
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

日時：令和元年７月２３日（火）   

会場：独立行政法人農畜産業振興機構 

                      北館６階大会議室 

時間：１４：５８～１６：４３    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省



1 

                                午後２時５８分 開会 

○生産局総務課長補佐 それでは、定刻よりは少し早いですけれども、委員の皆様お揃いでご

ざいますので、ただいまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議農畜産業振興機構部会を

開催いたします。 

 本日進行を担当いたします、生産局総務課の機構班を担当しております成田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は４名の委員皆様にご出席いただいております。ご多忙の中、誠にありがとうございま

す。また、農林水産省の担当官、また、機構から理事長を初め役員及び職員の方々のご出席を

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

思います。 

 それでは、会議の開催に当たりまして、生産局総務課長の川合からご挨拶申し上げます。 

○生産局総務課長 皆さん、こんにちは。７月８日付で総務課長になりました川合でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 本日は機構の皆さん、評価委員の皆さん、本当にご多忙の中ありがとうございます。私は技

術会議のスマート農業などを担当したところからこちらに異動したところですけれども、やは

り来て一番感じたのは、気象災害とか病気とかがありまして、生産者の方々が大変不安に思っ

ておられると。そこに一番寄り添うのが生産局であるところでありますし、今日おられるＡＬ

ＩＣの皆様、最前線で支援していただいているというのを肌で感じております。 

 昨日も災害関係の政府の本部がありまして、関係閣僚会議もありまして、総理から６月から

ずっと雨が降っているんだと。大変現地では地盤も緩んでいるし、非常に心配な状況だという

ことなので、関係省庁一丸となって対応してほしいと。現場が不安にならないように最大限の

支援を国、県、自治体も含めて現場に寄り添う形でしっかりやってほしいというご発言があり

ましたし、出席した𠮷𠮷川大臣からも、最前線である農林省は関係団体と協力して、できること

を最大限やるんだというご指示をいただいております。 

 私どもの生産局は、野菜、畜産、お茶、あらゆるものを所管しておりますが、いずれも現場

で頑張っていただいている農畜産業の皆さんのご支援をする、あるいは消費者の方々に安心し

てお食事をとっていただくということが任務だと思っております。そういった意味で農林水産

省もそうなんですけれども、この農畜産業振興機構、ここが支援の大半を迅速に理事長のご指

示のもとやっておられるということでありまして、我々としても豚コレラに限らず、最近は海

外でしか出なかった蛾が九州のほうで大量発生して、先日も調査団が行きましたけれども、あ
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っという間に食べ尽くしてしまうということでありまして、使える農薬を示しまして、何とか

食いとめようとしているんですけれども、一晩に100キロも飛んでしまうような蛾が南方から

来たり、あるいは豚コレラのほうも現地は最大限頑張っているんですけれども、やはり一番不

安になっているのは生産者の皆様だと思います。 

 また、野菜のほうも天候不順などもございまして、非常に値段が高騰するだけではなくて、

不足するという事態がありまして、やはりきちんと安定供給するというのも農林水産省の非常

に大切な役目だと思っております。そういった中で農畜産業振興機構が最大限力を発揮できる

ように、今日お集まりの先生方に適切な意見を頂戴して、必要な措置をしっかりとっていきた

いと思っております。 

 また、昨年からＴＰＰであるとか日ＥＵ・ＥＰＡであるとか、こういったものが続けざまに

発効しまして、やはり農畜産物をめぐる状況が大きく変わってきているというのも事実でござ

いまして、私が入省した平成元年の頃とはまるで環境も違っていますが、やはり現場は変わっ

ておりませんので、最大限生産者は頑張っていて、安心して来年、再来年、10年後、50年後、

100年後もしっかりできるということが大切かなと思っています。 

 また、昨年は地震もありまして、また、西日本豪雨のようなものもありまして、全く想定し

得ないというふうに役人が言ってはいけないんですけれども、やはり我々が気づかなかったよ

うな、予想もしないようなことが起こりますので、そういったときにも迅速に対応できるのが

この農畜産業振興機構だと信じてやみません。 

 今日は平成30年度の業務実績の評価についてご審議いただくこととなっております。機構が

着実に業務を実施していることは十分承知しておりますけれども、その実績を評価という形で

国民の皆様に伝えて、今後、機構の業務がより適切で効率的なものとなるように、委員の皆様

から忌憚のないご意見、ご助言をいただきたいと思っておりますので、今日は短時間でござい

ますけれども、説明はコンパクトにいたしますし、先生方から適切なご助言をいただければと

思っております。簡単ではありますが、私の開催の挨拶とさせていただきます。 

 どうか今日は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佐藤理事長からご挨拶をいただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○佐藤理事長 理事長の佐藤でございます。 

 本日はお忙しい中、委員の先生方におかれましてはご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 
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 先ほど川合課長からお話しあったわけでございますが、本日は平成30年度の業務実績という

ことでございまして、後ほど資料に基づきまして担当理事のほうから詳しい説明がございます

が、私からは最近の機構業務をめぐる情勢について簡単に申し上げたいと思っております。 

 ３つございます。１つは先ほど川合課長からお話しございましたように、ＴＰＰ11協定ある

いは日ＥＵ・ＥＰＡが発効したということで、新しい国際環境のもとに我が国の農畜産業が置

かれているということでございますが、その中で特に当機構関連では、牛・豚マルキンといっ

たものが法制化されたといったようなことのほか、砂糖につきましては、調整金を徴収してい

るわけでございますが、輸入加糖調製品からも調整金を徴収するという新しい業務が追加され

たところでございます。また、野菜関係でも既にご案内のとおりでございますが、本年１月か

らいわゆる収入保険が導入されまして、当機構が行っています野菜の価格安定制度との選択加

入といったことになっておりますから、生産者が収入保険制度へ移行する場合の事務手続が必

要になっているところでございます。 

 こうした機構の実施する経営安定あるいは需給調整、価格安定のための業務についてしっか

り万全を期すといったことが必要となっていることから、事前に説明会を何回か入念に行いま

して、何とか新しい仕組みのもと業務をスタートすることができたところでございますが、今

後とも対応に遺漏なきよう期することとしているところでございます。 

 また、２つ目は先ほども課長からありましたが、やはり新しい国際環境の中で関係国におけ

る農畜産物の需給動向あるいはそれに影響を与える家畜疾病、あるいは病害虫の被害、こうい

ったような情報はこれまで以上に重要となっているということでありまして、海外情報の収

集・提供についてしっかり充実・強化に努めていきたい、このように考えているところでござ

います。 

 ３つ目は先ほどもありましたが、やはり昨年は非常に災害の多い年だったというふうに考え

ております。こういう中で国の要請に基づきまして、緊急の支援対策を機動的に実施したとこ

ろであります。そうした中、特に昨年の９月でございますが、我が国で26年ぶりに豚コレラが

発生するというようなことになりまして、感染事例が相次いで確認されておりまして、当機構

といたしましても、発生農家を対象とした家畜防疫互助基金等の対策に加えまして、豚の早期

出荷促進対策あるいは野生イノシシへの経口ワクチンの投与といったような各種の支援策を講

じているところでございます。 

 いずれにいたしましても、本日の会議での先生方のご意見を踏まえまして、農林水産大臣に

評価をいただくことになりますが、当機構といたしましては、評価結果をしっかりと受けとめ
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まして、引き続き業務運営の効率化と透明性の向上に努め、そして、内部統制の充実強化に取

り組みつつ取り巻く情勢の変化に即応しまして、機構の使命を果たせるよう、しっかり役職員

一丸となって全力で取り組んでまいる考えでございます。 

 本日はどうかよろしくお願いいたします。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に資料の確認をいたします。 

 お手元にお配りしております資料は、まず会議次第、配付資料一覧、次に資料１の委員名簿、

参考といたしまして座席表、資料２の昨年度の評価において課題とされた事項への対応状況、

資料３の平成30年度の業務実績に関する評価書案、資料４の機構の自己評価の参考資料、参考

１としまして業務実績に関する評定方法、参考２として平成30事業年度の機構の財務諸表等と

なっております。資料はお揃いでしょうか。 

 改めて本日の目的を申しますと、独立行政法人通則法第32条に基づく農畜産業振興機構の平

成30年度に係る業務の実績に関する評価について、本日ご出席いただいております委員の皆様

からのご意見を伺うものでございます。お手元の資料に沿ってご説明することとしております

が、非常に大部でございますので、委員の皆様からご意見をいただきやすくするため、資料２

の昨年度の評価において課題とされた事項への対応状況、資料３のうち第１の国民に対して提

供するサービスに係る実績について機構からご説明をいただいたところで一旦区切りまして、

生産局の評価案をご説明して、委員の皆様からのご意見、ご質問を頂戴し、続けて第２の業務

運営の効率化から第８のその他主務省令で定める業務運営に関する事項までを同様に進めたい

と考えてございます。本日、時間も限られておりますことから、ポイントを絞った形でご説明

させていただきたいと考えております。 

 また、本日の会議の議事録につきましては、農林水産省のホームページで公表することとな

っておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

 それでは、まず資料２によりまして昨年度の評価において課題とされた事項への対応状況に

ついて説明いただいた後、資料３の平成30年度に係る業務の実績に関する評価書のうち、第１

の国民に対して提供するサービスに関するところについてご説明をお願いいたします。 

○庄司総括理事 それでは、今ご紹介がありました資料２につきましてご説明をさせていただ

きます。 

 左側に昨年の評価で指摘をいただいた課題と改善事項、右側に対応状況という形で整理をさ

せていただいております。29年度の評価と第３期中期目標期間における業務実績の評価という
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ことで、ほぼ大体同じような内容になってございます。29年度の実績の中で真ん中辺からです

が、内部統制に係る体制・規程等を整備し取り組みを行っているが、今後もその定着をさらに

図るとともに、有効性の観点から随時見直し・充実を図る必要があるというご指摘でございま

す。 

 右側の対応状況でございますが、昨年５月に内部統制委員会を開催いたしまして、各種内部

統制の取り組みに係るモニタリングを行いまして、その結果に基づきまして課題や新たなリス

クなどの洗い出し、改善策の検討を行ったということです。そういった中、一方では業務運営

に関連した不適切な事案ということで事前の説明でも行いましたけれども、そういった事案が

あったことを踏まえまして、理事長と管理職の意見交換会等のさまざまな取組みを行って、本

年３月に内部統制委員会ということで臨時で開きまして、内部統制に関する改善方針とその具

体化方策を取りまとめ、順次実施しているところでございます。 

 その下が情報セキュリティの関係でございます。こちらについても指摘の真ん中から下です

が、しかし、機構は多数の個人情報を有していることから、外部からの標的型攻撃等により情

報セキュリティの脅威が高まっている実態等を踏まえ、今後も必要に応じて十分な対策を講じ

る必要があるというご指摘でございます。 

 これにつきましては、右側の対応状況でさまざまなセキュリティ関連の機器を導入してござ

います。アのところでウインドウズアップデート管理機器の新規導入、あるいはウのところで

プロキシサーバのログ解析サーバの新規導入等々セキュリティを高めるための機器の導入を行

っているところです。 

 裏側を見ていただきまして、②としましてソフトウエアの脆弱性に係る情報を入手次第、速

やかにアップデート等の対応を実施しているところでございます。 

 それから、③のところ、機密性の高い情報を扱うシステムについては、インターネットを見

られる環境から切り離すということで、ネットワーク分離ということを進めているところでご

ざいます。 

 それから、④のところ、訓練、研修等の実施ということで、不審メール等に係る注意喚起あ

るいはｅラーニング、セキュリティアドバイザーを講師とした集合型研修、標的型メール訓練、

⑤の自己点検などを実施しているところでございます。 

 それから、⑥のところでセキュリティ関連機器ということで、過去から運用しているものに

ついて継続運用させていただいているところです。そういった取組みを行っている中にありま

して、内部情報の持ち出しというセキュリティインシデントが発生したということで、そちら
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の報告をＮＩＳＣ（内閣サイバーセキュリティセンター）へ報告するとともに、その概要につ

きまして対外的に公表させていただきました。再発防止策は、その後順次行っているところで

すけれども、それに合わせた内部規程の一部改正ということもやっているところでございます。 

 それから、次が施設整備事業に係る支援体制の強化ということで、費用対効果分析を実施し

ている施設整備事業につきまして事後評価を行った結果、費用対効果で１を下回るものがあっ

たということで、引き続き早い段階からの指導等に努めるとともに、投資効率が１以下となっ

た場合は要因分析とその結果に応じた的確な支援等を行う必要があるというご指摘でございま

す。 

 これにつきましては、畜産経営の専門家とともに４県５カ所、４事業実施主体につきまして

現地調査・指導を行いまして、そういった中で今後の技術・経営の支援の充実等を事業実施主

体等に要請したところでございます。 

 それから、下のほうで砂糖勘定の繰越欠損金ということで、これについては借入コストの抑

制を図るということを言われてございます。これについては、借入コストの低減を図る観点か

ら一般競争入札を行いまして、借入金融機関を決定するとともに、そういったことをやりまし

て固定利率はゼロ％と。また、借入期間を１週間以内とすることによりまして、変動利率も低

く抑えられておりまして、昨年の６月以降はマイナス金利の影響で変動利率もゼロ％になって

いるということで、借入利息は発生していない状況でございます。その結果、31年３月末現在

169億円の借入残高ということで、昨年末の215億円から45億円程度減少しているという状況で

ございます。 

 続きまして、資料３の評価書案という形で説明をさせていただきます。 

 ９ページをお開きいただけますでしょうか。 

 まず、国民に対して提供するサービスその他の措置ということでございます。こちらはこの

30年度から新たな中期目標期間に入りまして、セグメントごとの構成ということになってござ

います。１番目のセグメントということで、畜産関係業務の肉畜・食肉等の関係でございます。

その下に主要なアウトプット情報ということで、こちらは中期目標で数値目標が設定されてい

るものにつきまして一覧表で整理をさせていただいております。その右側に主要なインプット

情報ということで、各種決算数値データを載せさせていただいております。 

 業務の中身につきましては、11ページ以降をご覧いただけますでしょうか。 

 真ん中より下のほうになりますけれども、左から３番目が年度計画ということになっており

まして、肉用牛交付金の交付の関係でございます。こちらは生産者からの販売確認申出書の提
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出期限から35業務日以内に交付をするということで1,255件、右のほうに実績がありますが、

全てについて期間内に交付を行っているところでございます。 

 次のページ、そういったデータの公表についても行ってございます。 

 それから、13ページが肉豚交付金の交付ということで、こちらも生産者からの販売確認申出

書の提出期限から30業務日以内に交付をするということでございます。こちらの交付実績はな

しということで、そういった状況にならなかったということで交付はなしと。したがって、公

表も該当なしという整理をしてございます。 

 15ページからが経営安定対策、こちらは肉用子牛生産者補給金の関係でございます。 

 １枚めくっていただきまして、16ページ、左から３列目、肉用子牛生産者補給金の交付とい

うことで、申請を受理した日から14業務日以内に交付するということで、こちらは202件全て

につきまして期間内に交付を行ってございます。 

 17ページはその公表の関係でございます。 

 それから、次、19ページ、ご覧ください。 

 こちらは畜産業振興事業ということで、国の補助事業を補完するための事業ということで、

必要のあった全ての新規拡充事業について事業説明会を行ったということです。 

 それから、めくっていただきまして、20ページ、こちらは先ほどの理事長の挨拶にもありま

したけれども、緊急対策ということで主な業務実績の欄を見ていただきますと、30年度におき

ましては地震・豪雨・台風、その他の緊急支援対策を行ってございます。全部で28事業、こち

らは国からの要請文を受理後18業務日以内に事業実施要綱を制定ということで、目標期間内で

実施をしているところでございます。 

 それから、めくっていただきまして、22ページからが同じく畜産関係業務としまして、２つ

目のセグメントである酪農・乳業でございます。 

 23ページからが加工原料乳生産者補給交付金等の交付でございます。 

 めくっていただきまして、24ページ、同じく左から３列目でございますけれども、申請を受

理した日から18業務日以内に加工原料乳生産者補給金等を交付するということになっておりま

す。こちらはただし書きがついておりまして、18業務日を超えた支払希望がある場合を除くと

なってございます。 

 その２つ隣の業務実績のところを見ていただきますと、支払件数70件ということでございま

したが、そのうち４件は18業務日を超える支払の希望があったということで、残りの66件全て

につきまして期間内の交付を行ってございます。公表もその下で行っております。 
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 それから、26ページでございます。 

 こちらは畜産業振興事業ということで、酪農対策ということで加工原料乳生産者経営安定対

策事業ということで、こちらは基金造成を行う事業でございまして、14業務日以内に基金造成

を行ってございます。 

 それから、飛びまして、30ページをご覧ください。 

 ここからが同じく酪農・乳業の関係でございますが、需給調整・価格安定対策ということで

左から３列目が年度計画ということになっておりまして、指定乳製品等の輸入・売買というこ

とです。ＡＬＩＣは、国家貿易機関といたしまして、国から通知を受けた13万7,202トンにつ

きまして全て入札に付して輸入を行ってございます。 

 31ページの中段から下でございます。同じく左から３列目でございますが、国が指示する方

針に基づきまして売渡計画を策定し、その計画に基づきまして入札を行うということで、売渡

計画の実績が５万8,455トンということで、全て入札に付しているところでございます。 

 それから、めくっていただきまして、32ページ、需要者との意見交換の実施ということで、

主要な業務実績の欄を見ていただきますと、四半期ごとに大手需要者との情報交換会議を開催

してございます。外国産指定乳製品等の品質・規格、用途等に関しまして意見交換を行ったほ

か、落札需要者から要望・意見等を把握しまして、輸入商社等にフィードバックをしていると

ころでございます。 

 それから、そのページの下のほうでありますが、左から３列目、指定乳製品等の価格が著し

く騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合におけます緊急輸入ということで、20

業務日以内に需要者へ売り渡しを行うということになっております。これもただし書きがつい

ておりまして、需給に悪影響を及ぼすと認められる場合を除くということになっております。 

 33ページの右のほうに移っていただきますと、中段のところあたりに実績が書いてございま

すが、中期計画等のただし書きにより20業務日以内の売渡しの対象から除外したバター10件

（1,000トン）、それから、②31年度の引渡しとなるバター71件、脱粉29件を除いた契約全て

につきまして20業務日以内に売渡しを行ったところです。こういった取組みを行った結果、参

考のところに書いてございますが、30年度につきましては、昨年に引き続きましてバターの需

給は安定をしまして、バターの店頭調査における家庭用バターの欠品率はほぼゼロで推移して

いるという状況でございます。 

 それから、35ページをご覧ください。 

 中段ぐらいですが、左から３列目、乳製品需給等情報交換会議の開催ということで、脱脂粉
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乳、バターの需給や国家貿易等につきまして関係者間で情報共有と意見交換を行うということ

で、乳製品需給等情報交換会議を国と共催で４回ほど開催をさせていただいております。 

 それから、めくっていただきまして、36ページ、下のほうになりますけれども、緊急対策と

いうことで、酪農・乳業の関係も緊急対策を行ってございます。こちらも要請文受理後18業務

日以内に要綱を制定するということで、酪農関係５事業につきまして全て期間内に制定をした

ところでございます。 

 それから、39ページ、野菜関係業務でございます。 

 めくっていただきまして、41ページ、中段より下になりますけれども、指定野菜の関係の事

業につきまして、交付申請を受理した日から11業務日以内に交付するということで、1,515件

全てにつきまして期間内に行ってございます。 

 それから、めくっていただきまして、中段ぐらいに契約指定野菜の関係でございます。こち

らは87件全てにつきまして期間内に交付を行っております。 

 それから、43ページ中段、特定野菜の事業でございます。こちらも771件全てにつきまして、

期間内の交付を行ったところです。 

 それから、44ページ、一番下の左から３列目、オのところですが、セーフティネット対策の

適切な対応ということで、収入保険が平成31年産から開始されるということで、これは野菜事

業とのダブル加入が一部できないものがあるということで、生産者の自由な経営判断により必

要とされるセーフティネット対策が選択されるよう、事業説明会を行うということになってご

ざいます。業務実績のところを見ていただきますと、30道府県、35回の説明会を行ったところ

でございます。 

 45ページの中段から野菜農業振興事業ということで、主要な業務実績の欄を見ていただきま

すと、契約野菜収入確保モデル事業につきましては、業界紙への広告掲載あるいは事業説明会

の開催を行いまして、事業の普及を行いました。その結果、その右側にありますけれども、１

次、２次、３次公募合わせまして72事業実施主体（228契約）を採択したところでございます。 

 47ページをご覧ください。 

 ここからが需給調整・価格安定対策ということで、主な業務実績の欄を見ていただきますと、

関係者間で情報や認識の共有を図るための野菜需給協議会を開催いたしました。その下ですが、

緊急需給調整事業、めくっていただきまして、加工・業務用野菜生産基盤強化事業につきまし

て事業内容等の説明を行っているところです。これによりまして、加工・業務用野菜生産基盤

強化事業につきましては、事業実施主体66者に対しまして計画の承認を行い、交付を行ったと
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ころでございます。 

 49ページからが特産（砂糖・でん粉）関係業務のセグメントになります。 

 めくっていただきまして、51ページ、甘味資源作物交付金ということで、こちらは生産者へ

の交付金ということで、概算払い請求を受理後８業務日以内に交付ということで、210件全て

につきまして期間内に交付をしてございます。 

 めくっていただきまして、国内産糖交付金ということで、こちらは製造事業者への交付金で

ございますが、158件全てにつきまして期間内の交付を行ってございます。 

 53ページはその公表の関係でございまして、53ページの下のほうにでん粉関係業務というこ

とで、でん粉原料用いも交付金ということで、こちらも生産者への交付金でございまして、77

件全てにつきまして期間内に交付を行ってございます。 

 それから、そのページの中段から下、国内産いもでん粉交付金ということで、こちらはでん

粉の製造事業者への交付金でございまして、こちらも79件全てにつきまして期間内の交付を行

い、55ページはその公表の関係でございます。 

 それから、57ページからが砂糖・でん粉の関係の需給調整・価格安定対策ということで、め

くっていただきまして、58ページ、こちらの業務は輸入指定糖等から調整金を徴収するという

ことで、ここに輸入加糖調製品の売買実績につきましても公表させていただいております。 

 それから、そのページの下のほうがでん粉の売買実績の公表ということです。 

 めくっていただきまして、60ページ、情報収集提供業務でございます。 

 61ページでございますが、ニーズを把握するということで情報検討委員会を分野ごとに行い

まして、ニーズの把握を行った上で計画を策定しました。 

 めくっていただきますと、その成果というか調査結果につきまして、中段から下のほうに①

から④という形で調査報告会の開催等の実績を掲載してございます。 

 めくっていただきまして、64ページ、それらの調査結果の公表につきまして、提供した情報

についての効果測定を行うということでアンケート調査を行いまして、利用者の満足度５段階

評価で４以上という目標を立てておりますけれども、回収率35.6％ということで、５段階評価

で4.1ということで目標の4.0を上回っている状況でございます。 

 それから、67ページ、ＴＰＰ等政策大綱への対応ということでございます。 

 めくっていただきまして、68ページ、主要な業務実績の欄を見ていただきたいと思います。

こちら、自己評価では唯一ａ評価とさせていただいております。ＴＰＰ協定等の発効に伴いま

して、牛・豚マルキン事業の法制化、砂糖の価格調整制度の対象への加糖調製品の新規追加に
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対応すべく、農林水産省と緊密な連携を図りながら規程の整備を行いまして、関係団体や輸入

業者等への周知を行いました。全国説明会の開催を限られた期間内に実施するということを的

確に進めまして、協定発効後において適切に業務を実施しているところでございます。 

 その右側、「特に」と書いてございますが、加糖調製品の関係につきましては、輸入者がこ

れまでの制度対象者と異なるということに加えまして、年間の申告件数が約１万5,000件とい

うことで、従来やっておりました業務が2,300件でしたので、それに比べまして相当多いとい

うことで、手続のＷｅｂ化によりまして合理化・効率化を図り、申請者の利便性も向上したと

いうことで、自己評価ａとさせていただいているところでございます。 

 説明は以上です。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました国民へのサービス提供の部分につきまして、農水

省としての評価についてご説明したいと思います。 

 国民に対して提供するサービスのうち畜産、野菜、砂糖・でん粉業務につきましては、畜産

経営の安定に関する法律、野菜生産出荷安定法、糖価調整法などの各種法令に基づき、機構が

行うこととされている業務でございます。これらの業務につきまして、機構においては適切か

つ確実に実施しております。このことから、自己評価と同じくＢ評価が妥当であると評価して

いるところでございます。 

 一方で、先ほど機構からの説明にもありましたけれども、ＴＰＰ等政策大綱への対応につき

ましては、牛・豚マルキンの法制化や加糖調製品からの調整金徴収業務について関係者への事

前説明、また、申請手続のＷｅｂ化に取り組んだことを評価いたしまして、ａ評価としている

ところでございます。 

 それでは、国民に対して提供するサービスにつきまして、事業の実績と評価につきまして委

員の皆様からご意見、ご質問などをいただきたいと思います。何かございますでしょうか。 

 小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ご説明ありがとうございました。 

 ２点ほど伺いたいと思います。これの３ページ目の肉用牛生産への新規参入についてｃ評価

にされたということがあって、それを受けて専門家とともに現地調査・指導をされたというこ

とでした。それは大変結構なことだと思いますが、わかる範囲で結構ですけれども、経営が悪

化した原因、ｃ評価とならざるを得なくなった原因をお尋ねします。また、新規参入をうまく

進めるためには、どういったところがポイントになったのかということを現地調査の結果とし



12 

て、何かファインディングがあれば教えていただきたいということが１点でございます。 

○土肥理事 29年度業務実績に対するご指摘も踏まえて30年度は現地調査を早目に行こうとい

うことで、５年目の結果を待たずに現場に入りまして、いろいろ現地調査をして参ったところ

でございます。 

 この事業につきましては、事業主体がいわゆる農協で、農協が新規参入者のための施設とい

うか牛舎をつくって、牛舎と併せて子取り用の雌牛を導入するということで新規参入を促すと

いう仕組みでございます。費用対効果分析になりますと、今まで実績がない中で今度はどれだ

け牛が計画的に売れるかというのが結局ポイントになってしまいます。実績が悪かったという

のは、繁殖の事故があったりとか、そういったことで計画どおりに牛が売れなかった場合に想

定した実績を下回るということで、費用対効果分析で１を下回るような結果になるということ

でございまして、そこの要因については、主として新規参入という点からする技術力の不足と

いうのが主だったものだと考えております。 

 そういった中で、当然事業主体は農協ですので、農協も含めて周りの支援体制をいかに作っ

ていくかという観点で現地に入りまして、今年に入っても、またよく面倒を見てもらえるよう

にお願いもしてきているところでございます。 

○小林委員 クラスター事業などは関わってくるのでしょうか。クラスターのポイントという

のは、地域で支えるというお話ですよね。それをうまく活用するというようなことはあるので

しょうか。 

○土肥理事 クラスター協議会とは直接関わりはないです。この事業自体もクラスターを国が

直接やるようになってから新規の採択というか、ＡＬＩＣの事業からメニューは国へ移ってい

ますので、今は28年度まで実施した実績のフォローアップという形になっています。 

○小林委員 農水省に事業が移管されたことは承知しておりますけれども、非常に重要な政策

だと思いますので、ぜひ成功させていただきたいと思います。 

 もう一点は佐藤理事長からお話があった収入保険の関係で、これは畜産では豚マルキン、牛

マルキンがあり、養豚や肉牛経営は除外されていると思いますが、酪農は一部ナラシとの選択

ということもあると聞いております。養鶏については割と加入者があったとも聞いているので

すが、従来の機構さんでやっていらっしゃる制度と収入保険とを生産者がどう評価して、どう

選んだのかというところが非常に興味深いところです。進行形だと思うのですが、その辺の実

績がどうなっていて、生産者としてはどこが一番のポイントで選択したのかを分析されていた

ら教えていただきたいと思います。 
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○松原理事 野菜担当理事の松原でございます。お答えをいたします。 

 定量的に例えばアンケートをとったとかそういうことではなくて、いろいろ現場に行ってお

話を伺ったり、あるいは収入保険の事業主体のほうといろいろ意見交換をする中でお聞きした

という範囲でお答えしたいと思います。 

 まず、野菜価格安定事業と申しますのは、野菜の価格が下落したときにその一部を補塡する

という仕組みでございまして、要は豊作のときに価格が下落したというときの対応ということ

でございます。ただ一方、収入保険というのは収入そのものが、いわゆるＰ掛けるＱでござい

ますけれども、それが減ったというときにそれを補塡するという意味で、収入保険のほうは例

えば災害とかそういった場合の減収にも対応できるということがあります。 

 それで、野菜のほうの立場の人にいろいろ聞いておりますと、野菜専業であります方々は割

と野菜価格安定事業のほうがいいというふうなお話をされております。これはやはりある意味、

野菜価格安定事業というのは、もちろん負担金は出しますけれども、ある意味それはもし価格

が下がったときに交付金という形で返ってくるという意味では持ち出しがない、ある意味で初

期投資が必要でないという意味では非常に有利だというお話も聞きますし、これまでかなり昭

和40年代からずっとやっている事業なので、手続もかなり合理化されておりますので、そうい

った意味ではいいということがあります。 

 一方、収入保険のお話も聞いていますと、やはりこれはある意味後発なので、これから今年

度に初めてスタートしたということで、かなりＰＲのほうを昨年からずっとやっておられる中

で、やはり今後ともかなりＰＲしていかなきゃいけないというお話も聞いておりまして、そう

いった意味で私どもも十分いろいろお話し合いをしながら、どっちがいいかということは生産

者の方々が合理的な判断をできるように、当方からもいろいろ制度の説明をしていると。我々

のほうの制度なり、あるいは向こうと共同で向こうのほうの制度の説明をすることを全国レベ

ルでやったり、あるいは各地に出向いてやったりということをしているという段階でございま

して、そういった意味ではまだいろいろ様子見だという反応はかなり多くございます。 

 あと、例えばどれぐらい野菜から移ったかということについては、ちょっと定量的にはまだ

データがとれておりませんが、やはり一部例えば野菜専業ではなくて複合経営でほかの品目も

一緒にやってもらっている、例えば価格安定制度がない果樹とかそういったものも一緒にやっ

ていらっしゃる、あるいは野菜でも対象品目でないものをやっていらっしゃるという複合経営

の方については、結構収入保険を選択される方もあると聞いております。 

 以上です。 
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○小林委員 ありがとうございました。 

 念のためですが、酪農は収入保険を選択された方はないというふうに考えてよろしいわけで

すね。 

○渡辺総括理事 総括理事の渡辺ですけれども、加工原料乳の関係のナラシとの関係というこ

とだと思います。これについては収入保険に重複加入ができないということになっています。 

 ちなみに、これまでは補給金を受給するための要件ということでナラシの事業への加入があ

ったわけですけれども、制度改正によりまして、その要件から外れました。実際にナラシを選

択しない農家がいたかといいますと、指定団体の中でナラシから抜けるという方がいらっしゃ

いましたが、他方で、指定団体ではない生産者の方で２件新しくナラシに加わったという方も

いらっしゃいます。 

○生産局総務課長補佐 そのほか、何かございますでしょうか。 

 それでは、石王丸委員、お願いいたします。 

○石王丸委員 石王丸ですけれども、１点だけ質問させていただきます。 

 資料２の29年度の指摘事項に対する対応の１ページのところなんですが、１ページの下半分

の情報セキュリティのところです。こちらでは、どちらかといいますと、外部から意図的に情

報をとろうとする場合にどう防ぐかという観点で指摘をされていて、対応を講じたというお話

が書いてありますが、一般的にはこういった意図的なもの以外にも意図せずして情報を漏らし

てしまう、具体的に言いますと、Ｅメールの誤送信というのがよく見かけるんですね。誤送信

というのは、例えば同じ名字の人なんですけれども、全く違う人に誤って送ってしまうと。気

づいたときには、もうメールを取り消すことができないと。その場合、関係者であることが多

いですから、連絡をとって適切な対処をすれば済むんですが、そういった問題というのは機構

さんのほうではこれまで起きていなかったのかどうか、あるいは何か担当者ベースで対応して

上席者に必ずしも伝わっていないとか、そういった状況なのか、何かその辺、現状を把握され

ていることがあれば教えていただきたいと思いまして、質問させていただきます。 

○庄司総括理事 それでは、お答えさせていただきます。 

 Ｅメールの誤送信ということで、これは確かに起こり得る話でございまして、言ってみれば

気をつけるしかないということなんですけれども、要するに送信をしようとする者が例えば個

人情報を送るときには、上司にも事前に断った上でＢＣＣで送りましたよということが実績と

してわかるような形でやりなさいよということでの指導というか周知はしているところです。 

 幸いなことに30年度においては、そういった実績はありませんでしたけれども、起き得る話
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でありますので、引き続き注意をしていかないといけないかなと思っているところです。 

○生産局総務課長補佐 そのほか、何かございますでしょうか。 

 それでは、矢野委員、お願いいたします。 

○矢野委員 参考資料のほうで加糖調製品が制度に加わったという点に関連して、Ｗｅｂシス

テムを導入されたというのは、42ページのＷｅｂ申請・売買システムの説明がその仕組みと理

解してます。これについて１点確認なのですが、加糖調製品だけではなく糖価調整制度全体が

このように新たにシステム化されたという理解でよろしいでしょうか。 

○石垣理事 お答え申し上げます。砂糖・でん粉を担当しております理事の石垣でございます。 

 今お手元でご覧いただいておりますように、42ページにありますようなこのＷｅｂの売買シ

ステムにつきましては、加糖調製品のみではなくて砂糖・でん粉、それら全てを対象としてこ

れを導入したというものでございます。 

○生産局総務課長補佐 恩田委員、お願いいたします。 

○恩田委員 ご説明ありがとうございました。 

 私も今の関連で、別添の６－１、38ページのところで教えていただきたいです。糖価調整制

度の新たな対応として、加糖調製品の追加の説明等を行ったということで、資料の69ページに、

今までの加糖調製品の輸入者とは異なる制度対象者として、説明の相手先が全日本菓子協会他

15団体と書かれてあります。具体的に菓子協会のほかにどのような団体にご説明に行かれてい

るのでしょうか。その点を教えていただければと思います。 

○石垣理事 お答え申し上げます。 

 業界団体といたしましては、お手元にあります資料の38ページにありますような菓子協会の

ほかにも、関係すると思われます各種の和菓子ですとかアイスクリームとか、いわゆる砂糖を

使ったような乳製品の事業者の関係する団体、あるいは通関業者、こちらも輸入の際にいわゆ

る乙仲業者と言われる人たちですけれども、こちらの関係する団体等に対しましてもご協力を

お願いして、この関係の説明をしてきたところでございます。 

○恩田委員 ありがとうございました。 

○生産局総務課長補佐 ほか、よろしいでしょうか。 

 矢野委員。 

○矢野委員 先ほど一緒に聞けばよかったのですが、同じ個所に関連し、また後ほどの一者応

札にも少し関連するのですが、Ｗｅｂ化に関して確認です。資料の68ページのＴＰＰ等のとこ

ろですね。法人の実績欄には、事前に整備をされていたという記述があり、評定と根拠の欄に
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は68ページの一番下のほうに「手続のＷｅｂ化により」という記述があるのですが、この手続

のＷｅｂ化を進めたのは30年度ということでよろしいのでしょうか。前々から進めてこられた

という話も少し伺ってはいるのですが、業務実績にこのＷｅｂ化というのも書いたほうがよい

かどうかというところで確認させていただいております。 

○石垣理事 大変失礼いたしました。前々からやっているというのは、要は加糖調製品がＴＰ

Ｐ発効によりまして対象になる以前の30年２月、ですから、29年度になるわけでございますけ

れども、このときから輸入指定糖等の既に対象になっていたものに対しての売買をＷｅｂ化し

た、こういうところが事実関係でございます。 

○矢野委員 ただ、後ほど出てきますが、入札実績の30年度実績としてそういった入札案件が

あります。それとはまた別個のものと考えてよろしいですか。この点については改めて後ほど

次の項目で出てくるかと思うのですが、そちらでご説明いただく際に、また追加で質問させて

いただこうと思います。 

○生産局総務課長補佐 それでは、第１の国民に提供するサービスにつきましては一旦ここで

ご質問などを区切りまして、続きまして、第２の業務運営の効率化に関する目標を達成するた

めとるべき措置以降について、業務の実績についてご説明いただきたいと思います。 

○庄司総括理事 それでは、資料３の70ページ以降の説明をさせていただきます。 

 業務運営の効率化ということで71ページになりますけれども、業務経費の削減ということで

対前年度比１％の抑制、それから、１枚めくっていただきますと、一般管理費の削減というこ

とで、少なくとも対前年度比３％の抑制ということで目標どおり達成をしてございます。 

 めくっていただきまして、74ページが役職員の給与水準でございます。75ページを見ていた

だきますと、対国家公務員と同程度に維持すると。その結果につきまして公表するという内容

になってございます。 

 主要な業務実績でございますが、29年度指数につきましては102.1ということで、国家公務

員と同程度の給与水準という評価をいただいて公表をしております。30年度におきましても引

き続き100を上回っているということで、管理職の昇給幅の抑制等につきましては引き続き継

続しているところです。そういった中、30年度の指数につきましては102.8ということで、0.7

ポイントほど上昇したという状況でございます。 

 めくっていただきまして、調達等合理化の関係でございます。 

 77ページの主要な業務実績のところを見ていただきますと、随契等審査委員会を経まして、

事務室の賃貸借契約、都道府県への委託契約等、真にやむを得ない随意契約を除きまして、78
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ページの一番上になりますが、322件全てにつきまして競争性のある契約といたしました。こ

れらの契約につきましては、全て機構のホームページにおいて公表をさせていただいておりま

す。競争性のある契約とした結果、結果的に一者応札になってしまったものにつきましては、

その改善に向けまして、説明会には参加したものの入札しなかった者に対するアンケートを実

施してございます。 

 あと、「また」以下ですけれども、外部専門家・有識者等からなる契約監視委員会を６月に

開催いたしまして、契約状況の点検をいただいているところでございます。 

 79ページの半分より下になりますけれども、同じく契約に関しまして、監事に対しまして毎

月契約の状況を報告しまして、チェックをいただいているところです。 

 81ページ以降が業務執行の改善ということになってございまして、めくっていただきまして、

82ページ、主要な業務実績ということで年度計画を具体化するための工程表を年度初めに策定

いたしまして、四半期ごとにヒアリングを行って、進捗状況の点検を行ってございます。その

ページの一番下になりますが、６月に外部専門家からなる機構評価委員会を開催しまして、業

務実績、それから、自己評価等に関する点検・評価をいただいているところでございます。 

 めくっていただきまして、84ページ、補助事業につきましては、個別の事業ごとに自己評価

を行いまして、その結果を中段以降ですが、７月に補助事業に関する第三者委員会を開催いた

しまして、その点検を行っていただいているところでございます。 

 めくっていただきまして、87ページ、機能的で効率的な組織体制の整備ということでござい

ます。こちらにつきましては、ＴＰＰ11の発効に伴いまして、特産調整部に加糖調製品を扱う

輸入調整第二課を新設しました。このほか、中期目標のセグメント区分と組織を整合させると

いう観点から畜産部門の組織の見直しをいたしております。また、野菜２部、特産業務部の課

の体制もそれぞれより効率的な運営を進めるという観点から見直しを行ってございます。 

 それから、88ページ以降が補助事業の効率化等ということになってございます。 

 めくっていただきまして、90ページ、事業の執行に関しまして透明性の確保ということで、

主な業務実績のところ、30年度補正、31年度の当初予算につきまして、事業実施主体の選定に

当たっての公募を行ってございます。また、事業の中身につきまして、畜産・野菜それぞれ事

業概要及び採択した事業の概要につきまして、ホームページにおいて公表しているところでご

ざいます。 

 91ページの下のほうの左から３段目、新規事業を中心に事業説明会、現地確認調査を実施す

るということで、事業実績のところにございますが、新規・拡充それぞれ説明会、現地調査に
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つきまして、次のページにかけて実施をしているところでございます。 

 それから、93ページ、採択に当たりましては、費用対効果分析あるいはコスト分析による基

準を満たしたものを採択するという形で、その真ん中より中段以降で実績、件数につきまして

表示をさせていただいているところでございます。 

 それから、めくっていただきまして、95ページ、事業を実施した後、費用対効果分析を実施

している事業につきましては、左から３段目、３年、５年を経過した後に事後評価を行うとい

うことで、事業を実施した効用が費用以下となる場合は、現地調査等を通じ改善を指導すると

いう目標になってございます。こちらについては、以前は数値目標で１以下になっているもの

が何％以上だとｃになるという評価指標にさせていただいておりましたけれども、各方面から

のご指摘を踏まえまして、中期目標から変わりまして、事後評価後の改善指導というものを目

標にしてございます。30年度の事後評価の実績でございますが、そのページの中段よりちょっ

と下ですが、13件中13件が投資効率が１を超過ということで、１を下回っているものがなかっ

たということで、評定自体はバーとさせていただいております。しかしながら、現地指導は引

き続き重要だということで、その下のところで実績を書かせていただいているところでござい

ます。 

 96ページをご覧ください。 

 こちらは機構の事務手続の迅速化ということで、交付申請等の受理をしてから10日以内に事

務処理を終わらせるということで1,352件、それぞれ畜産が1,000件強、野菜が300件強、それ

ぞれ期間内に事務処理を終わっております。 

 それから、97ページ、新規等の補助事業につきましては、新たな評価指標を導入する等の改

善をするということで、業務実績の中段ぐらいにありますけれども、労働負担軽減事業により

整備する乳用牛舎あるいは搾乳ロボットなどにつきましては新たなコスト分析基準を設定した

ところでございます。 

 めくっていただきまして、98ページ、真ん中より下のほうになりますけれども、畜産関係の

事業につきましては、決算上の不用理由につきまして分析をいたしまして、不用額が多いもの

についてその理由を分析して、７月の補助事業に関する第三者委員会において結果を報告させ

ていただいております。 

 99ページ、基金の見直しということで、こちらについては業務実績のところにありますよう

に基金管理基準に基づきまして、７つの基金について見直しを行い、その結果、２つの基金に

ついて使用見込みが低いということで基金の一部を返還していただいているところでございま
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す。 

 それから、101ページ、ＩＣＴの活用による業務の効率化というところでございます。 

 こちらは矢野委員が先ほど言われたところかと思いますけれども、ＴＰＰ11の発効に伴いま

して輸入加糖調製品からのＷｅｂシステムの導入ということにつきましては、先ほどご説明申

し上げたとおりでございます。それに加えまして、中段より下ですが、「また」以下ですが、

牛・豚マルキンにつきましては、協定発効後に備えまして現行システムの改修を行ったところ

です。それ以外に管理部門で持っているシステムですが、勤務状況管理システムということで

出勤簿の管理や休暇届の紙での提出が不要となって、勤務管理業務の効率化が図られたという

ことでございます。 

 それから、104ページ、砂糖勘定における短期借入金に係るコストの抑制ということで、こ

ちらは先ほど昨年の対応で申し上げたとおり入札を行って、コストの削減に努めております。 

 それから、107ページ、財務運営の適正化ということで、こちらは独法会計基準に基づきま

して会計処理を行っております。それから、その下のほうで平成30年度の決算からセグメント

情報を開示するということが独法会計基準で示されておりまして、それに向けまして会計監査

人と事前の相談を密に行いまして、30年度決算からセグメント情報を開示しているところでご

ざいます。 

 108ページの中段から下、資金の管理及び運用の関係でございます。 

 こちらについては、流動性の確保が必要な資金については大口定期預金、それから、次のペ

ージになりますけれども、長期運用が可能な資金につきましては有価証券による運用を行って

いるところでございます。 

 めくっていただきまして、113ページ、短期借入金の限度額ということになってございます。 

 こちらの運営費交付金については実績がなし、次のページになりますけれども、砂糖関係の

借入金の限度額につきましては800億円ということになってございますが、実績としますと、

115ページの実績のところの下のほうにありますが、29年度実績が215億円に対しまして、30年

度は169億円ということで減少しているところです。それから、でん粉も借入金が設定されて

おりますが、実績はなしということです。 

 それから、117ページが不用財産の処分の関係でございます。 

 こちらにつきましては、翌ページ以降に中期計画等に示されたあらかじめ返還条件つきで設

定したものにつきまして、返還されたものについて国庫納付を順次行っているところでござい

ます。119ページも同じでございます。 
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 それから、ずっとめくっていただきまして、125ページ、内部統制の充実・強化ということ

で、125ページの主な業務実績のところに書いてございます。こちらは５月に内部統制委員会

を開催して、モニタリングを行ってリスクの洗い出し等を行ったということで、こちらは先ほ

どの昨年度の指摘事項への対応と同じでございます。しかしながら、めくっていただきまして、

業務上不適切な事案があったということで、課題と対応ということで整理をさせていただいて

おりまして、個別の再発防止策を引き続き実施するとともに、内部統制に関する改善方針及び

その具体化方策を着実に実施し、職員の資質・意識のさらなる向上等に努めていく必要がある

と自己評価させていただいております。 

 それから、同じく内部統制の一環としまして、理事長の意思決定を補佐するための役員会の

開催を18回、それから、そのページの一番下ですが、役職員間の意思疎通及び情報共有化とい

うことで、業務実績の次ページの３行目にありますが、原則毎週幹部会を開催いたしまして、

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行っているところです。 

 それから、その下、内部監査の実施ということで、毎年度計画を策定しまして、それに基づ

きまして各種取り組み、内部監査を行いまして、監査報告書を取りまとめ、理事長に報告をし

てございます。 

 それから、そのページの下のリスク管理の関係です。９月にリスク管理委員会を開催いたし

まして、各部におけるリスク管理の実施状況等について情報共有して、審議をいたしました。 

 次のページ、128ページ、個人情報の保護対策ということでございます。 

 研修会ということで、総務省が毎年行っている研修会に職員を参加させてございます。それ

から、そのページの下のほうにありますが、コンプライアンスに関する認識度調査という中で

個人情報の保護についてセルフチェックを行ってございます。それから、それとは別にまた個

人情報保護担当者（各課長）を対象に自己点検を行っているところでございます。 

 それから、その下、コンプライアンスの推進ということで、推進計画に基づきまして相談窓

口等の周知などいろいろ積極的に取り組んでいるところでございます。それから、そのページ

の下のほうの３月にコンプライアンス委員会を開催いたしまして、当該年度の実績の状況を報

告するとともに、次年度の計画を策定してございます。しかしながら、30年度にはコンプライ

アンス上問題のあった事案ということが発生しましたので、これについては内部統制に関する

改善方針を策定して、着実に実施していく必要があるというふうに考えております。そういっ

た事案が発生したことを踏まえまして、こちら自己評価につきましてはｃ評定とさせていただ

いているところでございます。 
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 それから、次、131ページ、職員の人事に関する計画ということで、めくっていただきまし

て、右のほうの評定と根拠のところですが、職員の適正配置、人事評価、管理職ポストオフ制

度、新規採用等を方針どおりに実施するということを掲載させていただいております。 

 それから、133ページ、業務運営能力等の向上ということで、各種研修をさせていただいて

おりまして、２つに分けまして階層別研修ということで年齢層に応じた研修、それから、めく

っていただきまして、135ページ、専門別研修ということで、会計、システム、語学、その他

の個別研修をさせていただいているところです。 

 それから、137ページから情報公開の推進ということでございます。 

 めくっていただいて、138ページ、照会事項への対応ということで、こちらは迅速に対応さ

せていただいております。 

 それから、139ページの資金の流れ等についての情報公開の推進、これ以降につきましては、

機構が交付した交付金の交付の状況につきましてホームページ上で公開をしている実績を整理

させていただいております。 

 それから、144ページ、消費者等への広報ということで、145ページの主要な業務実績のとこ

ろをご覧ください。 

 広報・システム推進委員会というものを年５回開催しまして、その方針を決めるとともに、

その進捗状況のチェックをしているところでございます。 

 めくっていただきまして、消費者ニーズ、ホームページ、業務紹介用パンフレットに関しま

してアンケート調査を200名に対して行いまして、前年の結果を適宜業務改善に反映させてい

ただいているところでございます。 

 それから、147ページの中段以降、消費者等との意見交換会の実施ということで、30年度の

実績につきましては、チーズ研究所あるいは野菜の現場を訪問させていただいて、意見交換会

を実施しているところです。147ページの下のほうにありますが、食育推進全国大会あるいは

実りのフェスティバル等、農水省等が主催するイベントに出展をいたしまして、情報発信を行

っております。 

 それから、めくっていただきまして、ホームページの機能強化ということで、主要な業務実

績の欄を見てください。 

 中段以降ですが、機構の認知度を向上させるツールとして新たにフェイスブックの活用を開

始しました。それから、機構の業務の必要性・意義をよりわかりやすい形で情報提供するコン

テンツを新たにホームページに設けるということで、あとはスマートフォン対応につきまして
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は、平成29年度から引き続き実施をしているところでございます。 

 それから、151ページ、情報セキュリティ対策ということで、こちらについては先ほど昨年

度の指摘事項への対応ということで、さまざまな取組みを行っているところでございます。 

 ただ、めくっていただきまして、152ページ、真ん中よりちょっと下のほうですが、⑩とい

うことで内部情報の持出しというセキュリティインシデントが発生したということで、事実関

係の確認を行うためのデジタルフォレンジック調査を実施したり、あるいは外部有識者の助言

を仰ぎながら、確認された事実関係に基づく再発防止策を策定して、ＮＩＳＣ（内閣サイバー

セキュリティセンター）のほうに報告をさせていただくとともに公表させていただきました。 

 それから、再発防止策につきましては、先ほど申し上げたように規程の整備等を行っている

ところでございます。それから、農水省との関係では、担当部局を含めた緊急連絡網の整備・

更新というものを適宜行っているところでございます。 

 それから、ずっとめくっていただきまして、156ページ、前期中期目標期間繰越積立金の処

分ということで、前の中期目標期間から繰り越して管理をしております積立金でございます。

こちらについてはそれぞれの勘定で規定が決まっておりまして、それに基づきまして適正に管

理をしているところでございます。 

 説明は以上です。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、まず今ご説明いただきました業務運営の効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置以降の農水省の評価につきましてご説明させていただきます。 

 これら各種項目、実績についてご説明いただいたところですけれども、まずは各事務につき

まして適切に実施されていたということで、Ｂ評価としているところです。ただし、ＩＣＴの

活用による業務の効率化の部分につきましては、先ほどのＴＰＰ政策大綱への対応についてで

ご説明があったように、申請者の利便性のみならず大幅に申請の業務量が増加することが見込

まれるところをＷｅｂ化によって効率化が図られたという点を評価いたしまして、Ａ評価とし

ているところでございます。 

 次に、予算、収支計画及び資金計画につきましては、Ｂ評価としてございます。短期借入金

の限度額につきましてもＢ評価としてございます。不用財産又は不用財産となることが見込ま

れる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画、こちらのほうも中期計画などに基づ

いて補助金の返還があった場合には確実に国庫納付しているということで、Ｂ評価としてござ

います。 
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 その他主務省令で定める業務運営に関する事項につきましてですけれども、先ほど機構のほ

うからご説明ありましたように、不適切な事案がありましたコンプライアンスの推進の項目に

つきましては、再発防止策などは講じてございますけれども、事案が発生したという事実を踏

まえましてｃ評価としてございます。また、情報セキュリティ対策の向上の部分につきまして

も、こちらも迅速な対応、また、再発防止策も適切に行われておりますけれども、事案が発生

したということを重く捉えまして、ｃ評価としているところでございます。 

 一方で、消費者への広報の中のホームページの機能強化のところでございますが、こちらの

ほうは積極的な情報発信の体制強化という取組みを評価いたしまして、小項目ではございます

けれども、ａ評価としているところでございます。 

 以上が農水省としての評価でございます。 

 それで、先ほど矢野委員からご質問のありましたところでございますけれども、それはＷｅ

ｂ化の契約についてと。 

○矢野委員 これまでのお話から輸入糖の売買ケースの取り扱いの段階で昨年の２月に導入さ

れて、それをＴＰＰ協定発効に際して改修されることによって発効後も円滑に制度が動くよう

にということで、機構の皆様のご努力があったというふうに理解しております。それに基づい

てＡ評価が農水のほうからされているということは理解でよろしいでしょうか。 

 その際に、別添の７－２の契約関係で、それに関する契約がいくつか随意契約の部分と一者

応札の状況のところで出てきます。砂糖・でん粉業務システムの改修や追加改修、緊急改修と

いうようなものがそれに該当するのかなと思うのですが、もし29年度に既に導入された際に応

札された事業者の方が引き続きそういった改修等をご担当されるのであれば、一者応札の状況

のところにあります、例えば48ページの真ん中あたりの砂糖・でん粉業務システムの改修業務

というＮＥＣネクサソリューションズさんがされている事業などもやむを得ない随意契約にあ

たらないのでしょうか。同じようにやむを得ない随意契約のほうにもいくつかＮＥＣネクサソ

リューションズさんが受けられている業務がありますが、一者応札のほうに入っているものと、

やむを得ない随意契約というふうに判断された理由について、業務内容が違うのかなという推

測はしていますが、ご説明いただければと思います。 

○庄司総括理事 基本的にはこういったシステム改修につきましては一般競争入札、総合評価

の場合もありますけれども、そういった形で入札を行って業者を決めるということが一般的に

ございます。したがって、砂糖・でん粉の業務システムの改修につきましても、そういった形

での改修をやりますけれども、ＴＰＰの関連は役所との連携をずっととりながら業務の中身の
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詳細を決めておりましたり、あるいは使いながら新たな改修が必要だったりということがござ

いまして、改修の途中で新たなものに取り組むということがございますと、ちょっと別の業者

が入るとなかなかうまく回らないということで、そちらは随意契約という形での対応をさせて

いただいているというのが実態でございます。 

○生産局総務課長補佐 それでは、そのほか何かご質問、ご意見などございますでしょうか。 

 全体を通しても何かございますでしょうか。 

 石王丸委員。 

○石王丸委員 石王丸ですけれども、127ページです。資料３の127ページで中ほどの内部監査

のところになりますが、ここで記載されていることは主に内部監査を実施したということで、

別添９－１の資料があるということで参考資料９－１を拝見しましたが、その指摘事項は書い

てあるんですけれども、この指摘を受けて具体的にどう対応されたのか、それからあと、対応

された結果改善したかどうかを内部監査担当者が確認しているかどうか、これは恐らく翌年な

んだろうと思いますけれども、まず１点それが確認ですね。 

 あと、30年度の内部監査の評価ということですと、29年度にもし指摘事項があれば、それの

改善結果の確認、これもあわせて評価の対象となるのかなと。一般的には内部監査はそういう

ものなので、そう考えるんですが、この127ページの記載には特段改善事項を確認したとか、

改善結果を確認したとかということは書いていないんですが、それも含めてというふうに理解

してよろしいんでしょうか。そこをちょっと教えてください。 

○近藤副理事長 ご質問、ありがとうございます。内部監査を担当しております副理事長の近

藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 内部監査指摘事項については、結果として全て対象部署が全面的に受け入れたということに

なっておりますので、指摘事項について全て明確に改善されているということでございます。

その改善したことについては一応フォローアップシステムがありますので、必要に応じて、も

しくは類似の案件で他部署、他部門で出てきたときにはあわせて確認するという仕組みをとっ

ておりますので、あえて指摘事項についてどう対応したかというのは特に表現はしていないの

ですけれども、全て指摘事項に沿って行われているとご理解いただいてよろしいかと思います。 

○石王丸委員 わかりました。 

○生産局総務課長補佐 小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ２つ質問させてください。 

 １つは132ページですが、常勤職員数250人を上回らないものとするということで、期末の常
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勤職員数233人となったと書いてあるんですが、このことについて教えていただきたいのは、

常勤職員以外の非常勤ですとか、非正規雇用といったものがどのくらいいらっしゃるのかとい

うことをまずお知らせいただけますでしょうか。 

○庄司総括理事 30名強の非常勤職員が常勤職員以外におります。 

○小林委員 非常勤といっても、派遣ですとかあるいは有期雇用契約だとかいろいろあると思

うんですが、どんな形が多いんでしょうか。 

○庄司総括理事 有期雇用という形での臨時職員ということになっております。業務内容につ

きましては、正規の職員と非正規職員とにつきましては、明確に区分をする形で整理をさせて

いただいているところでございます。 

○小林委員 逆に非正規といいましょうか、５年を超えた有期の方の無期への転換ということ

が義務づけられておりますけれども、それは実質的にやっていらっしゃるということですか。 

○庄司総括理事 有期雇用に関しましては、臨時職員に関しましては半年更新という形で、そ

れは先ほど申し上げたように臨時の業務が発生して半年ごとに更新をするという形で、最初に

雇用した段階から最長３年ということで本人にも通知をしてございまして、３年で一応それ以

上の継続はないという整理で雇用させていただいております。 

○小林委員 一般的な話ですが、有期雇用の方の処遇は大きな課題ではないかと個人的に思っ

ているのですけれども、うまく人材育成という形で、いい人材になるという可能性も十分ある

のではないかと思うのです。常勤雇用の方も含めて人材育成ということについてのお考えを具

体的にお聞かせいただけますか。 

○庄司総括理事 先ほど申し上げたように正規雇用と非正規雇用という形で業務の内容を明確

に区分させていただいているので、ただ、非正規雇用の方たちの中で優秀な人材がいればそう

いったことも考えるということはあるかもしれませんけれども、そういった形で中にはそうい

ったことから正規に、普通に採用試験を受けて職員になった者もおります。過去に遡ればとい

うことです。 

○小林委員 基本的には有期のままということで、３年ということですね。そのことについて

は、特に問題にはなっていないということですね。 

○近藤副理事長 人事審査委員会も担当しておりますので、少し補足させていただきたいと思

います。 

 まず、ご質問の中にあった職員全体の人材育成ということにつきましては、ここ数年間、相

当力を入れてきまして、キャリアパスという仕組みをつくりまして、入構後10年以内で３部署
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は経験させるであるとか、それから、10年を超えた場合は本人の望むような、いわゆるセグメ

ント的なところに行って、そこで専門的な知識を身につける場合もありますし、例えば課長に

なる場合は、こことこことここを経験しているべしというのもありますし、それから、ごく最

近ですけれども、今検討しているのは補佐とか代理とか、そのクラスについて将来のキャリア

パスを考えた人材を育成していかなきゃいけないと。そういうものをそれなりに規程ほどでは

ないですけれども、明文化して取り組んでいるところでございます。 

 当組織はいろいろな団体が統合してきたので、過去の職員のキャリアであるとか業務に対す

るマインドであるとか、非常にばらつきとかギャップが見えたところもあったんですけれども、

今のところは統合されてから育ってきた職員がキャリアパスに従って将来管理職、上級管理職

を目指していけるという道筋をかなり明確に明示した形になってきております。 

 それから、あわせて臨時職員についての補足でございますけれども、処遇につきましては、

国の決めた方向性にあります。例えば、さまざまな休暇ということにつきましては、できるだ

け正規職員と同じようなものに今規程で動かしつつあるところです。実態としては本当にサポ

ート的な職種、正規職員とは相当権限とか与えられる業務について差がございますので、それ

については採用される方々はご承知の上で応募されていますし、どちらかというと若い方とい

うよりは、もう一旦キャリアが終わって家庭生活に入って、もう一度何か社会貢献、社会復帰

をしたいというふうな方々が大半を占めておりますので、いわゆるキャリアコースに乗ってく

る臨時職員というのは極めて少ないと承知しております。 

○小林委員 これまでも何回か海外駐在所の再開ということもお願いしましたが、それはＪＥ

ＴＲＯ等を使ってやられているということでした。今後海外に精通している人材は非常に重要

になってくると思いますので、ぜひとも継続してお願いしたい。 

 それからもう一つ、これは昨年もお話しさせていただいたのですが、業務経費の１％削減、

一般管理費の３％削減というのは、これはもう多分20年ぐらい続いているのでしょうかね。い

つまで続くのでしょうか、という話を昨年させていただきました。人件費は除外されているの

で、どのぐらい増えているのかというのが一つと、それから、逆に20年ずっと削減できたとい

うのは、よっぽどもともとが緩かったのではないかと逆に言われてしまう懸念もあるわけで、

こうしたやり方について抜本的に考えることを提案されているのかどうか、また、評価の仕方

についても、やり方をどこかで検討されているのかどうかということを教えていただけません

か。以上です。 

○庄司総括理事 確かにこの一般管理費と業務経費の削減につきましては、独法になった当初



27 

から削減をずっとしてきておりますので、かなり厳しい状況になっております。その一般管理

費については、もともと緩いんじゃないかというお話がございましたけれども、それについて

は地方事務所が昔は多数あり、それを大分削減してきたということがありまして、そういった

ことからできてきたのかなと。ただ、最近は本当にきつい状況になっておりまして、その関係

から72ページですかね、一般管理費の中にございますけれども、人件費、税金、事務所の借料

等、セキュリティ関連経費、監査法人関連経費及び特殊要因による増減を除くという形で、い

わゆる固定経費的なものについては除外をさせていただいて、それ以外のところで３％削減と

いう目標にこの中期目標期間から変えていただきました。これは財務省とも交渉していただい

て目標値を設定していただいておりますので、当面はこれで対応していきたいと思いますけれ

ども、ただ、次の目標期間までいったときにどこまで削減できるかというのは、そのときにま

た農水省と相談をさせていただければと思っているところです。 

 人件費につきましては、ちょっと今数字を持っていないのですけれども、先ほど233名とい

う人員がございましたけれども、各種業務が増えているという状況の中で人員も増やしたり、

あるいは欠員を埋めたりとかという形でやっておりますので、人件費については給与水準を維

持しつつも、総額としては若干増えているのではないかと思います。 

○小林委員 ありがとうございました。 

 一般管理費の中から除外する項目が増えるということは、除外されない項目から３％ずつ削

減するということで、逆に厳しい状況になるということも考えられるわけですね。３％削減し

た結果、ここが問題になったということがもしもあれば、きちっと書いていただくということ

も必要なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 以上です。 

○庄司総括理事 先ほど申し上げたように大分厳しい状況になってきておりますので、今後は

そういったことについても検討した上で、業務実績として整理をしていきたいというふうに思

います。 

○生産局総務課長補佐 それでは、ちょっと予定の時刻を過ぎておりますけれども、何かござ

いますでしょうか。 

 では、矢野委員。 

○矢野委員 簡単に。最初の佐藤理事長のお話の中にも関係国、海外の情報を集めるのが重要

だというお話がありました。以前、海外事務所を畳んで、替わりに出張のときに定期的に情報

を集めることで対応するというお話があったのですが、今そういった事業、海外情報収集に関
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する事業はどういうふうになっているかというところがあまり見えなかったので、ご説明くだ

さい。それが一点と、もう一点はコメントなのですが、広報誌やホームページの評価もアンケ

ートという形でされていますが、私も情報誌は教育や研究に大変活用させていただいておりま

す。野菜にしても畜産にしても砂糖・でん粉についても海外の情報から統計的なデータやアッ

プデートな話があり、大変重要な内容がたくさん含まれていると思っております。ですから、

アンケートだけでなく、もっと高く評価できる方法はないかなと思います。例えば研究者の利

用であれば、いろいろ論文等にも引用されたり活用されております。そうした引用回数などで

学術的にもかなり利用しているというふうなエビデンスがあれば、そういった評価もできるの

ではないかと考えます。二点目はコメントですので、一点目の海外情報の事業について補足い

ただければお願いいたします。 

○佐藤理事長 先ほども冒頭のご挨拶で申し上げたのですが、ツマジロクサヨトウという蛾が

発生しておりまして、現在、我々は海外事務所はありませんが、いろいろとアメリカ、オース

トラリア、台湾などの関係国に同じような法人がありまして、その法人と情報交換を結構行っ

ていまして、たまたまこの前も台湾と日本で行ったときに、蛾の被害について、実際その指揮

に当たった方が向こうの理事長をやっていましたので、その方から情報収集を行いました。海

外事務所の関係については一旦閣議決定で廃止しておりますので、これについてはなかなか難

しいとは思いますが、ほかにもいろいろなやり方もあるのではないかということで、しっかり

生の情報をとる方策を考えていく必要があると思っております。一旦廃止しておりますので、

なかなかこれについては難しいと思いますが、他に代わるものがあるのではないかと思いまし

て、そういうものについては前広にいろいろ検討していきたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

○生産局総務課長補佐 それでは、予定の時刻を過ぎておりますので、これでご質問のほうを

終了させていただきたいと思います。 

 本日、委員の皆様方からご意見を頂戴いたしましたけれども、評価案については特段の修正

意見はなかったということで、本日の評価書案を生産局の評価書案にしたいと考えております。

また、その他の特記事項の欄に本日の委員のご意見を整理したいと考えております。また、整

理しましたものは後ほど書面等で確認させていただきたいと思います。 

 これをもちまして、予定しておりました議事は終了いたしました。 

 最後に、総務課長から一言ご挨拶させていただきます。 

○生産局総務課長 先生方、今日はどうもありがとうございました。長時間にわたりまして熱
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心にご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 ただいま理事長も申し上げたとおり、非常に環境は変わってきております。海外の情報もと

らないといけないので、農林水産省としてもできる限り全力を挙げてやっていきたいと思って

おります。特に国の重要な施策の実施機関であります農畜産振興機構、本当に大切な機関だと

思っておりまして、大臣、次官以下全力を挙げてやっていきたいと思っております。中期目標

に即してしっかりこの実現ができるように国としてもしっかり対応していきたいと思っており

ます。 

 今日、改善事項等いろいろいただいた件も直ちに実施してやっていきたいと思っていますの

で、今日は本当に長時間ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

午後４時４３分 閉会 


