが、（３）砂糖関係業

務については、砂糖の制度の仕組みについて公開する、あるいは売買実績についてホームペー

ジに公表するなどをしておりまして、これについても評定ｂとしております。 

 それから87ページ、これはでん粉でございます。 

 これについても、今の砂糖と同じように生産者に対する交付金を規定どおり支払った、それ

から88ページにありますように、工場に対する交付金、それから③にありますようにホームペ

ージにおける公表、それから89ページにありますように、でん粉の制度の仕組みの公表等を行

っておるところでございます。 

 それから91ページをご覧ください。 

 これは、資金の流れなどについての情報公開の推進ということでございますが、まず畜産関

係でございます。 

 この91ページのアにありますように、機構からの直接補助対象者、そこからさらに補助を受

ける者の団体名、金額、実施時期などをホームページにおいて公表しております。その下のイ

でありますが、生産者等への資金に係る情報公開の推進ということで、生産者にわたった資金

の事業別・地域別の総額を公表しております。これもｂとしております。 

 それからその次の92ページであります。 

 これは、機構からの補助金による基金に係る情報公開ということで、肥育安定基金について

は、基金管理基準に基づき基金の名称、基金額などの基本的事項を公表したということでござ

います。 
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 それからエの事業返還金を含む経理の流れに係る情報公開の推進ということであります。 

これにつきましては、畜産業振興資金に繰り入れられた補助事業の事業返還金を含む経理の流

れを、事業返還金の活用理由などを付記した上で、わかりやすい内容でホームページに公表し

ております。 

 それからその次の93ページ、ここからは野菜でございます。 

 野菜につきましても、平成26事業年度の事業別の事業実施主体ごとの交付金額を取りまとめ

て公表しております。さらにはイのほうでございますが、こちらも同じく県別の交付金額を取

りまとめて、ホームページで公表してございます。 

 それから94ページ、（３）でございます。 

 ここからは砂糖になりますけれども、砂糖についても基金の保有状況を公表しております。

なお基金の閉鎖に伴って、基金残高は現在０円になっておるところでございます。それからイ

ですけれども、機構から交付金交付対象者への交付金などに係る情報公開の推進ということで、

調整金の総額、それから交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額、こういったも

のを公表しておるところでございます。 

 それから（４）が、でん粉でございますが、でん粉についても同じく調整金の総額などを公

表しているというところで、いずれもｂとしております。 

 それから97ページをご覧ください。 

情報収集提供業務のところであります。 

 下のところに（１）需給等関連情報の的確な収集と提供というものがございますが、その次

のページ、98ページの①情報検討委員会における当該年度の実施状況及び次年度の計画につい

ての検討ということでございますが、これにつきましては、その右にありますように、分野ご

とに開催し、平成27年度の実施状況から重点テーマなどを検討したということでございます。

例えば、28年度の重点テーマというものをつくっておりますが、28年度の畜産であれば輸出な

どの事業拡大、あるいは生産基盤の強化、こういったものを重点テーマとしておるところでご

ざいます。 

 それからその下、情報検討委員会で得られた利用者ニーズなどをもとに作成した重点テーマ

に即し重要情報の提供を行ったということでありまして、27年度であれば、最近はバターが逼

迫したということもございまして、牛乳・乳製品の国際需給などを重点テーマにして、重要な

情報提供を行ったということでございます。 

 それからその下の「なお」のところでございますけれども、海外情報については、北米・Ｅ
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Ｕにおいて輸出促進活動の支援及び情報収集の体制を強化したということでありまして、これ

は冒頭も申し上げましたけれども、ジェトロへの委託を通じてニューヨーク、ブリュッセルに

常駐、調査に行くという体制を整備したところでございます。 

 それから②の調査報告会の開催、講演依頼の対応などの調査成果普及などの取組ということ

でございます。これにつきましては、ここに①から④にございますように、調査報告会、外部

からの講演依頼に対する対応、新聞等での引用、個別説明の要請等に対する対応といったこと

を的確に実施しておると考えておりまして、評定はｂとしております。 

 それから（２）情報提供の効果測定ということでございますけれども、我々はご存じのとお

り、畜産、野菜、それから砂糖・でん粉、この三つの情報誌を発刊しておるわけですけれども、

その全ての読者を対象にアンケート調査を実施したということでございます。 

 ②がその満足度の調査でございますけれども、５段階評価で平均が4.0以上となるというこ

とを目指しておりますけれども、この右側にありますように、情報利用者の満足度、これにつ

いては、５段階評価で4.1であって、目標の4.0というのを上回ったということで、個別にはそ

れぞれ4.2、4.1、4.1という結果が出ておるところでございます。 

 それからその次のページ、100ページ、③の情報提供内容等の改善等ということですけれど

も、先ほどのアンケートの調査結果を踏まえて種々の改善を行っております。例えば野菜情報

において、海外の生産状況の情報を集約化した「海外情報」コーナーというものを設ける、あ

るいは主要な輸入先国である米国の動向、これについて６月から新たに毎月掲載する、こうい

うような改善を図っております。それから内容ではございませんが、ＰＤＦ形式での掲載につ

いて、従来でのＨＴＭＬ形式に加え新たに実施したということでございます。 

 それから、これは既に以前からやっておったわけですが、特別編集、情報誌のテーマを定め

て特別編集を実施するというようなことを行っております。例えば27年度、砂糖であれば、

「甘味資源作物生産の安定化に向けて」、こういったテーマを掲げてやっております。 

 それから④の紙媒体での情報提供の実施効果の検証ということで、これもアンケートを実施

しております。101ページの頭にありますように、94.3％の方は紙媒体で提供を希望と。その

メリットというのは、わかりやすさ、全体の把握の容易さ、閲覧・保存のしやすさなど、メリ

ットがあるというのは６割以上であったということでございます。こういったことを踏まえま

して、⑤でありますけれども、情報提供の重点化への取組ということを行っております。 

 メールマガジンの登録の勧誘、あるいはメールマガジンの案内を農業関連サイトなどへ毎月

実施する、こういう取組をしておりまして、右側の評価のところにありますように、メールマ



27 

ガジンの発行数はこれによって増加しております。それぞれ200件前後増加しておるというの

がおわかりになるかと思います。 

 さらに、真ん中の「また」のところでございますが、アンケート調査結果を踏まえて、紙媒

体での提供を希望しないとする60の方へは送付を停止したということでございます。 

 それから（３）需給等関連情報の迅速な提供であります。 

 情報の期間内の公表ということで、情報件数1,227件ございますが、この全てについて期間

内に公表したということで、評価ｂとしております。 

 102ページであります。 

 ②問い合わせなどがあった場合の迅速な対応ということであります。248件問い合わせがあ

りましたが、そのうち236件については翌業務日以内に対応したということで、残りの12件に

ついては２から37日かかったということでございますが、例えば一番かかった37日については、

ＥＵの対日豚肉輸出についての問い合わせということでございますが、この内容の正確を期す

るために現地のコンサルタントに確認した等々がありまして、時間が37日かかってしまったと

いうことでございます。 

 ここまでは主に事業者、生産者に対する情報提供ということでございますが、次の（４）か

らは消費者などへの情報提供というところでございます。 

 機構では、先ほど三つあると言った情報誌のほかに広報誌というのを発行しておりますけれ

ども、こういったもの、あるいはパンフレットなどに関するアンケート調査の実施ということ

でございます。この右側にございますようにアンケートを実施した結果、ホームページを通じ

た機構のイメージはとてもよい・ややよいと回答した者の割合は、約５割であったということ

でございます。 

 それからその次のページの②ホームページでの「消費者コーナー」などの充実を通じた消費

者などへのわかりやすい情報提供の推進ということでございまして、これは前年度に実施した

アンケート結果、これに基づいて改善を行っております。例えばトップページにバナーを追加

するとか、キッズコーナーを設ける、あるいは動画コンテンツの改修をする、こういった取組

の実施をしております。この結果、右側のところにございますように、平成27年度のアンケー

トでは、消費者コーナーの印象がとてもよい・ややよいと回答した者は約６割になっておると

いうことでございます。 

 それから③でございます。消費者等との意見交換会、こういったものも開催しております。

昨年は２回やっておりまして、酪農及び乳業というテーマで１回、それから野菜の生産現場、
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野菜ということで１回、それぞれ生産現場を訪問していただきまして意見交換を実施したとい

うことでございます。 

それからまた、このほかといたしまして、食育推進全国大会、実りのフェスティバル、こう

いったフェアがございますので、こういったところに出展して機構の情報発信をしたというこ

とでございます。さらにはその次のページ、104ページの上のほうでありますけれども、ａｌ

ｉｃセミナーを８回開催、それから先ほど申し上げた広報誌の発行、こういったものを主に取

り組んでおるところでございます。 

 それから（５）ホームページの機能強化であります。 

 これにつきましては、アクセス数などの集計分析を行い、その結果を提供するとともに、ト

ップページに掲出している注目キーワードの更新に活用したところでございます。こういった

ことを受けて、先ほど申し上げたようなバナーの追加とか消費者コーナー、キッズコーナーを

設ける等々の改善を行ったところでございます。 

 それから（６）広報推進委員会における検討ということでございます。 

 広報推進委員会は、昨年度４回開催しております。この開催を通じまして、ホームページや

広報活動の強化につながる方策の検討などを行い、実際に実施しておるところでございまして、

右側にございますように、消費者向け広告、これを実施しましたけれども、このアンケートで

は内容がとてもわかりやすい・わかりやすいと回答した方の割合が９割を超えたということで

ございます。 

 それから（７）照会事項に対する迅速な対応ということで、原則翌営業日以内の回答として

います。６件の照会については、全て翌営業日以内に回答したということでございます。 

○生産局総務課長補佐 それでは引き続いて評価案について説明いたします。 

 恐縮ですが、また49ページに戻っていただきたいと思います。 

 50ページからになりますけれども、事業の実施状況に関する項目については、品目横断で経

営安定対策に関する事項と需給調整、価格安定対策の事項、それから緊急対策の事項の三つに

分けて評定しております。 

 まず50ページ、経営安定に関する事項です。 

 評定はＢとしております。評定の内容ですけれども、畜産の経営安定対策については、コス

トや販売価格の変動等による影響を緩和するための対策が講じられており、いずれの業務も迅

速かつ適切に実施されている。次、野菜の経営安定対策については、生産者補給交付金等の迅

速な交付を行っている。また契約野菜収入確保モデル事業の普及を図ったほか、事業の効果及
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び課題を取りまとめて農林水産省に報告するなど事業の改善に努めている。次が、契約指定野

菜安定供給事業におけるリレー出荷の特例措置について、野菜の交流会の場を活用して説明を

行う等の周知の取組を計画どおり行っている。次の砂糖・でん粉関係については、生産者等へ

の交付金の迅速な交付を行っているということでございます。 

 次が52ページになります。 

 緊急対策の項目です。平成27年度は、畜産業振興事業において、台風18号による被害への畜

産支援対策として措置された生産者負担金の免除及び要件の緩和等について、実施要綱の改正

が迅速に行われているという整理にしております。 

 次が、62ページになります。 

 需給調整・価格安定対策に関する項目でございます。評定はＢとしております。 

 評定の内容です。指定乳製品等については国際約束に従って国が定める数量の全量について、

輸入と売渡しが適切に実施されている。なお、バター及び脱脂粉乳の安定的な供給を確保する

ため、農林水産大臣の輸入承認を受け、バターについては輸入した全ての契約について迅速に

売渡しを行っているということです。それから、野菜農業振興事業のうち、加工・業務用野菜

生産基盤強化事業等について的確な実施に努めたほか、緊急需給調整事業については機構の事

業の見直し案を踏まえ農林水産省と協議等を実施しているということです。63ページになりま

す。砂糖・でん粉関係業務については、輸入指定糖及び輸入指定でん粉等の買入れ及び売渡し

の売買実績について、定められた期間内に公表しているという内容としております。 

 今後の課題も整理しております。指定乳製品等の輸入・売買業務については、生乳生産の増

加のほか１万トンの業務用バターを追加輸入したこと、平成26年度のバター輸入業務の運用改

善が着実に実施されたことなどからバターの需給は安定に向かい、バターの店頭調査における

家庭用バターの欠品率は12月下旬にゼロとなった。平成28年度においても３年連続で追加輸入

が決定されたことから、これらの取組を引き続き的確に実施していく必要があるということで

整理させていただいております。 

 次が、90ページになります。 

 資金の流れの項目でございます。評定はＢです。 

 評定の内容です。資金の流れに関する情報公開については、ホームページに公表するととも

に、法人からの直接・間接補助対象者等に対する情報公開についても適切に公表しているとい

う内容としております。 

 次が97ページになります。 
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 情報収集提供業務の項目でございます。評定はＢとしております。 

 評定内容です。情報収集提供業務については、分野ごとの情報検討委員会の開催やアンケー

ト調査の実施等により、情報利用者のニーズを的確に把握、こうしたニーズを踏まえて定めた

重点テーマに即し情報収集提供を行っており、満足度調査の結果も目標を達成しているという

内容にしております。 

 今後の課題を整理しております。海外情報については、北米及びＥＵにおいて輸出促進活動

の支援及び情報収集体制の強化が図られたが、今後はその実績等を検証し、必要に応じてさら

なる改善を図っていくべきだという内容としております。 

 以上になります。 

 以上のところで、ご質問、ご意見なりお願いしたいと思います。 

 恩田委員、お願いします。 

○恩田委員 一般消費者のニーズに応えるところで、ホームページ等々で、資料のほうでは子

供に対するキッズコーナーのようなものが使われていて、おおむね見やすいようなものが出て

いるというような評価だった、印象がよいということなのですが、実際には、これは利用の推

進みたいなものは展開する予定なのですか。というのは、子供のためですと、保護者とか教員

の皆様や食育についてということですけれども、ただ見ていただくというよりは、現実にはど

ういう使い方をするかというようなところまでアプローチはする計画なのですか。それともた

だホームページをつくって見ていただきたいということなのでしょうか、計画的には。 

○生産局総務課長補佐 機構のほうから。 

○幸田理事 現段階では、正しい情報を提供する、わかりやすい情報提供ということで、ホー

ムページに載せておるというところでございますので、今、委員のおっしゃったような点では、

今のところやっていない。普及するために、ほかのところから見てくださいというような働き

かけは、特にはしてはおりません。 

○恩田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○生産局総務課長補佐 そのほか。小林委員。 

○小林委員 マルキンの基金造成についてお伺いしたいのですけれども、先ほど子牛価格が非

常に高騰しているというお話があって、あと１年半から２年ぐらいの間で肥育経営にかなり影

響があると思っております。要するに１年半から２年ぐらいの中で、かなりコストの高い肥育

牛が市場に出回らざるを得ないということで、そこで肥育経営者が経営的にかなり苦境に陥る

という危惧を持っているのですけれども、それに対して牛マルキンが有効に作用するというこ
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とを期待しております。28年度から、たしか新しい事業というのは、28、29、30年度という形

だったのですかね。そうなると、今年度加入するということが非常に重要になってくるところ

だと思うのですけれども、今年度加入されている頭数割合というのでしょうか、そういうもの

というのはどの程度あるのかなということです。 

○生産局総務課長補佐 機構のほうからよろしいでしょうか。 

○安井理事 マルキンは、頭数ベースですと９割カバーしております。 

○小林委員 大体それは変わらないということですね。 

○安井理事 そうです。大体９割。と畜頭数と加入頭数の割合が９割です。 

○小林委員 マルキンについては、生産者の拠出金自体が高くなっていくということや、基金

が枯渇して発動基準は満たしているが払えないという状況も問題になっていますので、今後の

法制化の中で、この点の不安解消も期待しているところです。 

○生産局総務課長補佐 よろしいでしょうか。 

 矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 ２点ほど質問させていただきたいです。 

 １点目は、冒頭のお話にあった98ページの情報収集、海外での情報収集の件で、最初のご説

明の中にもありましたけれども、北米・ＥＵにおいて情報収集の体制を強化されたということ

なのですが、これについてまず２点ほど。なぜ北米・ＥＵなのかということで、肉牛や酪農に

なればオセアニアでありますとか、輸出市場であればアジアとか、そういった地域の情報収集

も重要になってくるかと思うのですが、ニューヨーク、ブリュッセルといったところに重点的

に強化されているのはなぜかという点と、２点目がジェトロさんのほうでということなのです

が、これはジェトロのほうに機構の方が出向するような形で、事務所化のような形に体制を整

えられるのか。あるいはほかの組織であれば、ジェトロさんに委託するような形でやられてい

るところもあるかと思うのですが、いずれの形で体制を強化されたのかという点です。 

 もう１点は、野菜に関してです。今までのお話の中で、野菜に関する事業が大体出てきたか

と思うのですが、参考資料の別添１－３の競争性のない随意契約の中の５ページの平成27年度

の新規事業として、ベジフルネットの利用というのがあります。ベジフルネットは皆さんご存

じのように産地と卸売市場の間のシステムですけれども、これを今後どのような形で、どの事

業にかかわって利用されたのかなというところを教えていただければと思います。 

 以上です。 

○生産局総務課長補佐 機構さんのほうからよろしいでしょうか。 
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○小林総括理事 北米・ＥＵの関係でございますけれども、なぜ北米とＥＵかということは、

まず最大拠点として、北米が畜産物の供給国です。それから野菜関係もかなり日本に供給して

いるということで、大きな影響力を持つと思っています。あとＥＵはどちらかというと、国際

的な情勢も集約情報が入ってくるということで、これは重要な拠点と思っております。あと、

ここに人を置きやすいという環境も既に整っていたということもございます。 

 オセアニア・アジアでございますけれども、オセアニアのほうは長期出張を繰り返したり、

我が方でもかなり密接な関係がありまして、当面は今の体制、それにコンサルを加えて対応で

きるのではないかと思っております。 

 アジアのほうは、これから拠点というものをどういうふうにつくっていくかということで、

コンサルを中心にしたり、我が方の職員もお邪魔したりしてやっておりますけれども、これを

強化することが当面の宿題ではないかと考えております。 

 どういう形で調査員が配置されているかということですが、北米は、ニューヨークに１名、

ジェトロの職員が常勤するということで対応しております。そのジェトロの職員は、農林水産

省の職員が出向という形で配置されております。もう一人、ＥＵのブリュッセルでございます

けれども、こちらもジェトロの職員としてＡＬＩＣの職員が出向という形で１名、６月からも

う既に配置が済んでおります。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

○石井理事 ベジフルネットでございますが、私どもの事業の中で、最も大きい指定野菜14品

目ございます。これの市場取引に係るデータを収集するために使っているものでございます。 

 14品目ではございますけれども、一つの野菜でも、例えばキャベツでも春キャベツがあった

り、夏秋があったり、さらに分かれますし、それをさらに今度は市場ごとに関東、東北、近畿

というような市場ごとに分けますので、非常に細かく指定野菜の交付事業は行っております。

この基礎データとして、必須なものとして、このベジフルネットを使って収集しているという

状況でございます。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

○生産局総務課長補佐 ほかに。池田委員、お願いします。 

○池田委員 リレー出荷なのですけれども、いろいろ周知活動をされて、それに対して評価さ

れているということなのですけれども、私、会計士という仕事なのですけれども、幾らリレー

出荷に参加された方が増えたかというような評価のほうが重要ではないかなという気がするの

ですけれども、その辺は今、評価の項目というのが決められていると思うので、分けているの
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かどうか、わからないのですけれども、その辺のことについてお考えを伺いたいと思います。 

○生産局総務課長補佐 いかがでしょうか。 

○園芸作物課長補佐 リレー出荷ですが、指定産地の外の人が対象となっております。特例を

受けた方が、その後、規模拡大などで当該生産地が指定産地を受けてしまうと対象である必要

がなくなってしまうようなものになります。永続的なものではありません。 

 例えばキャベツであれば、夏場だったら高度の高いところ、緯度でいえば北に移ります。冬

場であれば関東や温暖な地域に移ります。そういった季節の変わり目のつなぎとして、指定産

地や特定産地でなくとも必要となる地域が出てきます。この地域を支援するものになります。 

 このため、参加者数のようなという形での評価は難しく、現在の評価目標のような形で行っ

ております。 

○生産局総務課長補佐 ほか、よろしいですか。 

 それでは次の項目に移りたいと思います。 

 第３、予算、収支計画及び資金計画から第８のその他農林水産省で定める業務運営に関する

事項までの説明をお願いいたします。 

○幸田理事 それでは107ページをご覧ください。 

 予算収支計画と資金計画というところでございます。 

 １の事業費及び一般管理費の節減に係る取組というところでございますが、これにつきまし

ては、冒頭に説明したのと内容的には同じでございまして、計画どおり削減を図ることができ

たということでｂとしております。 

 その次、108ページをご覧ください。 

 法人運営における資金の配分状況ということでございますけれども、政策的要請などに応じ

て資金の配分を見直し、見直し後の資金の配分に基づき評価するということでございますが、

27年度は補給金等勘定において、バター及び脱脂粉乳の追加輸入の実施に伴い所要の事業費を

追加したということで103億円の追加を実施しておりまして、適切に配分したというふうに評

価しております。ｂとしております。 

 それから次のページ、「資金管理運用基準」に基づく安全性に十分留意した効率的な運用と

いうことでございます。流動性の確保が必要な資金、これにつきましては大口定期で月２回以

上、それから資本金などの流動性が比較的必要ないもの、これにつきましては有価証券による

運用をしておるところでございまして、28年３月末現在でいいますと、定期が約2,400億円ほ

ど、それから有価証券については840億円ほどということで運用しております。これもｂとし
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ております。 

 それから111ページをご覧ください。短期借入金の限度額ということでございます。 

１番が運営費交付金の受入れの遅延などに伴う短期借入金ということでございますが、これ

については発生はしませんでしたので、評価の対象外としています。 

 112ページをご覧ください。下の２番の国内産糖価格調整事業でございます。 

 これにつきましては、左側にありますように限度額が800億円ということでございますけれ

ども、我々の業務実績では期中における借入金についての限度額の範囲内であったということ

で、最大になるのが大体４月なのでございますが、４月の段階でも209億円ということでござ

いますので、800億円以内の数値だということでございます。これもｂとしております。 

 それから次の114ページでございます。でん粉の短期借入金ですが、これについては必要が

ございませんでしたので評価の対象外としております。 

 それから115ページ、不要財産の処分ということでございますけれども、次のページ、116ペ

ージをご覧いただきます。 

 １番の緊急的な経済対策として平成21年度補正予算で措置された畜産振興事業の実施に伴う

返還金等の金銭による納付ということでございますが、これについては、昨年６月に９億

7,300万円ほどの納付を行ったところでございます。これもｂとしております。 

 次の２番、牛肉・稲わらセシウム関連対策等々、これは、原発の事故の関係の緊急対策でご

ざいますけれども、これらについても適切に国庫納付したということでございます。 

 それから118ページでございます。これも緊急的な経済対策ということで、20年度、24年度、

25年度に実施したものでございますが、これについても適切に国庫納付、それから畜産高度化

支援リース事業の実施に伴う返還金、これについても国庫納付を適切に行ったということで、

ｂとしております。 

 それから４番目、平成28年度までに所有する職員宿舎を２戸譲渡し、これにより生じた収入

額を国庫納付ということでございますけれども、職員宿舎の売却、これにつきましては27年度

に一般競争入札を実施し売却を終了したということでございまして、今年度、28年度に国庫納

付を行う予定ということになっております。 

 次に、120ページをご覧ください。 

 前項に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときのことです

けれども、これについては該当がございませんでしたので、評価の対象外。 

 それから121ページ、剰余金についても発生がございませんでしたので、対象外ということ
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にしております。 

 それから124ページをご覧ください。 

 ここからは、人事だとか人員に関することでございます。 

 まず人員に関しては、①人事評価制度の着実な実施ということでございまして、毎月の勤務

時間を的確に把握するとともに、人事評価制度等や管理職ポストオフ制度を実施した。また、

５人の新規職員を採用したということで、評定ｂとしております。 

 ②の調査情報部の調査役の検証及び見直しでございますが、これらについて検証いたしまし

たけれども、見直す必要はなかったということで、26年度と同様ということにしております。

 それから（２）人員に関する指標でございますが、27年度末の常勤職員数206人ということ

で、計画の234人を上回っていないことを確認しております。 

 それから（３）業務運営能力などの向上ということで、①として、階層別研修の実施とあり

ます。これは各階層の、例えば初任者研修ということで、５名を対象にここに書いてあるよう

な新聞購読研修等々を実施しております。また、一般職員に対しては、係員、係長、課長補佐、

課長代理、それぞれの階層において、ここの126ページにあるような農村派遣研修だとか行政

実務研修などを実施しております。それからその下、管理職に対しても管理職研修ということ

で実施したということでございます。 

 それから②専門別の研修ということで、これも専門能力を高めるために各種の研修を実施し

ているということで、会計管理員研修、広報・システム、それから情報、畜産、語学等々の研

修を実施したところでございます。 

 それから３番目、前期中期目標期間繰越積立金の処分ということでございます。これにつき

ましては、三つ、次のページにまたがっていますが、畜産勘定、でん粉勘定、補給金等勘定、

それぞれにおいてございますけれども、いずれにおきましても適切に管理しておるということ

で、これについてもｂとしております。 

 以上でございます。 

○生産局総務課長補佐 それでは続いて評価案について説明いたします。 

 また恐縮です。106ページに戻っていただきたいと思います。 

 予算の収支計画のところです。これについては評定Ｂということで、内容としましては、事

業費及び一般管理費の削減に係る取組については、第１の業務運営の効率化のところで記述し

たとおり、目標とする削減が行われているということでございます。 

 次が107ページ、予算の配分に関するところです。評定Ｂ。内容としましては、年度計画及
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び予算の変更について、指定乳製品の追加輸入の実施に伴う事業費の増額に適時に対応してい

るということでございます。 

 次が、108ページになります。108から109ページです。 

 資金管理のところでございます。事業資金等の法人の保有する資金の重要性に鑑み、機構の

資金管理運用基準に基づき、安全性に十分留意しつつ効率的に運用されているという評価内容

にさせていただいております。 

 次が、111ページ、短期借入金の項目になります。 

 これについては、運営費交付金については、借入金がないので、評定外ということです。 

 それから112ページ、砂糖勘定の借入金のところでございます。評定はＢとしております。

内容としましては、砂糖勘定の繰越欠損金については、法人が糖価調整制度を適切に運営した

結果生じたものである。当該制度においては、指定糖調整率や生産者等への交付金単価等は農

林水産省が決定することになっているため、法人においては、直接、収支をコントロールでき

る仕組みとはなっていないということです。こういった中で、砂糖勘定の短期借入金は、国内

産糖交付金の支払い資金等の不足額を借り入れたものであり、借入れに至った理由は適切であ

ったということ。また借入れに当たっては、入札を実施し、借入利率を低減するなどの取組を

行っているとしております。 

 今後の課題ということで、整理しております。 

 砂糖勘定の繰越欠損金については、制度関係者による共同した取組等が実施されているとこ

ろであり、この結果、平成27年度の収支においては17億円の当期利益が生じたことから繰越欠

損金は220億円となったが、今後もこうした取組を継続する必要があるという内容としており

ます。 

 114ページ、でん粉の関係でありますけれども、これは実績がありませんので評定外として

おります。 

 115ページ、不要財産の処分に関する項目です。 

 ここは幾つか中項目がありますけれども、いずれもＢ評定としております。 

 まず115ページ、平成21年度補正予算で措置された畜産業振興事業の実施に伴う返還金等の

不要額、それから116ページになりますが、牛肉・稲わらセシウム関連緊急対策に係る返還金

等、それから117ページになりますけれども、20年度補正予算、24年度、25年度補正予算に係

る事業の返還金等のこの三つの項目については、いずれも適切に国庫納付されているという評

価内容としております。 
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 それから118ページになります。職員宿舎の国庫返納の関係でございます。職員宿舎に係る

国庫納付については順調に手続が行われているところですが、国庫納付は28年度になるという

ことで、評定外としております。 

 次が、120ページになります。前記以外の重要な財産の譲渡に関する項目ですが、ここは計

画及び実績ともありませんので、評定外ということです。 

 次、121ページ、剰余金の使途というところです。これも剰余金がありませんので、評定外

となっております。 

 123ページになります。その他農林水産省で定める業務運営に関する事項ということで、①

の施設及び設備に関する計画、これは計画及び実績はありませんので、評価対象外です。 

 次が、職員の人事に関する項目です。 

 評定はＢとしております。評定の内容は124ページになりますけれども、職員の人事に関す

る計画については、職員の適正配置、それから人事評価制度、管理職ポストオフ制度が適切に

実施されている。職員の階層別研修、専門的研修については、年間を通じて計画的に実施され

ているという評定内容としております。 

 次は最後になります。127ページです。 

 積立金の処分のところです。評定はＢでございます。内容としては、前中期目標期間繰越積

立金については、該当する勘定においてそれぞれ適切に管理されているという内容としており

ます。 

 以上が、業務実績及び評価案でございます。 

 これにつきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

 では、ここまでのところで全体を通して、何かあれば伺いたいと思いますが。 

 小林委員、お願いします。 

○小林委員 107ページのところ、あるいは一番最初のところとも絡むのですけれども、一般

管理費なり業務経費の削減というのが、毎年１％という基準・目標があります。これは以前、

独法の評価をやったときも同じような形で削減という案があったと思うのですけれども、この

目標自体が一体どういう、永遠に続くものなのですか。変な話ではないかと思っているのです

けれども、どんなふうに考えるべきなのか。なくなりますよね、将来。ゼロになってしまうと

いう、なるのかどうかわかりませんけれども、それをどういうふうに考えたらいいのか、これ

はどなたに聞いたらいいかわかりませんけれども。 

○生産局総務課長補佐 では、私のほうから。 



38 

 適切な答えはできないかと思いますけれども、おっしゃるとおり３％削減していくと、将来

的にはなくなるということになりますので、ここは昨年度、中期目標を新たに作った法人もあ

りますので、そういったところでどんな削減計画をつくっているかとか、その辺よく見て、機

構の目標をつくるときには、項目ごとに工夫していかなければいけない部分だとは思っており

ます。 

○小林委員 どこを重点的に削減するかというのはなかなか難しい、ご回答は難しいかもしれ

ませんけれども、何かそういうところというのはあるのでしょうか。もしもあるとすれば、教

えていただきたいのですけれども、こういう削減目標について、ここを重点的に減らしたみた

いな、というところはあるのでしょうか。 

○生産局総務課長補佐 それは27年度の実績ということですか。 

○小林委員 はい。 

○生産局総務課長補佐 私どもで評価したところでは、これは、機構の予算ベースで削減の実

績を見ているのですけれども、資料の１－１を見ていただくと勘定ごとに予算額が載っており

まして、その削減実績がわかるのですけれども、ここで見ると、肉用子牛勘定が前年度に比べ

て多く減っているということで、ここで前年度５％減となっているという状況になっておりま

す。この数字が影響して対前年度で３％減という実績になっていると。ここで見ていただくと、

肉用子牛勘定が前年度16億8,000万から27年度は16億になっているということで、ここの削減

幅が５％と大きい状況になっているということです。ほかの勘定を見ると大体１％くらいの削

減率になっているということです。 

 目標の１％に対して、トータルの平均で３％削減しているという実績になっているのですけ

れども、この肉用子牛勘定の削減が大きくなされた、その要因は、国の予算積算に合わせて予

算を削減しているということで、これは機構の削減の努力とか、そういったことで予算が削減

されているわけではないということで、目標を大きく上回って削減されているけれども、評価

はそのままＢという形で、私どもとしては評価しているということでございます。 

○宮坂理事長 意図的にどういうふうに減らしているかということでございますけれども、今、

説明がありましたけれども、我々の予算等々、運営費交付金として予算の配賦を受けるわけで

す。その予算配賦を受けたものが、前年に比べて減っていたりすると、減っているわけですけ

れども、それを今度は内部的に配賦をするわけです、今度は具体的に。そのときに、やはりい

ろいろな知恵を絞って、だんだん減ってくるので、例えば卑近な例でいうと、いろいろな雑誌

の類いというか定期的に買っているものというのも、本当に必要かどうかというのをもう一回、
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毎年見直して、これはやめようとか、また新たにこういうものをとらないといけないねという

のもあるでしょうけれども、そういう意味で、小さなことなのですけれどもそういうことの積

み重ねでやっているので、例えばこれを重点的に減らそうというものがあれば、ある意味で、

もう減らしているわけでありまして、だんだんそういう上皮というか、少しでもそういうもの

がないかというのを見ながら、少しずつ、少しずつ、できるだけこういうのを共有化しようと

か、そういう形でやっているところであります。 

 ただ、今、おっしゃるように、これは何十年も続くと最後ゼロになる。さすがにゼロだとと

てもじゃないができないので、それは中期目標の見直しというのが５年ごとなので、その５年

間、まさにこういう評価を受けて、実際どうだというところで、実態と目標としてどういうふ

うに設定していただくかということは、よくご相談しながらやるということではないかという

ふうに思っています。 

○生産局総務課長補佐 よろしいでしょうか。 

 ほかにございますでしょうか。池田委員、お願いします。 

○池田委員 評価の問題ではなくて財務諸表のほうなのですけれども、臨時利益という中で、

厚生労働大臣から納付義務免除ということで、厚生年金代行返上益というのが野菜勘定と補給

金勘定にあるのですけれども、そのほかの部門、畜産や砂糖、そういうところには臨時的な特

別利益というのは計上がないようなのですけれども、その辺の関係というのはどうなっている

のかなと思いまして。 

○幸田理事 野菜と補給金等勘定以外は、運営費交付金でそういった人件費的なところを賄っ

ていくということでございまして、逆に言うと野菜と補給金等勘定、自分の勘定の中での人件

費を勘定していくということなのです。 

 そこが大きな違いでして、したがいまして、自前でやっているところはその部分を積んでい

る。一方でほかの勘定に関しては運営費交付金が来るので、ここについては毎年毎年そこまで

積んでいない、そういうことでございます。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、次に、これまでの評価に関して、総合評価案について説明したいと思います。 

 資料３の評価書を見ていただきまして、１ページ目からでございますけれども、３番につい

ては、評価の手続を記載しています。書いてあることは、法人の自己評価を踏まえて、所管部

局が評価を実施して、有識者会議で有識者の意見を聞き、客観性を確保するために大臣官房広

報評価課のチェックを受けて、評価書を決定するということを書いております。 
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 それから４のその他評価に関する重要事項ですけれども、ここには組織の統廃合であるとか、

重要な事務の改廃などがあれば記載するということになっておりますので、ここは特になしと

しております。 

 ２ページ目になります。総合評価、全体の評定でございます。評定Ｂとしております。平成

27年度の業務は、中期目標における所期の目標を達成していると認められるという内容として

おります。 

 評定に至った理由として、これまで説明した小項目、中項目の評価の状況をそこに記載して

おります。一部読みますと、小項目では124項目中、111項目がｂ評定、評価対象外が13項目で

あったという記載をしております。 

 ２番が法人全体に対する評価ということで書いております。読みますと、業務運営の効率化

の項目については業務経費である一般管理費を計画どおり削減している。また、調達等合理化

計画に基づく契約の適正化、内部統制に係る取組についても計画どおり実施している。国民に

対して提供するサービスの項目については、経営安定対策では目標どおりの迅速な交付金の交

付等を行っているほか、需給調整・価格安定対策、国の要請を踏まえた畜産の緊急対策につい

ても的確に実施している。情報収集提供業務に関しては、外部の専門家の意見を踏まえて、ニ

ーズに対応した情報の重点化に取り組んでいる。このほか砂糖勘定の繰越欠損金に係る借り入

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

織運営を行っていると評価する、という内容としております。 

 次の全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項ですが、ここには法人全体の信用を失墜させ

る事象であるとか外部要因など、法人全体の評価に特に大きな影響を与える事項を記載するこ

とになっております。特になかったというふうに思っております。 

 次の３ページ目、項目別評定で指摘した課題、改善等ということで、ここに、先ほど説明し

た中項目の評定のところで、今後の課題として整理した内容を改めて記載しているということ

でございます。 

 その他改善事項のところです。ここには、上記以外で今後の対応の必要性を検討すべき事項

があれば記載するというところでございます。特にないというふうに考えております。 

 次の主務大臣による改善命令を検討すべき事項、ここも特にないというふうに考えておりま

す。 

 ４番、その他の事項です。監事等からの意見、ここは特にないということになると思います。 

 その他特記事項ということです。ここには有識者からの意見で、上記以外で特に記載が必要
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な事項を記載するということになっております。本日、委員の方からいろいろご意見、ご質問

等をいただきましたけれども、機構に対して、こうすべきであるとか、そういった課題のよう

なことはなかったように思っております。もしあればここに記載することになるということで

ございます。 

 それでは、この総合評価（案）につきまして、何かご意見があれば、お願いしたい思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、評価（案）につきましては、特段の修正意見はなかったというふうに思っており

ます。 

 また、その他の特記事項の欄に記載すべき事項も特になかったかなというふうに思っており

ますが、よろしかったでしょうか。 

 それでは、機構の評価（案）については、これで終了ということになります。 

 次に、議題のその他でございますが、事務局からは特にありませんが、何かございますでし

ょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、特になければ、これをもちまして予定しておりました議事は終了いたしました。

本日の議事録につきましては、速記録ができ上がり次第、また委員の方にご確認をお願いした

と思っております。 

 本日は、委員の皆様には長時間にわたりまして熱心にご審議をいただき、また、貴重なご意

見を賜りましてまことにありがとうございました。 

 以上をもちまして、部会を終了いたします。どうもお疲れさまでございました。 

                               午後５時１５分 閉会 


