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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２年８月４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：１３：４９～１５：０４ 

 

 

 

               議  事  次  第 

 

     １．開  会 

     ２．挨  拶 

     （１） 農林水産省生産局総務課長 

     （２） 独立行政法人農畜産業振興機構理事長 

     ３．議  事 

     （１） 令和元年度に係る業務の実績に関する評価について 

     （２） その他 

     ４．閉  会 
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午後１時４９分 開会 

○生産局総務課長補佐 それでは、定刻より少し早いですが、委員の皆様が全員おそろいのよ

うですので、これから始めたいと思います。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。 

 本日の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清水です。よろし

くお願いいたします。 

 本日は暑いので、上着は脱いで頂いて結構ですので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、矢野委員が都合により書面審議となりますが、そのほかの委員の皆様には御出席頂

いております。御多忙の中、誠にありがとうございます。また、農林水産省の担当官のほか、

機構から理事長をはじめ、全役員に出席を頂いております。座席表をお配りしておりますので、

紹介は省略させて頂きます。 

 なお、都合により、農林水産省園芸作物課の朝倉課長補佐の代理で阿部係長、地域作物課の

後藤課長補佐の代理で足立係員の出席となっております。 

 それでは、会議の開催に当たりまして、生産局総務課長の山口から挨拶を申し上げます。 

○生産局総務課長 昨日８月３日付で農林水産省生産局総務課長を拝命いたしました山口でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。座って、失礼させて頂きます。 

 独立行政法人評価有識者会議農畜産業振興機構部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し

上げます。 

 委員の皆様におかれましては、大変御多忙の中、また、新型コロナウイルスの感染拡大で大

変な中、御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。また、日頃より、農林水産行政の

推進に御支援、御協力を頂きまして、この場をお借りして感謝を申し上げます。 

 昨年度、機構におかれましては、需給調整・価格安定対策等の通常業務のほか、大雨による

被災農業者への支援や新型コロナウイルス関連対策など、国の要請を踏まえた緊急対策の迅速

な実施が求められ、従来にも増して、機構業務の重要性が再認識される１年となりました。 

 本日は、機構の令和元年度の業務実績の評価について、御審議頂くこととしております。機

構の実績を評価という形で分かりやすく国民に伝えられるよう、また、今後の機構業務がより

適切で効率的なものとなるよう、委員の皆様からの忌憚のない御意見、御助言を頂くことをお

願いいたしまして、簡単ではございますが、会の開催に当たりましての御挨拶とさせて頂きま

す。ありがとうございます。 

○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挨拶を頂きます。よ
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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、大変暑い中、そしてお忙しいところをお越し頂きまして、誠にありがとうございま

す。 

 令和元年度の当機構の業務実績につきましては、後ほど、資料に基づきまして、担当理事の

方から御説明いたしますが、それに先立ちまして、私から最近の機構業務をめぐる情勢につき

まして、簡単に申し上げたいと思います。 

 まず、我が国の農畜産業をめぐる情勢でございますが、一昨年12月のＴＰＰ11協定、そして、

昨年２月の日・ＥＵ経済連携協定に続きまして、本年１月に日米貿易協定が発効することによ

りまして、新しい国際環境の中に置かれているところでございます。 

 当機構の業務の関係では、これらの協定の中で、輸入される加糖調製品からの調整金の徴収

ということが新たに始まったということでありまして、そのほか、いわゆる牛・豚マルキンが

法制化されまして、引き続き、国内生産者の経営の安定を図っていくことが期待されていると

ころでございます。 

 また、野菜でございますが、昨年度は、暖冬の影響で野菜価格が低迷いたしましたが、野菜

価格安定制度の着実な運用によりまして、生産者の経営安定と価格安定に取り組むとともに、

昨年から収入保険制度が開始されたところでございますが、これに伴いまして、生産者の自由

な経営判断によりセーフティネット対策が選択されるよう、手続面の周知を図ってきたところ

であります。 

 こうした問題に的確に対応すべく、役職員をあげまして、関係者への説明会の実施や業務シ

ステムの改修等に積極的に取り組んできた結果、この間新たに追加されたものを含む、当機構

の業務を着実かつ円滑に進めることができたのではないかと、このように考えているところで

ございます。 

 このほか、先ほど課長の方からもありましたが、令和元年度におきましては、三つ大きな対

策を打ったところでございます。 

 一つは野生イノシシに対する経口ワクチンの散布等の支援をはじめとする、いわゆる豚熱対

策が１点でございます。 

 また、一連の台風あるいは大雨等によりまして損壊した施設・設備などの補改修、あるいは

非常用発電機の借上げなどの支援といった緊急対策にも取り組んできたところでございます。 

 三つ目に、さらには、この春からは新型コロナウイルス感染症に関する対応として、学校給
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食用牛乳の供給停止に伴う生乳の需給対策事業なども実施しておりますが、こうした突発的な

情勢に即応して講じられる緊急対策を迅速かつ円滑に実施していくことも当機構の重要な使命

の一つであります。この問題については、時間との勝負も必要となる困難な業務分野でござい

ますが、引き続き、最善を尽くしていきたいと、このように考えているところでございます。 

 さらに、農畜産物をめぐる国内外の情勢が極めて変化する中、関連する情報を収集しまして、

広く提供する業務の重要性も一段と高まっているところでございます。海外を含めた、農畜産

物の需給・価格の動向、我が国の輸出可能性等についての情報を収集・分析した上で、これを

ホームページあるいは広報誌等の刊行物、さらにはＳＮＳも活用して、幅広く発信することが

大事であるところでございます。 

 現下の情勢では、現場での取材・調査が思うように任せない面もありますが、様々なツール

やパイプを活用して、可能な限りニーズに即した内外の情報収集・提供に努めていきたいと考

えるところでございます。 

 本日の会議での先生方の御意見を踏まえまして、農林水産大臣に評価を頂くことになります

が、当機構の業務を運営するに当たりましては、評価結果をしっかりと受け止め、今後とも公

的機関としての信頼と負託に応えるべく、役職員一丸となって、全力で取り組んでまいりたい

と考えているところでございます。 

 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、会議次第、配付資料一覧、座席表がそれぞれ１枚、次

に資料１の委員名簿、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

の令和元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

として業務実績に関する評定方法、参考２として令和元事業年度の機構の財務諸表等、最後に

矢野委員からの意見等となっております。資料はおそろいでしょうか。 

 それでは、進みます。 

 本日は、農畜産業振興機構の令和元年度に係る業務の実績に関する評価について、御審議頂

くこととしております。お手元の資料に沿って説明いたしますが、内容が非常に多く、委員皆

様からの御意見を頂きやすくするために、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

説明頂いたところで一旦区切りまして、生産局の評価案を御説明して、委員皆様からの御意見、
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御質問を頂戴し、続けて第２の業務運営の効率化以下について、同様に進めたいと考えており

ます。 

 なお、本日は時間も限られていることから、ポイントを絞った形で説明させて頂きたいと考

えております。 

 また、会議の議事録の公開について、会議終了後、委員の皆様の御確認を得た上で、議事録

を農林水産省のホームページで公表することになっておりますので、あらかじめ御了承頂きま

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

況について説明頂いた後、資料３の令和元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部分までについて、説明をお願いいたします。 

○瀬島総括理事 管理部門を担当しております総括理事の瀬島と申します。よろしくお願いい

たします。 

 まず、資料の２をお願いいたします。 

 昨年度の評価書におきまして、主要な課題、改善事項等ということで、２点御指摘を頂きま

した。 

 まず、１点目ですが、内部統制ということで、平成30年度にコンプライアンス上問題のあっ

た事案が発生したということを踏まえまして、30年度末に内部統制に関する改善方針というも

のを策定いたしました。それに基づくコンプライアンスの推進を含む具体的な対応方策を着実

に実施する必要があるという御指摘を頂いたところです。 

 それを踏まえまして、令和元年度は、その右側の対応でございますが、その改善方針の柱立

て、組織・機能、職員意識・資質、職場環境、これらの各項目につきまして、各般の取組を進

め、定期的な進捗状況の点検を行うとともに、役職員が内部で見られるようなイントラネット

に、一覧性のある形で整理・掲載したサイトを新たに新設したところでございます。 

 ２点目の御指摘としては、情報セキュリティに関しましても、今後も十分な対策を講じる必

要があるという御意見を頂いております。 

 令和元年度は、ハード面、ソフト面、両面から様々な取組をいたしました。特に、ソフト面

につきましては、毎日パソコンの画面を開くと、ポップアップ形式で標的型メールの攻撃によ

るウイルス感染のポイントですとか、その注意事項等が目に飛び込んでくるというような周知

や、ｅラーニング、外部講師によります研修等々の、役職員向けの普及啓発・意識向上に特に

取り組んだところでございます。 
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 続きまして、資料３をお願いいたします。 

 第１の国民に対して提供するサービスのところですが、12ページをお開きください。 

 一番上のところで（ア）肉用牛交付金の交付とありますが、これは畜産（肉畜・食肉等）関

係業務のうちの経営安定対策の中の一番目の項目でございます。 

 肉用牛交付金の交付、いわゆる牛マルキンの交付に関しまして、以下全部同じ作りでござい

ますが、一番左の列が中期目標、次が中期計画、年度計画、評価指標となっております。私の

説明は、その次の主要な業務実績、それからその次の評定と根拠、ここを中心にポイントを絞

って説明したいと思っております。 

 牛マルキンにつきましては、評価指標、目標等で定められました販売確認申出書という書類

を頂いてから35業務日以内に交付するということを目標として掲げております。それを着実に

行ったということに加えまして、先ほど理事長から御挨拶申し上げましたように、ＴＰＰ11の

発効によりまして、従来の予算事業から新たな法定業務ということで、衣替えをいたしました。

そうしたことに加えまして、秋には台風・大雨等の災害等もありましたが、そうしたことにも

着実に的確に実施するということで、遺漏なく、これらの交付を35業務日以内に交付すること

ができたということで、自己評価のところでａをつけているところでございます。 

 次、16ページ、お願いいたします。 

 16ページは、中段の（２）緊急対策でございますが、こちらも同じく畜産のうち、食肉・肉

畜関係の緊急対策のところでございます。 

 緊急対策は、もともと中期目標のところで難易度が高いという位置付けになっているところ

でございますが、令和元年度につきましては、全部で41の緊急対策を関係者との連携を緊密に

いたしまして、迅速かつ的確に事業を行うことができました。 

 41事業のうち、豚熱、いわゆるＣＳＦに関する事業、それから大雨・台風による災害対応も

含まれておりますが、こうしたことに対しても、迅速かつ的確に事業を実施したということで、

ａ評価を自己評価としております。 

 続きまして、21ページをお願いいたします。 

 こちらは畜産ですが、酪農・乳業の関係の業務のうちの経営安定対策ということで、21ペー

ジの一番下の最後の２行なんですが、（ア）ということで、生産者補給交付金等の交付でござ

います。 

 次のページに移りますが、いわゆる加工原料乳に対する交付金につきまして、目標で定めら

れた18業務日以内ということを全て実施することができました。 
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 この加工原料乳の補給交付金につきましては、平成30年度に制度改正がありまして、対象の

事業者が従来の10者から88者ということに、大幅に増加いたしました。そうした中におきまし

ても、丁寧な説明、きめ細かい対応をすることによりまして、支払希望、１件につきましては、

その18業務日を超えたところでお願いしたいという方がおられましたが、その方を除きまして、

全部18業務日以内に交付することができました。そういうことをもちまして、自己評価をａと

しております。 

 続きまして、28ページをお願いいたします。 

 中段の（３）の緊急対策ですが、こちらも先ほど御説明いたしました、肉畜・食肉関係業務

と同様、酪農・乳業関係におきましても緊急対策を実施いたしました。難易度「高」という目

標になっておりますが、災害対応、こちらも台風・大雨に被災された生産者への支援に加えま

して、酪農関係では新型コロナウイルス感染拡大防止のために学校がお休みになってしまった

ということで、学校給食用の牛乳の需給に対する影響緩和の対策を適切かつ迅速に打ったとい

うことをもちまして、ａ評価としております。 

 続きまして、36ページをお願いします。 

 こちらは野菜関係業務になります。 

 36ページの一番下の囲みの中の（２）需給調整・価格安定対策でございますが、こちらにつ

きましては、昨シーズン冬、暖冬によりまして野菜の価格が大幅に低下した中で、３月に緊急

需給調整事業、こちらは既存の事業でございますが、この事業の運用を見直しまして、供給過

剰となった野菜、具体的にはキャベツですが、こちらをフードバンクに初めて提供するという

取組をいたしました。このような取組をしたということで、こちらも自己評価をａということ

にしてございます。 

 続きまして、44ページ、お願いいたします。 

 44ページは特産（砂糖・でん粉）関係の業務でございますが、44ページの一番下の囲みの中

の（２）需給調整・価格安定対策でございます。 

 このうち、アの砂糖関係業務でございますが、先ほど理事長からの御挨拶の中にも触れまし

たが、ＴＰＰ11協定の発効に伴いまして、それまでの輸入指定糖に加えまして、新たに輸入さ

れた加糖調製品からも調整金を徴収するという業務を始めることになりました。昨年度は、

丸々１年間、実質初年度ということになってございます。 

 全部で475者の方から、延べ１万4,000件を超える売買の申込みがございましたが、その頂い

た申込みから、こちらから納付通知書等の書類を交付するまでの全ての手続につきまして、オ



8 

ンラインでウェブ化ということを実現いたしました。ということで、業務を効率的かつ合理的

に執行することができたということをもちまして、ａ評価としております。 

 第１の最後になりますが、51ページ、お願いいたします。 

 こちらは、情報収集提供業務の記述でございますが、51ページの上から数行目の（３）情報

提供の効果測定等ということでございます。 

 毎年、効果測定、いわゆる読者の方に対するアンケート調査というものを行っております。

中期目標では５段階のうち、4.0以上の評価を得るということが目標値として掲げられており

ます。 

 令和元年度につきましては、畜産の情報、野菜情報、砂糖類・でん粉情報、三誌平均で4.2

ということで、目標の4.0を上回る評価を頂いております。 

 達成度合いが105％ということでｂ評価になっておりますが、この4.2といいますのは、前中

期目標期間の平均4.1を上回る、良い評価を頂いたということでございます。 

 第１の国民に対して提供するサービスについては、以上となります。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、資料３の第１の、今の国民に対して提供するサービスの評価案について説明いた

します。 

 この評価書の４ページになりますけれども、総括表がございまして、先ほど瀬島理事から説

明頂きました、第１の１の（ア）の左から２列目、ここが元年度の評価になっておりまして、

（ア）肉用牛交付金の交付ということで、評価書でいいますと、先ほど実績を報告頂きました

12ページのところで、主務大臣による評価といたしましては、先ほど御説明あったように、肉

用牛交付金について法制化したということで、事業関係者に対して丁寧に制度の周知を行うと

いうことと、大雨による被災者への支援対策を迅速かつ的確に実施できたということで、目標

を上回る成果があったものと認められるため、ａ評価としております。 

 続きまして、総括表でいいますと、４ページの中段にございます（２）緊急対策、ここにつ

きましてａになっておりますが、ページでいいますと、16ページの中段、緊急対策でございま

す。ＣＳＦの発生に伴う野生イノシシへの経口ワクチン散布等の支援ということと、大雨等に

よる被災者への支援対策を迅速かつ的確に実施できたということでａ評価としております。 

 続きまして、４ページの総括表でいいますと、左中段からやや下の（ア）の生産者補給交付

金等の交付でａになってございますが、ページでいいますと、21ページの下段になりますけれ

ども、ここにつきましても、法改正され、交付対象事業者が大幅に増加した中、特に新規に参
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入した交付対象事業者に対して丁寧に対応を行ったということでａ評価としております。 

 続きまして、総括表４ページの右側の中段、（３）緊急対策につきまして、ページでいいま

すと、28ページの中段にございます緊急対策ですけれども、大雨・台風による畜舎等の損壊や

停電等の被害を受けた生産者への支援対策の実施、コロナ感染拡大防止のための休校に伴う学

校給食用牛乳の需給緩和の影響軽減対策について迅速に制定、改正等を行ったということでａ

評価としております。 

 続きまして、総括表５ページの左側上段にあります（２）需給調整・価格安定対策、ページ

でいいますと、36ページの下段になります需給調整・価格安定対策。ここにつきましては、フ

ードバンクへの提供を初めて実施したということでａ評価としております。 

 続きまして、総括表の５ページ、左側中段にございます（２）のア、砂糖関係業務につきま

して、ページでいいますと、44ページの下段にございますように、需給調整・価格安定対策、

調整金徴収業務を約１万4,400件全てをウェブで行えたということで、効率的に実施したとい

うことでａ評価としております。 

 評価案については、以上です。 

 ただいまの業務実績及び評価案について、御意見等がございましたら、お願いいたします。 

 石王丸委員、お願いします。 

○石王丸委員 石王丸です。 

 資料２の話なんですけれども、内部統制と情報セキュリティについての対応の御説明があり

ましたが、これ、もしかしたら、年度明けて、この４月以降のことになってしまうかもしれま

せんが、要はコロナの対応で恐らく在宅勤務とかを余儀なくされたのかなというところも推定

できますけれども、そういった場合、在宅勤務ですと、内部統制、情報セキュリティの在り方

というのは、また変わってくるのかなというところがございますが、何かその辺りにつきまし

て御対応されたこと、あるいは次年度対応しようと思っていることなどございましたら、ちょ

っと教えて頂ければと思います。 

○瀬島総括理事 ありがとうございます。 

 新型コロナウイルスが突然来て、勤務の在り方ですとか、ちょっとわらわらやったというの

が実態でございます。３月に緊急事態宣言が始まる前ぐらいから、慌ててという形なんですけ

れども、テレワークの取組を急遽導入したという形になっています。ただ、環境整備が不十分

であったことなどから、パソコンを持って帰るとか、そういうところもなかなか困難を極めた

ということで、そこはまだ道半ばでございますが、情報セキュリティの関係からいいますと、
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使っていいパソコンを限定いたしまして、そこでセキュリティが確保されるような形を取って

おります。 

 テレワークの実施におけるコンプライアンス等々はこれからという部分もございますので、

つい先日、これからａｌｉｃとしてテレワークをどうしていこうかというようなことの対策委

員会みたいなものを立ち上げまして、これから本格的に取り組んでいくためにどういう課題が

あって、それはセキュリティの問題もあるでしょうし、労務管理上もあるでしょうし、それか

ら今までの業務プロセス自体を見直す必要も出てくると思いますが、そういう様々な課題をま

ず洗い出して、一つ一つできるところから取り組んでいきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 なので、来年のこの評価の中では、少しでも今よりは胸を張って御説明できるような状態に

していきたいなというふうに考えております。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 ほかに、御意見等ございましたら、お願いいたします。 

 小林委員、お願いします。 

○小林委員 幾つか質問させて頂きたいと思います。一つはマルキンについて理事長からも御

説明がありましたけれども、法制化されて、より手厚くなったと理解しております。 

 ただ、昨年ぐらいから、価格の下落があって発動が続いている中で、財源がどうなんだろう

かと心配しています。法制化したから心配ないというお話もありますが、一つは生産者の積立

金が枯渇した場合は、どういうふうにされるか。これは機構さんの話ではないのかもしれませ

んけれども、もしも、そのことが決まっているのであれば教えて頂きたい。 

 それから、二つ目は、やはり改正畜安法の絡みで、酪農の加工原料乳の生産者交付金の交付

対象が10指定団体から88事業者に増加したというお話がありました。これについて、交付業務

は大変だったと思うのですけれども、従来の10指定団体以外の事業者の方に対する交付金はど

のくらいになっていて、もう一つ議論になっていた集送乳調整金というのがありましたけれど

も、これは10以外の方たちは対象になっていないと理解していいのかという点を伺いたい。 

 それから、やはり酪農については、昨年も質問させて頂きましたけれども、ナラシ制度と収

入保険はどちらか一方に加入できるということだったと思うのですけれども、ナラシ制度は機

構の担当だったと思いますが、昨年は収入保険に入るという理由でやめた方がどのくらいいる

のか、もしもお分かりであれば教えて頂きたい。 

 それから、野菜については、機構の制度と収入保険の両方に加入できるというご説明でした
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が、これは野菜の品目は多種にわたりますけれども、それぞれが違う制度に加入できると理解

していいのでしょうか。 

 それから、最後ですけれども、豚熱とか自然災害、あるいはコロナ禍の対応で、緊急対策は

非常に大変だったと思うのですけれども、具体的にはワクチンの投与とかあったと思うのです

が、もう少し具体的な内容と、その予算額でも結構ですけれども、どのくらいの金額の対応を

されたのかをご説明ください。 

 それから、非常に注目したのは、野菜ではフードバンクの利用ということがなされたという

ことですけれども、畜産物の牛乳乳製品あるいは食肉加工品に対しても、こういった利用の仕

方ができているのか、あるいは将来できるようになるのでしょうか。 

 たくさんで恐縮ですけれども、以上でございます。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 五つ質問があったと理解しておりますけれども、一つ目は農水から、二つ目以降は機構から

答えようかと思います。それでは、１つ目、農水からお願いします。 

○畜産企画課上田調査官 マルキンについてですけれども、確かに、おっしゃるとおり、一部、

生産者の積立金が不足しているという状況にございます。マルキン、本来は保険的な制度でご

ざいます。生産者の積立金が不足した場合は、制度上、本来は交付金全体の支払ができないと

ころですけれども、今回は不足した県においては、国費分である４分の３について支払うこと

としているところでございます。 

 以上です。 

○小林委員 今後は分からないんですよね。 

○畜産企画課上田調査官 現在、支払っているということしかお答えできません。 

○生産局総務課長補佐 それでは、二つ目以降、機構の方からお答えをお願いいたします。 

○渡辺総括理事 総括理事の渡辺ですが、小林先生からお話がありました酪農の関係ですけれ

ども、まず、加工原料乳の補給金につきましては、交付対象がこれまでの10指定団体から88事

業者に拡大したということで、平成30年度から補給金と集送乳調整金が交付されている中で先

生からお話がありましたけれども、補給金に限って申し上げますと、平成30年度がトータル

259億円の中で10団体に交付したものが258億円、新しく事業に参加された78の事業者に対しま

しては１億2,300万円ということで、金額的には0.5％ぐらいが10団体以外の交付金額というこ

とになっております。 

 集送乳調整金につきましては、この10団体しか交付対象になっていないと。これは大臣が集
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送乳調整金を交付する対象者というのを指定しますけれども、10団体以外の事業者に対する集

送乳調整金の交付はないということでございます。 

 それと、ナラシの関係です。昨年も御質問を頂戴しまして、ナラシの事業者につきまして２

年分の数字がございます。収入保険との関係では、これは重複加入ができないということで選

択制ということになっておりますけれども、例えば、平成30年度のナラシを解約した方という

のが、指定団体を通じた調査によりますと1,039名、その中で収入保険に加入するという理由

でナラシから脱退された方は18名ということです。令和元年度につきましては、解約者総数が

923名ということですけれども、同じく収入保険への加入を理由に脱退された方は16名と。こ

のような状況になっております。 

○小林委員 ほかの方は酪農をやめられたということなんでしょうか。 

○渡辺総括理事 これ、ちょっと厳密に申し上げますと、例えば、令和元年度の数字を申し上

げますが、それ以外の方は、先生が今おっしゃられたように離農によるというのがほとんどで

して、711名が離農によるという方々。ちなみに残りの196名の方は、ナラシの保険金の発動が

見込まれないということを理由に解約をなさったという状況にございます。 

○野津山理事 野菜の関係です。 

 収入保険制度が平成31年１月からスタートしていますが、これは野菜、米、畑作物のナラシ

も含め、選択制ということなんですが、指定野菜14品目、それから、例えばキャベツだと春キ

ャベツ、夏秋キャベツ、冬キャベツってありますけれども、14品目30種別が野菜制度の対象に

なっていますけれども、収入保険の保険期間が１月から12月なんですが、そのどこかにこの出

荷期間が重なった場合はできないと、どの品目でもできないというのが現状です。 

 こういう中にありまして、農水省の経営局の方で、令和３年から１年に限って、収入保険と

野菜制度の同時利用を試験的に認めてみようということをやるということが発表されまして、

おそらく今日、明日にも運用方針、そういうのが示されるということになりますので、原則は

駄目なんだけれども、令和３年に限っては１年間だけできるということが始まるという状態に

今なっております。ですので、同時利用できないのとできるのが混在するような形に、令和３

年はなるので、混乱が起きないように、農水省ともよく連携を取って、周知なり、いろんな問

合せなりにきちんと対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

○土肥理事 緊急対策に関してお答えいたします。 

 元年度なんですが、ＣＳＦの関連の緊急対策が総額で約330億円です。 
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 この具体的な中身なんですけれども、野生イノシシの経口ワクチンの導入というか、経口ワ

クチンを購入するための経費が予算額で３億円ぐらい。このワクチンを散布する支援事業に対

して15億円程度でございます。 

 それから、当初、まだワクチンを打つ前ですね、出たら、取りあえず早期出荷、淘汰を行う

というような方針で動いていましたので、こういった場合の早期出荷の促進費等で60億円程度

予算措置したんですが、これは取りあえず岐阜と愛知ぐらいで終わってしまったんで、そんな

にいっぱい使っていません。 

 それから、同じようにと畜場で疾病の蔓延防止のための整備ということで、シャワーとかそ

ういうのをと畜場の出入口につけるような形の予算が26億円です。 

 それから、ＡＳＦも来たら困るねという話がありまして、侵入防止緊急支援事業ということ

で、野生動物の侵入防止用の、防止のための柵を作るという緊急対策がございました。これが

総額100億円ぐらいです。 

 それからもう一つ、ＡＳＦ関連で、家伝法にＡＳＦをのせるのがちょっと時間がかかりまし

たので、その前に出たときに早期出荷なり淘汰を行えるようにするということで、これも70億

円ぐらいの予算を措置してございました。ただ、これも家伝法が成立しましたんで、これは使

われておりません。 

 それから、あとはワクチンを打つようになってから、種豚の移動とか精液の移動ができなく

なりましたので、それに対応するということで、凍結精液等の保存や供給のための機器の整備、

それから、ワクチン接種地域外に種豚、精液等の供給拠点を整備するような事業ということで、

これが５億5,000万円です。 

 さらに、エコフィードの製造機械等を整備するような事業が、年度末に23億円ぐらい予算措

置されております。 

 総額336億円なんですけれども、一部については、今年度も引き続き事業が実施できるよう

な形で運用をしてございます。 

 それから、自然災害の関連なんですが、自然災害、毎年来てしまうので、元年度から、年度

当初からある程度の枠で予算を用意するようになりました。元年度当初に42億円予算措置があ

りまして、内訳としましては、その29億円相当が非常用電源を整備するための予算でございま

す。これは、災害に関係なく、非常用電源を整備するための予算。 

 それから、１年前の30年度に発生した自然災害に対応するということで、12億円程度、年度

当初に予算措置がされてございます。中身は、畜舎等の補改修、家畜の緊急避難、再導入、そ
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れから緊急的な粗飼料の確保等に係るものでございます。 

 元年度は、また８月以降長雨がございまして、更に台風が19号とか、20号、21号ということ

でいっぱい来ました。これに伴って、23億円、年度途中に予算増額されています。 

 従来のメニューに加えて、瓦礫を撤去することができるように、ちょっと対象が拡大をいた

しまして、それから家禽の経営体も支援の対象というようなことで拡充がされてございます。 

 あと最後、新型コロナに関してなんですが、これはもうどちらかというと、今年度が中心な

んですけれども、総額で1,200億円程度、予算額では組んでございます。 

 大きなところは、和牛の価格が大幅に下落していますので、和牛の保管肉に対する保管料の

支援とか、凍結した在庫を売り渡す際の促進費の交付、これが500億円ぐらいです。 

 それから、肥育牛の経営支援ということで、前向きな向上を、取組をするという前提で交付

をしていくということで、これも300億円程度の予算を措置しております。 

 あと、子牛の関係とか生乳の関係、それから学乳の関係ということで、総額1,200億円程度

ということになってございます。 

 それと、あと、フードバンク絡みのお話があったかと思うんですが、肉畜の関係ではダイレ

クトにそういう事業はございませんで、今申し上げましたとおり、別途、冷凍牛肉の保管や販

売を促進するというような取組に対する補助事業が組まれているという状況でございます。 

○小林委員 すみません、確認なんですけれども、先ほどのＣＳＦ対応で330億円の予算で、

そのうちの100億円ぐらいが、一番多いのが柵ということですよね。これは、家伝法絡みで、

例えば放牧豚の柵は二重にするとか、そういうのも入っているんですか。 

○土肥理事 一応、それを見越した形で事業を立ち上げた形になっています。なので、放牧、

あれは二重というような表現になっているかと思いますけれども、取りあえず衛生管理区域を

きちんと囲むということの事業の立て付けになってございます。 

○小林委員 そちらの方にも対応している。 

○土肥理事 はい。 

○小林委員 そうすると、ワクチンの投与とかはそんなにはお金はかかっていないですね。 

○土肥理事 そうですね。買うのが３億円ぐらいですし、投与の方が十何億円だったと思うん

で、金目としてはそんなに多くないです。 

○小林委員 今後も続く、続いてほしくはないのですが、続く可能性は高いということと、そ

れからコロナで1,200億円とか、こういうのは全部牛肉関税が財源なんですか。 

○土肥理事 牛関というよりは畜産業振興資金ということで、機構の資金から出すような形に
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なってございます。ダイレクトに牛関でもらうわけではなくて、機構に残っている資金で対応

するということで指示が出ています。 

○小林委員 牛肉関税がかなり機構さんの予算を助けるというか、使われていらっしゃると思

うのですけれども、今後どんどん減っていく中でどう対応していくのでしょうか。 

○生産局総務課長補佐 それでは、農水省からお願いします。 

○畜産企画課上田調査官 牛関交付金というのがあり、それを毎年要求しています。ａｌｉｃ

にどれくらい保有資金があるのか、そして、どれくらいの対策が必要なのか、それらを踏まえ

て必要な交付金を毎年要求している。コロナ対策は大規模な予算となっておりますので、保有

資金が減少する可能性もありますが、既存の対策が実行できるよう、交付金を要求していきた

いと思っております。 

 以上です。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

○渡辺総括理事 ちょっと追加ですけれども、フードバンクの関係、酪農に関しては、４月27

日から６月14日までの期間を対象に、生産者団体等が医療機関ですとか、あるいは福祉施設、

フードバンク、子供食堂、こういったところに牛乳とヨーグルトを無償提供するという取組に

対して、当機構で緊急対策ということで必要な経費、具体的にいいますと、牛乳等の代金を補

助するという事業を実施しているところでございます。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、恩田委員、お願いします。 

○恩田委員 御説明ありがとうございました。 

 今、フードバンクの御説明ありましたけれども、非常に国民も関心が高いことだと思います。

これは、今後、野菜の生産において天候の影響などで余るという、そのようなことが起こった

場合、機構によってシステム化されている働きかけなのでしょうか。今回のご説明では、緊急

に初めて実施した、ということでしたけれども、どのような連絡をとり、フードバンクに提供

するというような実際の窓口やシステム化された手順は、すでに計画されているのでしょうか。 

○野津山理事 御質問ありがとうございました。 

 野菜ですけれども、緊急需給調整の手法としまして、昨年、フードバンクへの提供と冷蔵施

設への一時保管というのが、去年追加されました。そのときに、全国生産出荷団体である全農
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さんとセカンドハーベストジャパンさん、全国的にフードバンクを運営しているところで協定

を結びまして、どういうふうにオペレーションするとか、品質がどう、どっちがどこまで責任

を持つとか、そういう協定を結んだ上で準備をいたしました。 

 そういう中で、年明けに野菜の価格が、今年に入って下がりましたんで、千葉の銚子産のキ

ャベツ、これを埼玉のセカンドハーベストジャパンさんの倉庫まで運んで、いろんな子供食堂

とかに提供されたと。 

 あと、７月には長野のレタスでもやりましたということで、やはり準備をしないとできない

ということで、そういうことも同時並行でやりながら、できるだけ有効活用するということを

基本において、それでもなかなかできないところは土壌還元とかいうふうにしようということ

で、今やっていますので、きちんとオペレーションが回るように、いろんな準備をしていきた

いなと思っております。 

○恩田委員 ありがとうございました。 

○生産局総務課長補佐 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に進めさせて頂きます。 

 次に、資料３の第２、業務運営の効率化以降について、業務実績等の説明をお願いいたしま

す。 

○瀬島総括理事 では、資料３になりますが、58ページ、お願いいたします。 

 こちらは、業務運営の効率化による経費の削減というところで、中段のところの（１）業務

経費の削減、それから次のページの（２）一般管理費の削減ということで、１番目の業務経費

の削減につきましては、目標であります対前年度比１％の抑制というところを目標どおり、達

成度合い100％ということで、１％の抑制を行うことができました。（２）の一般管理費、こ

ちらにつきましても、目標が対前年度比３％の抑制ということに対しまして、実績も同率の

３％の抑制を達成することができました。 

 59ページ中段の役職員の給与水準でございますが、これは次のページの60ページのところに

業務実績が書いてございます。 

 平成30年度の年齢・地域・学歴を勘案した対国家公務員指数、いわゆるラスパイレス指数で

ございますが、平成30年度は102.8ということで、国家公務員を上回る結果となってございま

す。ただし、この結果につきましては、主務大臣の検証結果というところで、管理職手当をも

らう職員の割合が高いということに要因があって、これを考慮すれば妥当であるというふうに

検証されたところでございます。 
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 ちなみに、令和元年度の同ラスパイレス指数は102.4となる見込みでございます。 

 続きまして、その60ページの下の３番、調達等合理化でございますが、業務実績は次の61ペ

ージの中段以降になります。 

 調達等合理化計画、こちらを毎年定めておりますが、その取組ということで、この計画の対

象となる契約の件数が全部で354件ございました。このうち、事務所の借料ですとか、真にや

むを得ない契約85件を除く269件の全てについて、競争性を確保することができました。 

 また、一者応札解消に取り組む取組も継続的に実施したところでございます。 

 65ページをお願いいたします。 

 65ページは、前の64ページからずっと続きなんですが、業務執行の改善、業務全体の点検・

評価という項目になっております。そのうち、65ページの中段のところのウ、第三者機関によ

る業務の点検・評価結果に基づいた、必要に応じた業務運営への反映というところでございま

すが、令和元年度につきましては、主要な業務実績のところに書いてございますとおり、委員

会、これは第三者の方、外部有識者から成ります機構評価委員会という第三者機関を私ども設

けておりますが、そちらの委員会で頂いた様々な御意見、御指摘等に真摯に取り組んだという

ところをもちまして、ａ評価というふうにしております。 

 令和元年度は、具体的にはホームページでの情報提供の改善ですとか、そういうようなこと

の御指摘を頂きましたので、それらに取り組んだということでございます。 

 続きまして、飛びますが、99ページをお願いいたします。 

 99ページは、その他主務省令で定める業務運営に関する事項というところでございまして、

ガバナンスの強化になります。 

 先ほど、冒頭で、資料の２で御説明しましたとおり、この99ページ（１）の内部統制の充

実・強化というところにつきましては、改善方針に基づく取組を進めるということなどを取り

組みました。そちらが記載されております。 

 続きまして、103ページをお願いいたします。 

 103ページの一番下のところの固まりでございますが、（２）コンプライアンスの推進です。 

 こちらも、先ほど資料の２で御説明いたしました取組のところが記載されております。補足

いたしますと、改善方針の具体化方策というところを踏まえまして、次の104ページになりま

すが、104ページの業務実績のところの最初のパラグラフ、特にコンプライアンスの推進相談

等窓口、こちらの周知というものをリーフレットを作ったり、過去の事例集を作ったり、そう

いうことを職員に配付することによりまして、窓口の周知ということを行ったところです。 



18 

 最後になりますが、117ページをお願いいたします。 

 117ページは情報セキュリティ対策の向上ということで、こちらにつきましても、先ほど資

料の２で御説明したとおり、ハード面、ソフト面の両面で取り組んだところでございます。具

体的な取組項目は118ページに列挙してございますので、後ほどお目通し頂ければと思います。 

 私からは以上になります。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、評価案について説明いたします。 

 評価書の前の方の総括表、総括表の５ページの右側の中段の下の方、４番のウになります。

ページでいいますと、65ページですけれども、第三者機関による指摘を踏まえ、各種取組を行

ったということで、指摘された以上のことをされているということでａ評価としております。 

 総括表の７ページ、右側中段にございますホームページ機能の強化です。ページでいいます

と、116ページの中段にございますホームページの機能の強化、ここにつきましては、バナー

広告を始めたということでａ評価としております。 

 評価案につきましては、ポイントになりますが、以上となります。 

 ただいまの業務実績及び評価案について、御意見等がございましたら、お願いいたします。 

それでは、小林委員、お願いします。 

○小林委員 ２つほどお尋ねします。毎年伺っている件なんですが、海外情報の収集というこ

とで、駐在制度がなくなってからと言っていいんでしょうけれども、情報の収集がなかなか難

しくなってきているのではないか。こちらから出掛けていって収集するという形でやっていら

っしゃると聞いておりますけれども、こういうコロナの問題が起きると、そうしたことも難し

くなってきているのではないでしょうか。当面どんなふうにして収集されているのかというこ

とと、それから今後について、的確な海外情報をどう迅速に入手するかということについて、

何かお考え、方針を持っていらっしゃるのであれば、お話を伺いたい。 

 それから、もう一点は、今回ａ評価がかなりたくさんあるということはいいことなのかもし

れませんけれども、内容的にいうと、業務がかなり増えて、あるいは緊急対策に的確に対応し

ているということでａ評価でした。それはそれで非常に結構なんですけれども、職員側から見

るとかなり大変になっているのではないでしょうか。老婆心かもしれませんけれども、過重労

働対策といいましょうか、働き方改革といいましょうか、その辺について機構としてどんなふ

うにお考えで、あるいは具体的にどんなことをやっていらっしゃるのかという、この２点をお

伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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○生産局総務課長補佐 それでは、よろしくお願いします。 

○藤原理事 御質問どうもありがとうございます。 

 海外情報関連について、御説明申し上げたいと思います。 

 現状では、委員御指摘のように、海外出張については当面見合わせておりますけれども、も

ちろん感染状況を見る必要がありますが、一部の地域によっては感染状況が改善する兆しもあ

る中で、今後、そのような状況を慎重に見極めながら、海外出張による情報収集というのを慎

重に再開を検討していきたいと考えています。 

 また、これ以外で申し上げますと、インターネットによる情報収集、または国内外のコンサ

ルタントに対する委託調査を通じての情報収集、さらには、これまでに蓄積してきております

パートナー団体や関係団体、国際機関とのウェブ会議などを通じての情報収集ということを今

徹底して行っているところでございます。その上で、国内への情報収集をしております。 

 今後、引き続き、現状を見る限りでは、ウェブ会議あるいはインターネットによる情報の収

集、情報の交換というものが主流を続けるような傾向かと思いますけれども、冒頭申し上げま

したように、慎重に状況を見極めながら、海外へ出ることによる直接の情報収集の機会を、ま

た再検討するということ。 

 さらに、ここ数年取り組んでおりますＪＥＴＲＯさんとの協力による人員の派遣なりによる

調査業務の一層の拡充ということを検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○小林委員 例えば、現地に住まわれている方をリエゾンオフィサーみたいな形にして、情報

を収集することも可能ではないでしょうか。すでにやっていらっしゃるかもしれませんが。 

○藤原理事 先ほどちょっと触れましたように、今まで、過去に積み重ねてきた人間関係、ま

た、そういった関係に基づくパートナーシップというものを活用して、実際、契約しているわ

けではないものの、そのような関係も手掛かりとして情報収集は、行って来ております。 

 さらに、今、リエゾンという言葉を頂きましたけれども、そういった関係をリエゾン的なも

のとして位置づけることも可能かと考えられ、今後情報収集の多様化については、そのような

考え方も含めて取り組んでまいりたいと思います。 

○瀬島総括理事 もう一つの御質問の、仕事量が増えているということで、確かに減ってはい

ないのかなというふうに思っております。 

 職員の過重労働をできるだけ避けるということで、緊急対策の実施などによりまして、特定

の職員に業務が集中したりすることがないように、日常的に勤務状況管理システムというもの
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を導入しておりまして、そこで勤務時間等々はリアルタイムで把握しております。それを見な

がら、人員の適切な配置を行うというようなことを日常的に行っているということと、それか

ら、スケジュール管理を徹底して業務の進め方を見直すとか、それから業務分担の柔軟な見直

しに努めるように、役職員に日頃から周知をしているというようなことが日常的なこととして

はございます。 

 いわゆる働き方改革みたいなものは、先ほど石王丸委員の方からも御質問がありました。関

連いたしますけれども、これからどうしていくのかということについては、今まさに検討を始

めようというようなことをしている最中でございます。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 石王丸委員、お願いします。 

○石王丸委員 業務経費と一般管理費、前年比で少しずつ減らすというお話がありまして、評

価されていると思うんですが、これ、また年明けて、翌年度の話になるかもしれませんが、単

純に前年より減るかというと、要はコロナの関係で人が集まるような会議ですとか、そういっ

たものの費用、こういうものは減りますし、旅費、交通費なんかも減ってくると。一方で、通

信費、こういったものが増えるとか、インターネット関連の機器を買ったり、こういうものが

増える、そういったことが考えられまして、その辺りの見通しですかね、翌年度の見通し、現

時点でどんなふうにされているのかというのを、可能でしたら教えて頂けますか。 

○瀬島総括理事 こうですというような、断定的なことはなかなか申し上げにくいですが、今

年度の予算でいいますと、予算を作りましたのがコロナが本格化する前の状態でございまして、

今まさに今年度の執行をどういうふうにやっていかなければいけないのかということにつきま

して、業務経費についても、一般管理費についても、今走りながら考えているような状況でご

ざいます。 

 なので、それを見ながら、来年度の予算立てになっていくのかなということと、それから、

現下の情勢を見据えた段階で予算要求という形で、今農水省を通じてお願いしている部分もご

ざいますが、そういうものをこれから鋭意見極めながら、無理無駄のないように執行していき

たいと考えております。 

○生産局総務課長補佐 よろしいでしょうか。 

 評価書に戻って頂きまして、評価書の２ページを御覧ください。 

 先ほどまで御説明させて頂いた、小項目で８項目がａ評価、88項目がｂ評価となっておりま



21 

して、積み上げますと、総合評価はトータルでＢ評価となっております。 

 続きまして、ほかの委員の皆様から御意見がなければ、本日書面審議となっております矢野

委員からの意見を預かっております。資料がお手元にあると思います。 

 矢野委員からの意見等ということで、上段に、農畜産業振興機構の役割がますます重要とな

ってくるということが記載されているのと、中段以降に三つ意見及び質問ということで、１つ

目、第１－３、野菜関係業務の評価について、二つ目、第２－４、業務執行の改善の評価につ

いて、三つ目、情報セキュリティ対策についてというふうに三つ意見及び質問が来ております。 

 それでは、ただいまの意見、質問等についてコメント等がございましたら、お願いいたしま

す。 

○野津山理事 先ほど、恩田委員の方から御質問頂きました野菜のフードバンクの関係は３ペ

ージ、４ページに整理しております。 

 先ほど御説明したように、昨年、制度の運用が見直されて、フードバンクという手法が追加

され、全農さんとセカンドハーベストジャパンの協定ということで準備をして、年明けて、３

月に銚子産のキャベツ５トン、それから７月に長野のレタス１トンを今までやっているという

ことでございまして、これ、やっぱり準備、オペレーションとかいろいろありますので、準備

をしておかないと動かないので、御指摘頂いたように準備をしっかりやって、いざというとき

に動けるようにしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○瀬島総括理事 私からは２点目、３点目の御説明をしたいと思います。 

 ２点目の業務執行の改善ですが、お手元の資料の５ページ、参考２というところ、５ページ

から７ページになりますが、昨年の機構評価委員会では三つの分野、情報発信の強化、給与水

準の検証、それから情報収集提供業務関連ということで、全部で８項目にわたる御意見を頂き

ました。それらに対しまして、ホームページのコーナーを充実したり等々の対応を真摯にした

ということで、その結果、業務運営の実質的な向上にもつながったというところでございます。 

 ３点目の情報セキュリティ対策ですが、こちらは８ページから12ページになります。 

 ハード面、ソフト面でいろいろ取り組んだということになりますが、そのソフト面の一例と

いたしまして、８ページ目になりますが、そちらは集合型研修、それから11ページの方はｅラ

ーニングの、それぞれのいわゆる定量的なエビデンス、参加者ですとか、それから研修結果、

アンケートの結果ですとか、テストの結果等々が整理してございます。お目通し頂ければと思

います。 
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 以上です。 

○生産局総務課長補佐 ありがとうございます。 

 矢野委員からの２点目につきましては、農水省からは指摘事項以外にも対応を行っていると

いうことでａ評価とさせて頂いているところです。 

 続きまして、それでは、全体を通して意見等ありましたら、お願いいたします。 

 それでは、ないようでしたらば、進めてよろしいでしょうか。 

 それでは、評価案につきましては、令和元年度の実績評価について特段の修正意見はなかっ

たということで、これを生産局における評価書（案）にしたいと思います。また、その他、特

記事項の欄に本日の委員の御意見を整理いたします。特記事項の記載内容につきましては、事

務局で整理した上で、後ほど書面等で確認して頂こうと思っております。 

 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、生産局総務課長から、一言挨拶させて頂きます。 

○生産局総務課長 本日は時間を十分に取って、御審議を頂きまして、また、貴重な御意見を

賜りまして、誠にありがとうございました。 

 第４期中期目標期間も今年度で３年目を迎えたところでありまして、今後とも、本日の皆様

の御意見等を踏まえまして、中期目標に即して、中期計画や令和２年度計画の目標達成に向け

て、国としても機構と十分に協力をしてまいりたいと考えております。 

 本日は誠にありがとうございました。 

○生産局総務課長補佐 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畜産業

振興機構部会を終了いたします。 

 本日はありがとうございました。 

午後３時０４分 閉会 


