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                                午後２時５２分 開会 

○生産局総務課課長補佐 それでは、定刻より大分早いですけれども、皆さんおそろいですの

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。 

 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。

私は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。失礼して座らせていただきます。 

 本日は、独立行政法人有識者会議が発足して初めての農畜産業振興機構部会となりますので、

まず、ご就任いただきました委員のご紹介をさせていただきます。 

 私から向かって右側から、池田委員でございます。 

○池田委員 池田でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課課長補佐 恩田委員でございます。 

○恩田委員 恩田でございます。よろしくお願いいたします。 

○生産局総務課課長補佐 矢野委員でございます。 

○矢野委員 矢野でございます。よろしくお願いいたします。 

○生産局総務課課長補佐 なお、本日は小林委員が所用のため欠席でございます。また、本日

は農林水産省の担当官が出席しておりますほか、機構から理事長はじめ、役員の皆様にご出席

をいただいております。資料２に座席表がありますので、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26年度に係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、会議を始めるに当たりまして、生産局総務課長の森からご挨拶

を申し上げます。 

 

○生産局総務課長 農水省の生産局総務課長の森でございます。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、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日は委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中ご出席をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。また、今回、新たに発足したこの有識者会議の委員を引き受けていただ

きましたことを重ねて感謝申し上げたいと思います。本日ご出席の委員の皆様、昨年までの独

法評価委員会からの引き続いてのご就任ということでございます。農畜産業の発展等、それか

ら農畜産業振興機構の業務の適切で効率的な運営につきまして、引き続きのご指導、ご助言を

よろしくお願いいたしたいと思います。 
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 もう私から申すまでもなく、我が国の農畜産業の情勢、畜産の関係で申しますと、飼養頭数

の減少ですとか餌の価格が高騰していると。それから、全体として非常に国際化が進展すると

いった中で、生産者の経営安定対策でございますとか、農畜産物の需給・価格安定対策を中心

としました本機構の業務の重要性というのは、ますます重要になってきているところでござい

ます。 

 本日の会議につきましては、この機構の業務の実施状況の評価についてご意見をいただくと

いうことでございます。ご案内のとおり、昨年の独法通則法の改正によりまして、今年から独

立行政法人の評価の仕組みが変わったところでございます。これまでは各省に評価委員会が設

置をされまして、それぞれの評価基準によって評価を行っていたわけでございますが、今年度

からは総務省が策定した評価指針に基づいて、主務大臣、この機構におきましては農林水産大

臣が評価を行うこととなりました。農林水産大臣が目標の策定に加えて評価を行う仕組みにな

ったわけでございます。また、総務省のほうからも統一的な評価様式が定められ、これに基づ

いて評価を行うということで、より国民にとってはわかりやすい評価、透明性の確保なり説明

責任の徹底を目指すということになったわけでございます。 

 本日の会議につきましては、この農畜産業振興機構の業務実績評価につきまして、忌憚のな

いご意見をお願いできればというふうに考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○生産局総務課課長補佐 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。農林水産省独立行政法人評価有識者会議農畜産業

振興機構部会が開催されまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中にもかかわりませずご出席を賜り、まこと

にありがとうございます。平成26年度の業務実績及び自己評価結果につきましては、後ほど資

料に基づきまして詳細をご説明いたしますが、私から平成26年度の当機構における業務等の概

要につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、業務運営の効率化等の目標ですが、事業費等の削減、契約関係、内部統制機能の充実

等、いずれも計画どおりに実施できたものと考えております。情報セキュリティ対策につきま

しては、平成26年度の当初に外部から不正アクセスがあり、平成25年度の農林水産省からの注

意喚起の周知が不十分であったことから、平成25年度の評価で標準のａより一段低いｂ評価と

なりましたが、注意喚起の周知徹底、対応確認、サイバー攻撃の初期対応マニュアルの策定・
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周知、サイバー攻撃を未然に検知する機器の導入、標的型メール訓練等を実施し、改善に努め

ました。 

 次に、畜産関係業務でございますが、国内の生乳生産の減少に伴い、バター及び脱脂粉乳の

生産が減少したことを踏まえ、平成26年度にはいずれも１万トンの追加輸入を実施しました。

なお、バターについては、一部店舗で品薄の状況となったことを踏まえまして、農林水産省と

も協議の上、平成27年度のカレント・アクセス分の輸入の前倒しに加え、輸入決定時期の明確

化等の運用改善を図っております。昨年度、標準より一段低いｂ評価となった肉用牛の新規参

入事業の事後評価につきましては、今年度も標準の評価に至っておりませんでしたが、現地で

の新規参入者の技術面での支援を地域ぐるみで取り組めるよう、現地指導の強化等を行ってお

り、引き続き経営の改善が図られるよう努めてまいりたいと考えております。 

 また、国内生産基盤の強化が喫緊の課題となっている中で、平成26年度の補正予算が措置さ

れたことに関連いたしまして、関係事業者が連携・結集した地域ぐるみの高収益型畜産体制の

構築を推進する取組、いわゆる畜産クラスター計画に位置づけられた地域の経営体における生

産コストの低減、高付加価値化等のために必要な機械等のリース方式による導入を支援する事

業にも迅速に着手をしたところであります。 

 野菜関係業務につきましては、平成26年度は好天に恵まれた月があった一方、６月の西日本

を中心とした日照不足、８月の局地的な大雨や低温等の影響を受け、例年以上に価格変動の大

きな年となりました。機構では、指定野菜・特定野菜の生産者への補給交付金の交付等の業務

を適切に行い、野菜生産者の経営の安定に努めてまいりました。また、加工・業務用野菜は、

家計消費の割合が減少する中、需要が増加していますが、平成26年度には、前年度に国の補正

予算で措置された加工・業務用野菜について、その生産基盤を強化する事業を本格的に実施し

ました。 

 砂糖及びでん粉関係業務につきましては、さとうきび及びでん粉原料用かんしょ生産者に交

付金を交付する業務を実施しておりますが、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、円滑に業務を進めています。 

 情報収集提供業務につきましては、情報利用者へのアンケートに基づき、野菜情報において

新たに毎月、中国の生産情報等を提供しているほか、外部の情報利用者から構成される情報検

討委員会での意見を踏まえ、平成26年度も情報誌において分野ごとに特集号を発刊するなど、

情報ニーズへの的確な対応に努めております。また、海外情報につきましても、長期の海外出

張等を活用し、より積極的に情報収集・提供を行っています。 
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 本日の有識者会議での委員の皆様方のご意見を踏まえ、農林水産大臣にご評価をいただくこ

ととなりますが、当機構といたしましては、評価結果をきちんと受けとめ、業務運営に適切に

反映し、改善に努めてまいる所存でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 

 

○生産局総務課課長補佐 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、上から会議

次第、それから配付資料一覧、次に資料１として委員名簿、資料２が座席表、資料３が昨年度

の農林水産省独法評価委員会の提言とそれに対する対応を整理したペーパー、資料４が26年度

の機構の業務実績と評価（案）でございます。資料５がちょっと飛んでおりまして、クリアフ

ァイルで綴じてある厚目の資料が下のほうについております。資料６が昨年度の総務省の政独

委の農水所管独法の評価に対する意見とその対応を整理した紙でございます。それから、参考

１が機構の業務実績に関する評定方法、参考２が農水省の評価実施要領、参考３が昨年９月に

総務省で決定した独立行政法人の評価指針、参考４が独法制度委員会の平成27年度における評

価に関する取組というもの、参考５が平成25年１月の機構の中期目標期間終了時における組

織・業務全般の見直しについてという整理したペーパー、参考６が独立行政法人に関する基本

的な方針ということで、平成25年12月の閣議決定の抜粋でございます。最後に一番下、参考７

として、機構の財務諸表がつけてございます。不足のものはございますでしょうか。 

 それでは、議事の途中でもし不足のものがあれば、いつでもお申し出ください。 

 なお、本日の議事の進め方でございますが、初めに機構から平成26年度の業務実績及び自己

評価についてご説明いただき、引き続いて生産局の評価（案）の説明をして、その後、ご意見、

ご質問を賜りたいと考えております。一度に説明すると長くなりますので、事項で区切って３

回に分けて行いたいと思います。また、本日の会議は概ね５時半を目途にしたいと考えており

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、あらかじめご了承をお願い

いたします。長時間となりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これから資料の説明を行いますが、１つだけ評価基準の変更について説明します。

評価に当たっては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことになっておりますけれども、

これまではＡを標準としておりましたが、新たな評価指針ではＢを標準とするということにな

っております。評価書はこれを踏まえた評語となっております。 

 それでは、資料４のうち、事項１の業務運営の効率化に関するところについて説明をお願い

いたします。なお、資料３についてもあわせて説明をいただければと思います。よろしくお願
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いします。 

 

○馬場理事 それでは、資料３及び資料４のうちの第１、業務運営の効率化についてご説明を

させていただきます。 

 まず、資料３のほうでございますけれども、平成25年度業務実績評価における提言について

とそれに対する対応でございます。 

 まず、評価結果の概要、人件費の関係でございますけれども、人件費の水準、25年度におい

て100.4というふうに、国家公務員と同水準になっているわけでございますが、今後とも国家

公務員と同程度となった地域・学歴を勘案した対国家公務員指数の水準を維持するための取り

組みについて、必要な範囲内で引き続き実施されたいということでございます。これにつきま

しては、対国家公務員指数、平成26年度には101.8ということで、国家公務員とほぼ同水準を

維持しているところでございます。 

 それから、一者応札解消に向けた取り組みでございますが、これにつきましては、一者応札、

前年度16件であったものが13件になっています。また、契約の競争性・透明性を確保するため、

契約監視委員会を開催して、契約状況や一者応札解消に向けた状況など、契約の適切性をご審

査いただいているところでございます。 

 情報セキュリティの関係でございます。先ほどの理事長の話にありましたが、平成26年度当

初に機構の外部システムに不正なアクセスが行われました。迅速な対応を行った結果、被害は

生じなかったわけですけれども、これは25年度中に行われていた農水省からの事前の注意喚起

が生かされていなかったということで、ｂ評価になったということでございます。不正アクセ

スが発生した場合、個人情報の流出等の多大な被害につながる可能性があることも踏まえ、十

分な対策を講じるべきであるということでございます。この問題に対しましては、そういった

不正アクセスを踏まえまして、サイバー攻撃対策検討委員会を設置し、初期対応マニュアルの

策定、サイバー攻撃を未然に検知する機器の導入、それから標的型メールを見破って開かない

ようにするための訓練、研修等、そういった取組を確実に実施しているところでございます。 

 それから、補助事業の効率化の関係でございます。昨年度ｂ評価になったものが先ほどの情

報セキュリティの関係と補助事業の施設整備事業の関係と、その２つあったわけでございます

が、補助事業の効率化の関係につきましては、右のほう、投資効率が１以下のものにつきまし

ては、改善策を報告してもらい、目標を達成するよう指導しています。それから、新規参入者

の経営開始後３年目以降に行っていた現地調査・指導につきましては、早い段階から継続的に



6 

指導していこうということで、経営開始当初のものも対象として行っているところでございま

す。 

 それから、情報収集提供業務についてでございますけれども、これにつきましては、長期の

海外出張等を活用し、一層の積極的な情報収集・提供に努めているところでございます。 

 それから、前身の法人が実施していた債務保証業務に係る破産更生債権でございますが、今

後も可能な限りの債権回収に向けて適切な対応に努められたいということでございました。こ

れにつきましては、裁判所で債権者集会が何度か開かれ、連帯保証人３名がいたわけですけれ

ども、いずれも破産が確定し、債権回収が不可能になったということでございます。これによ

って、６月８日付で求償権を償却するとともに、６月30日で債務保証勘定を閉鎖をしておりま

す。残余財産がございます。３億9,700万ほどでございますけれども、これにつきましては今

後、国庫納付をする予定でございます。 

 それから、砂糖勘定の借入金の関係でございます。砂糖勘定の借入金、平成25年度末におけ

る繰越欠損金が269億円、これは前年度から35億円減って、改善をしたということでございま

すけれども、改善のための取り組みを継続する必要があるということでございました。これに

つきましては、指定糖の調整率の引き上げですとか、平成23年度における生産者の交付金単価

を引き下げるなどの取り組みが実施されていると。平成26年度において31億円の収支改善とな

って、その分、累積損失が269億円から237億円と低減が図られているということでございます。 

 以上が資料３でございます。 

 続きまして資料４の業務運営の効率化についてご説明をさせていただきます。11ページ以下

に私どもの評価が書いてございます。11ページの真ん中辺に法人の業務実績・自己評価という

ところがございますけれども、これに従いまして私どもの自己評価についてご説明をさせてい

ただきます。 

 まず、業務運営の効率化、事業費の削減・効率化のところで、12ページ、業務経費の関係で

ございますけれども、この予算額につきましては、31億5,500万円ということで、平成24年度

に33億9,800万円でございましたので、7.2％の削減ということで、評定ｂとさせていただいて

おります。 

 続きまして15ページ、一般管理費の関係でございます。一般管理費は平成24年度と比較して

6.0％の削減ということになります。これにつきましても評定ｂとさせていただいております。 

 地方事務所の経費の削減でございますが、検討会を開催しまして、検討結果を踏まえて、鹿

児島事務所で賃借料の引き下げを図っております。評定ｂとさせていただいております。 
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 給与水準の関係でございます。先ほどもございましたが、平成25年度は100.4で、これを公

表しております。平成26年度につきましては101.8となる見込みでございます。平成25年度給

与水準について、国家公務員と同水準とすることができ、達成度合いは99.6％ということです

ので、評定ｂとさせていただいております。 

 16ページへまいりまして、総人件費の関係でございます。機構独自の対応として、平成25年

度の職員の給与水準の国の結果を踏まえ、本俸の引き下げ、総括調整役－1.4％などの引き下

げを行っております。こうした実績を踏まえ、評定をｂとさせていただいております。 

 それから、（３）、契約の関係でございます。随意契約につきましては、本部や地方事務所

の賃借契約ですとか、都道府県への委託契約ですとか、そういった真にやむを得ない随意契約

を除いて、一般競争入札とさせていただいております。それから、機構が締結した契約につき

ましては、定期的に機構ホームページで公表し、契約等監視委員会で点検をしていただいてお

ります。 

 一者応札の解消の関係でございますけれども、一者応札であった入札につきまして、入札説

明会に複数者が参加したもの11件について、どういった事情があったんでしょうかといったア

ンケートを実施しております。ということで、評定をｂとさせていただいております。 

 ②競争性、透明性の確保の関係でございます。一般競争・企画競争・公募を実施した182件

全てについて、ホームページへの掲載を行っております。また、契約監視委員会を開催し、そ

の状況を説明させていただいて、適切性については問題なしとされております。それから、定

期監事監査におきましても入札契約のチェックをいただいております。 

 続きまして、業務執行の改善の関係でございます。22ページになりますが、業務全体の点

検・評価の関係でございます。年度計画を具体化するための工程表を年度初めに策定し、四半

期ごとにヒアリングを実施して、点検・分析を行っております。評定をｂとさせていただいて

おります。 

 その下、②、業務実績の評価の関係ですけれども、平成25年度業務実績を議題として、第12

回機構評価委員会を開催して、自己評価等について点検・評価を実施しました。委員会の終了

後、委員指摘事項への対応方針を決定し、これに基づき、関係各部において業務運営の反映を

行っております。評定をｂとさせていただいております。 

 それから、補助事業の審査・評価についてでございます。補助事業については、その評価細

則に基づいて各事業の達成状況について自己評価を行っております。評定をｂとさせていただ

いております。 
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 第三者機関による事業の審査・評価ですけれども、第20回補助事業に関する第三者委員会を

開催し、事業の評価を行っていただいております。 

 24ページでございます。必要に応じた業務の見直しということで、業務の必要な見直しを行

い、その実施状況について四半期ヒアリングの実施時に確認をしたということでございます。 

 （３）内部統制機能の充実・強化ということで、これは内部監査マニュアルに基づきまして

内部監査を実施をしたということで、計画どおり実施をいたしております。 

 25ページ、コンプライアンスの関係でございます。コンプライアンスにつきましては、推進

計画に基づいて研修の実施ですとか監査ですとか、コンプライアンス推進の日ということで、

毎四半期、初めの月の第３木曜日をコンプライアンス推進の日と決めまして、ＤＶＤの視聴で

すとか、それからセルフチェックですね、利害関係者とのつき合い方だとかセクハラ・パワハ

ラ、そういったものも、こういう場合はいいと思うか悪いと思うか、○×をつける問題が10問

ぐらい出て、それを各自、自分で回答して、後で答えが流されて、答え合わせをするといった

りするような取組を行っております。 

 それから、第８回コンプライアンス委員会を開催して、その点検結果を報告しております。

計画どおり実施をしておりますので、評定ｂとさせていただいております。 

 それから、内部での意思疎通の関係でございます。原則、毎週幹部会を開催して、業務運営

の方向性を明確に伝え、その資料についてはイントラネットに掲載するということで、周知を

図っております。 

 個人情報保護の関係でございますが、情報公開・個人情報保護制度の運用に関する研修会に

参加をしております。それから、新規採用職員を対象とした研修とか、自己点検とかをやって

いるということでございます。 

 その下、26ページから27ページにかけてでございます。情報セキュリティの関係でございま

すが、26年度当初、外部から不正アクセスがあったということで、１つは、ＤＤｏｓ攻撃、機

構のサーバーを踏み台にして、第三者に大量のパケットデータを送りつけるといったりするよ

うな攻撃が行われたり、ＳＱＬインジェクションということで、機構に不審なメールを送りつ

け、機構の持っている情報を不正に引き出そうとするような攻撃が26年度当初に見られたわけ

でございます。 

 これはいかんということで、１つは、サイバー攻撃対策検討委員会を設置して、マニュアル

を策定して周知をしました。それから、機器類の導入でございます。サイバー攻撃を未然に検

知する機器、ＩＰＳという機器を導入して、通信内容を監視をしてもらっているということ。
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それから、３として、標的型メールを疑似送付する訓練を実施するということで、最近、年金

機構の情報漏えいでも問題になりましたけれども、ああいうものが世間で横行しているという

ことで、不審なメールに模したメールを業者に委託して全役職員に送ってもらい、うっかり開

くと、あなたはひっかかりましたというような表示が出ると。これは２回やりましたけれども、

１回目は結構ひっかかる人があったわけですけれども、２回目には開封率は顕著に減っている

といった効果が見られました。そういったメール訓練ですね。それから、外部講師によるセキ

ュリティ研修とか、ｅラーニング。ｅラーニングというのは、普通の研修のように、集まって

学校方式で研修するのではなくて、自分の席でパソコンで見ながら好きな時間に学習できると

いうもので、誰でも参加しやすいようなやり方になっております。そういったことも実施をし

ております。 

 そういった取組を行いまして、連絡体制の整備ですとか、それから情報リテラシーの向上と

か、そういったものを図ることができたというふうに思っております。こうした取組に着手し

て以降、幸いにしてサイバー攻撃によるセキュリティ・インシデントは発生していないという

ことでございます。いずれにしても、今後とも気を引き締めて対応していきたいというふうに

思っております。ということで、ｂとさせていただいております。 

 28ページは、これは緊急時を含めた連絡体制の整備ということでございますが、農水省を含

めた連絡網の整備・更新を行ったということでございます。評定ｂとさせていただいておりま

す。 

 それから、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。29ページから30ペー

ジにつきましては、理事数についての検証ということでございます。理事数の検証については、

基本的な理事の分掌、副理事長との役割分担を整理・検証し、各理事の職務の状況について取

りまとめて、理事長に報告したということで、評定ｂとさせていただいております。 

 31ページ以下、補助事業の関係でございます。33ページですが、補助事業についての公募の

実施でございます。畜産業振興事業、野菜農業振興事業につきまして、選定に当たって公募を

行っております。評定をｂとさせていただいております。事前に実施主体と協議を行うという

ことでございます。 

 34ページでございますが、評価方法が開発されている施設整備事業について、費用対効果分

析、コスト分析で評価を行って、採択をしております。 

 34ページから35ページにかけて、採択した事業費5,000万円以上の施設について、年度途中

における工事の進捗等に関してヒアリングを実施、また報告を受けた結果、現地調査が必要な
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事例はなかったということでございます。それから、設置後３年目（肉用牛生産の新規参入の

支援事業については５年目）までのものの利用状況と現地調査の実施ということでございます。

これにつきましても現地調査や指導を行っております。ｂとさせていただいております。 

 その下、事後評価の関係でございます。ここはｃ評定とさせていただいております。ｃ評定

はこの項目のみでございます。目標年を３年（肉用牛生産新規参入については５年）としてい

る施設30件について、事後評価報告書を出してもらって効果を見たということですけれども、

30件のうち９件につきまして、投資効果が１を下回ったということで、１を超える割合が70％

ということになっております。冒頭も申し上げましたが、現地調査・指導について３年目以降

に行っていたんですけれども、早い段階から行おうということで、経営開始当初のものも対象

として行ったということでございます。あと、事例分析を取りまとめた報告書を作成し、新規

参入者に対する技術・経営の支援の充実などを要請したといったことを行っております。 

 37ページです。補助事業の適正、効率的な実施の確保ということでございます。審査基準チ

ェックシートで、採択に当たり、基準に基づく審査を実施しております。 

 ②として巡回指導の実施でございますが、畜産については新規６、拡充６事業について事業

説明会を実施しています。継続事業についても同様、巡回指導を計画的に実施しております。

それから、野菜につきましては、新規１事業につきまして、事業説明会を実施しております。 

 それから、事業の進行管理システムで毎月の進行状況の管理を行っております。 

 それから、ホームページでの公表、畜産業振興事業・野菜農業振興事業の概要や採択した事

業の概要につきまして、ホームページで公表しております。 

 ⑤事務処理手続の簡素化でございます。補助金の交付申請を受けて、交付決定の通知を行う

まで、10業務日以内であった割合が99.9％ということで、畜産のほうで１件だけ書類に不備が

見られて、確認をしている間に10業務日を越えてしまったという事例があったわけでございま

すが、それ以外は全て10業務日以内に処理をしているということでございます。 

 新規等の補助事業の適切な実施の関係でございますが、新たなコスト分析基準を設定してお

ります。沖縄の養豚の関係でクーリングパッド、それから加工・業務用野菜で会場借料の補助

対象経費について基準を作ったということでございます。 

 評価方法の必要に応じた改善でございますが、新規参入円滑化事業の費用対効果分析手法で、

効果を費用で除したものを基本としているわけですけれども、リース料について両方に計上さ

れていたということで、その改善を図ったということでございます。 

 それから、不用額の関係でございますが、決算上、不用の大きい事業について理由を分析し
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て、補助事業に関する第三者委員会に報告をしたということでございます。 

 それから、⑨基金の関係でございますけれども、酪農ヘルパー事業につきまして、地方団体

に助成していた基金について、事業実施期間が終了したことから、閉鎖をしております。 

基金の見直しの関係ですけれども、３年に一度、見直しをしていたのを毎年、見直しを行う

よう基準の改定をしております。 

 その下、国庫補助金等により造成が行われた基金の執行状況等に関するヒアリングの指摘に

対しまして、平成27年度以降発生する運用益について国庫納付をするということにしておりま

す。 

 それから、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取り組みの関係でございます。短期借入金の

借り入れに当たりまして、一般競争入札を実施して、調達金利に幾ら上乗せするかというのを

入札してもらうわけですけれども、一番安いところがゼロでございましたので、それが採用さ

れて、固定利率、いわゆるスプレッドはゼロとなっております。 

 長期借り入れはありませんので、第１、業務運営の効率化の説明は以上とさせていただきま

す。 

 

○生産局総務課課長補佐 引き続きまして、評価（案）について私のほうから説明をいたしま

す。 

 資料11ページに戻っていただきまして、一番右の欄が部局の評価（案）になります。評価は

中項目を単位に行うこととなっておりますので、中項目ごとに評価に至った理由を記載してお

ります。また、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、その合計数を評価項目の数に２を乗じた数で割った数値により評価を付しており

ます。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。なお、小項目の評価に

ついては、機構の自己評価は適当であるという判断をしております。 

 それでは、中項目の評価でございます。まず、11ページの事業費の削減・効率化の項目でご

ざいます。ここについては、小項目の評価はｂということで、中項目の評価についてもＢ評定

としております。評価の内容としては、12ページに移っていただいて、業務経費（附帯事務

費）については、年度計画に設定した目標を上回る削減が行われている。法人は農水省からの

要請を受けて、緊急対策を実施しているが、当該業務経費の削減実績は、これらの対策を除く

ものであるという注意書きを付しております。あと、その下にその他事項というものがありま

す。これは今は空欄でございますけれども、有識者の方から意見があれば、ここに記載するこ
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ととしております。 

 次の中項目は14ページになります。業務の運営の効率化による経費の削減という項目でござ

います。ここは小項目数が７ございます。全てｂ評価ということで、中項目の評価もＢ評定と

いうことでございます。評価の内容につきまして、１つ目、一般管理費について、平成24年度

比で計画どおり6.0％削減するとともに、地方事務所の賃借料等の経費削減に十分に取り組ん

でいる。２つ目、給与水準の適正化については、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。３つ目、随意契約の見直しに向けた計画的取り組みについては、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、外部専門家、有識者等から成る契約監視委員会を開催し、契約状況の点検を受けるなど、

契約に係る競争性・透明性の確保が図られている。このほか、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十分に取り組んでいるという評価内

容にしております。 

 次は20ページになります。業務執行の改善という項目です。ここは小項目数が12で、全てｂ

評価ということで、ここの中項目の評定についてもＢとしております。 

 評価の内容、21ページになります。１つ目、まず、理事長みずからが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、内部統制の現状を適切に把握するとともに、問題点、

課題等への対応を的確に指示し、確認することで、年度計画の確実な達成に努めている。２つ

目、外部有識者による業務実績に関する評価委員会の開催や補助事業に関する第三者委員会の

開催による評価を行い、必要な業務の見直しを行っている。３つ目、さらに、内部監査を実施

しており、理事長によるマネジメントのもと、業務執行の改善、効率性の向上等に努めている。

４つ目、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、幹部会を原則として毎週開催し、課題の把握・対応等を協議し、法人のネットワークシス

テムを通じて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。それ

から、最後、個人情報の保護対策については、各種研修や自己点検等の取り組みを通じて、適

正な取扱いについての推進が図られているという内容にしております。 

 それから、今後の課題ということでございますが、情報セキュリティについては、26年度当

初の不正アクセスを踏まえて、マニュアル等の作成、サイバー攻撃を検知する機器の導入、標

的型メールを疑似送付する訓練、研修等の取組を行っているが、不正アクセスの手口の巧妙化、

発生した場合の個人情報等の多大な被害につながる可能性等を踏まえ、その防止には費用対効

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いうことをコメントしております。 
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 次が29ページになります。機能的で効率的な組織体制の整備というところでございます。こ

こも全て小項目はｂということで、中項目としてもＢ評定としております。評価の内容として、

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、検証するとともに、各理事

の職務の状況を取りまとめ、理事長に報告する等、適切な取り組みが実施されているという評

価内容にしております。 

 次が32ページになります。補助事業の効率化等という項目です。ここは小項目が16、そのう

ちｂ評定だったものが28、それからｃ評価のものが１ございました。ここは合計の点数として

29点、これを小項目数の数の２倍の30で割ると97％になるということでございますが、90％以

上ということで、中項目の評価としてはＢと評定しております。 

 評価の内容でございます。１つ目、補助事業については、事業の実施主体の選定に当たり、

透明性の確保等の観点から、事業の迅速な着手、公募を実施し、この結果、事業の早期実施が

図られたものと評価する。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、効果的かつ透明性の高い補助事業の実施が図られている。２つ目、補助事業を適正・効

率的に実施するため、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の取組

については、計画どおりに適切に実施されている。また、基金の見直し時期については、従来

３年ごとであったものを毎年度見直しを行うよう基準を改定し、基金規模の適正化に資する措

置を講じているという評価内容にしております。 

 それから、今後の課題でございます。施設整備事業の効率的かつ効果的な事業の実施のうち、

事後評価において投資効率が１を超えた割合が70％にとどまり、達成度合いが78％になったこ

とから、ｃ評価としました。投資効率が１以下となったものは、全て肉用牛生産の新規参入を

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等（農協

等）と連携して、支援体制の強化等に努める必要があるというコメントを付させていただいて

おります。 

 次が42ページになります。砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組という項目です。ここは

中項目、Ｂ評定としております。内容としては、砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組につ

いては、固定利率が０％となったほか、変動利率も低く抑えることで、借り入れコストの削減

を図っているという評価にしております。 

 次は、最後ですが、44ページ、長期借入ですが、これは実績がありませんでしたので、評価

対象外ということになります。 

 



14 

 ただいまの業務実績及び評価案につきましてご意見、ご質問をいただければと思います。よ

ろしくお願いします。何かございますでしょうか。 

 それでは、本日欠席の小林委員から意見書をいただいておりますので、それを朗読してご紹

介させていただきたいと思います。 

 読みます。肉用牛生産の新規参入等を支援する事業について、30件中９件は投資効率が１以

下となり、全件数に占める投資効率１超の割合は70％で、昨年度に引き続きｃ評価となった。

本事業は減少が著しい肉牛頭数に表現されている肉用牛生産基盤の脆弱化に対応する意義ある

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義務

化するなど、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、

中期的な観点から新規参入者の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。という意見をいただいております。 

 これについて機構のほうからコメントございますでしょうか。 

○安井理事 畜産の補助事業を担当しております安井でございます。 

 今年も、35ページにございますけれども、新規参入事業についてｃ評価となりました。子牛

の価格が今高くなっておりまして、その原因、非常に今、子牛の頭数が少ないということなの

で、繁殖農家に新規参入していただいて、子牛をつくっていただくことは非常に重要な事業だ

と思っております。従来から５年目で事後評価というのを行っておりますけれども、５年目で

悪かったからどうしようかじゃなくて、その前、もっと前の段階でうちから直接行って農家さ

んの指導をするということに取り組んでおります。直接、農家だけでなくて、行ったときには、

県とか農協とか関係者にも集まってもらって、もう一度どういう対応をすればいいのか検討す

るなどして取り組んでまいりました。26年度につきましては、これまでは５年目でなくて４年

目・３年目の農家対象としていたんですけれども、もっと早めてやろうということで、経営が

始まったすぐ、１年目、２年目の農家も対象とするとか、あとは、１回だけでなくて２回行く

とかいうふうにして強化をしております。今年もまたこれから実際、調査・指導へ行きますの

で、工夫しながらやっていきたいなと思っております。 

 それと、この事業、新規の採択等につきましては、国の畜産クラスター事業に移管されまし

たので、評価方式については、うちのほうは従来どおりの役割になりますから、これまで蓄積

したいろんな情報がありますので、それについては必要に応じて国に提供していきたいと思っ

ております。 

 以上です。 
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○生産局総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか何かございますか。よろしくお願いします。 

○池田委員 確認なんですけれども、一者応札に関して、資料５で別添１－５、７ページのと

ころに一者応札の状況があります。この中で、欧州における畜産の需給及び政策の動向に関す

る調査というのを株式会社グローバルインフォメーションというところに、25年度、26年度出

されているんですけれども、当然、中身が違うと思うんですが、その金額が630万から900万と

５割ぐらい上がっているんですけれども、これは内容的に何か変化があったのか、あるいは円

安とかそういうところで来ているのか、わかれば教えていただきたいなと。同じところに同じ

内容で出されているので、一者応札ということでお聞きしたいなと思いました。 

○瀬島調査情報部長 調査情報部長の瀬島でございます。 

 本件につきましては、詳細、今すぐお答えできませんので、会議が終わった後にご説明した

いと思いますが、ヨーロッパ全体の畜産の食肉ですとか乳製品の生産、消費、流通等、基礎的

な情報を収集してもらうことと、それから、その時々の政策に関してトピックスみたいなもの

を収集させるような枠組みの調査でございまして、ほぼ毎年実施しているところでございます。

ちなみに、27年度、今年につきましても、枠組み自体は変えてない調査を委託しておりますが、

それにつきましては、複数の応札がございまして、27年度は別の相手と契約しているという結

果になってございます。詳細はまた後ほど、ご説明させてください。 

○池田委員 はい、わかりました。じゃ、27年度は一者応札じゃないという形。 

○瀬島調査情報部長 そうですね。はい。複数の応札がございました。 

○池田委員 ありがとうございます。 

○生産局総務課課長補佐 では、要因は後ほど確認してご報告するということで。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

 それでは、矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 先ほどの費用対効果の補助事業の資料５で、細かいことなんですが確認させてい

ただきたいんですけれども、こちらのほうで現地調査等により頻度を上げて入られたというこ

とだったんですけれども、35ページの12件とあるんですが、12件のうち、資料５の35ページと、

現地調査がこれに該当しますかね。 

○安井理事 昨年度は12件行っておりまして、これは数えると11…… 

○矢野委員 ですね。 

○安井理事 ですので、この表は、もう１回、25年度に採択したものに行っておりまして、こ



16 

の表は、24年度までの採択なので、入ってないんですけれども、25年度に採択してすぐ行った

ものがあります。 

○矢野委員 まだ経年の結果が出てないものがほかにもある。25年度の…… 

○安井理事 25年度に採択して、その翌年、26年度、すぐ行ったということで、ちょっとこの

中には入っていません。 

○矢野委員 入ってない１件がもう１件あるということですか。 

○安井理事 ええ。 

○矢野委員 わかりました。 

○安井理事 先ほど申しましたように、５年経つよりも、ここちょっとどうかなというような

ところを、結果が出る前、早目に早目に行こうということになっています。ちょっと注に書い

たほうがよかったんですけれども、それを含めて全部で12です。 

○矢野委員 この現地調査に行かれたのは、26年度の結果を…… 

○安井理事 そうです。26年度に行ったものですね。 

○矢野委員 においてということで、25年度であれば100％を超えてあるのも行かれていると

いうのは、26年、ちょっと下がってしまったものがあるということですね。 

○安井理事 達成率というのは…… 

○矢野委員 頭数ですよね。 

○安井理事 頭数なんですね。５年目で細かい収支を出してもらって判断するんですけれども、

途中の年度については頭数など、どのぐらい頭数いるかとか出荷したかと、そういうのを主体

に、簡易的な調査になっていまして、５年目に正式な調査をすると。そこで１、行ったかどう

かという判断をするというふうな仕組みになっています。 

○矢野委員 ありがとうございます。 

 

○生産局総務課課長補佐 そのほかございますでしょうか。 

 それでは、最後のほうでまた全体を通してのご意見を伺うこととしますので、次に、第２の

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の説明をお願いいたしま

す。 

○馬場理事 それでは、46ページ以下でございます。 

 まず、経営安定対策の関係でございますが、47ページでございます。肉用牛肥育経営安定特

別対策事業の関係ですけれども、補てん金を月ごとに交付できるよう基金造成を行ったという
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ことで、ｂとさせていただいております。都道府県団体の指導を行っております。養豚の関係

につきましては、交付がございませんでした。それから、補完対策ですけれども、全ての新規

拡充事業につきまして、事業説明会を実施いたしております。 

 49ページの下のほうですけれども、平成27年１月に配合飼料価格高騰に対応するため、緊急

の対応策を決定し、事業を実施したということで、補てん財源の貸付を行っております。それ

から、補正予算の関係ですけれども、緊急の対応策の実施を決定し、事業を実施したというこ

とでございます。畜産収益力強化緊急支援事業ということで、機械のリースの支援を行ってお

ります。 

 続きまして、51ページでございますが、加工原料乳生産者補給交付金でございます。申請書

を受理した日から18業務日以内に全て交付をしております。指定生乳生産者団体の受託数量、

認定数量に係る情報につきましては、全て９業務日以内に公表ということで、いずれも評価ｂ

とさせていただいております。 

 それから、肉用子牛の関係でございます。55ページでございます。生産者補給交付金等につ

きましては、これも14業務日以内に全て交付ということでございます。交付実績について、こ

れも全て５業務日以内に公表をいたしております。 

 56ページ、生産者補給金の発動があった場合に、はがきを活用して生産者に情報を提供した

ということでございます。 

 それから、指定食肉の買い入れは実施をしておりませんので、評定の対象外でございます。 

 60ページ、61ページの関係でございますけれども、60ページは、指定食肉の需給動向の公表

ということで、卸売価格とか出荷頭数、生産量、輸入量などをホームページで公表いたしてお

ります。また、情報誌への掲載も行っております。 

 それから、畜産物の需給動向の把握ということで、牛、豚、鶏について卸売価格、乳製品に

つきましては毎月の大口需要者価格を確認して、需給動向の分析を行っております。ｂとさせ

ていただいております。 

 調整保管はありませんでしたので、評定外でございます。 

 続きまして、乳製品の関係でございます。63ページの下のほうからですけれども、平成26年

５月21日付で農水大臣から7,000トンのバターの輸入承認を受け、20業務日以内に売り渡しを

行っております。それから、９月26日付でバター3,000トン、脱粉１万トンの輸入承認を受け

て、これも20業務日以内に売り渡しを行っております。評価はｂとさせていただいております。 

 課題と対応でございますけれども、バターの品薄ということで、運用の改善を図っておりま
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す。輸入決定時期の明確化、引き渡し時期の早期化、それから、洋菓子店等で直接使用できる

形状でのバターを輸入対象に追加したということでございます。機構におきましても、ホーム

ページにおきまして機構の取組を公表したり、それから、ＰＯＳデータとして販売量、販売価

格を定期的に取りまとめて、公表するといったようなことを行っております。 

 イでございます。国家貿易機関として、国際約束に従って国が定めて機構に通知する数量の

全量について、輸入契約を締結したということでございます。 

 ウでございますが、四半期ごとに生産局長に届け出ている売渡計画に基づいて、バター、脱

粉等を売渡入札に付したということで、ｂとさせていただいております。 

 それから、66ページの真ん中辺です。需要者との意見交換を行って、輸入製品に関する意

見・要望を把握いたしております。 

 情報の公表の関係でございますが、毎月、生乳の生産量、用途別処理量、バター・脱粉の生

産量などを把握するとともに、ホームページで公表をしています。それから、需給予測を行っ

て、出回り量などについてホームページで公表して、予測と実績の乖離状況を分析して、ホー

ムページで公表をしております。 

 それから、前月分の指定乳製品の買い入れ・売り戻しの実績について、これも翌月の19日ま

でに公表をしているところでございます。 

 それから、野菜の関係でございます。70ページ、指定野菜の関係でございますが、生産者補

給金の交付申請、全てにつきまして、11業務日以内に交付をしているということでございます。 

 ②は契約野菜でございます。これも22業務日以内に全て交付をしています。 

 71ページの下のほうですが、リレー出荷に係る特例措置につきまして、機構の登録生産者で

すとか法人協会などに対しまして、制度の普及に努めたところでございます。 

 ⑤でございます。野菜価格安定制度の対象となっている各品目、出荷時期ごとの交付予約数

量や金額につきまして、ホームページで掲載をしたということでございます。 

 続きまして、74ページ以下は特定野菜でございます。75ページ、特定野菜事業につきまして

も、11業務日以内に全て交付をしているということでございます。 

 76ページ、普及活動でございますけれども、契約野菜収入確保モデル事業につきまして、普

及に努めたということでございます。 

 それから、２として需給調整・価格安定対策でございますけれども、産地情報連絡員設置事

業、それから消費拡大、それから野菜緊急需給調整推進助成事業を実施するとともに、野菜需

給協議会等、各種会議の場を活用して普及を図っております。 
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 それから、加工・業務用野菜の基盤強化事業につきまして、本事業の課題を整理し、運用改

善につきまして農水省に提案を行っております。緊急需給調整事業の見直しに向けた検討とい

うことで、登録出荷団体にアンケートを実施して、見直し案を取りまとめて、農水省に提供を

いたしております。 

 野菜の需給価格に関する統計データにつきまして、毎月、ホームページで公表しました。そ

れから、冷凍野菜の実態調査につきましても公表したということでございます。 

 以上が野菜の関係でございます。 

 79ページ以下、砂糖の関係になります。 

 80ページでございます。甘味資源作物交付金につきまして、請求があった184件全てについ

て８業務日以内に交付金を交付。国内産糖交付金についても、18業務日以内に交付金を交付。

そして、81ページの下のほうですが、ホームページで交付金、数量について公表をいたしてお

ります。 

 82ページ、制度の仕組みについてホームページで公表するとともに、売買実績についても公

表をいたしております。 

 83ページ以下、でん粉の関係になります。 

 84ページ、でん粉原料用いも交付金について、８業務日以内に交付金を交付。それから、国

内産いもでん粉交付金についても、18業務日以内に交付金を交付して、その状況をホームペー

ジで公表しております。 

 86ページ、制度の仕組みにつきましても、砂糖と同様、公表いたしております。 

 87ページは資金の流れについての情報公開の推進ですけれども、88ページ、直接の補助対象

者、さらに補助を受けた者の団体名、金額、実施時期等を公表しています。それから、生産者

に渡った資金の事業別・地域別の総額を公表しているということでございます。 

 それから、配合飼料価格安定基金運営円滑化等事業準備財産につきまして、基金の名称、基

金額等の基本的な事項を公表しています。肥育安定基金につきましても、基金の名称、基金額

をホームページで公表をしております。 

 それから、事業の返還金の関係でございますけれども、事業の返還金につきましては、返還

金を含む経理の流れを返還金の活用を付記した上で、ホームページで公表をしたということで

ございます。 

 90ページでございます。野菜の平成25事業年度の指定野菜、特定野菜、契約指定等別に、登

録出荷団体ごとに交付金額を取りまとめて、公表しております。 
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 イのところは、同じ事業でございますが、こちらは県別に交付額を取りまとめて、公表して

いるということでございます。 

 91ページ、砂糖の関係でございますけれども、基金の保有状況、今後の使用見込みについて

公表をしております。 

 イのところでございます。機構が徴収した調整金の総額、それから機構から交付した交付金

の事業別・地域別の総額を四半期ごとに取りまとめて、公表をしております。 

 でん粉につきましても同様に公表をしております。 

 93ページ以下は情報収集の関係でございます。94ページでございますが、情報利用者のニー

ズを把握するため、情報検討委員会を畜産、野菜、砂糖・でん粉といった分野ごとに開催をし

て、その情報のニーズを把握したということでございます。情報検討委員会で得られた利用者

ニーズをもとに重点テーマというのを作って、重要情報の提供を行ったということでございま

す。 

 その下、冒頭、資料３でもごらんいただきましたように、海外情報につきましては、長期の

海外出張を活用し、一層の積極的な収集・提供に努めたということでございます。 

 それから、調査報告会の開催等でございますけれども、alicセミナーという講演会を実施し

ておりまして、外部講師、有識者の方をお招きして、そのご専門のテーマについてご説明いた

だいたり、あるいは内部講師、調査情報部を中心とした職員が外国出張等で集めた情報を分析

して提供するといったりするような試みを、平成26年度においては９回行っております。これ

は結構、専門誌の方とか業界関係者とか商社の方とか、大勢来られて、好評をいただいており

ます。 

 それから、個別のテーマにつきまして、外部から講演依頼があったものに対応したというも

のが27回ということでございます。それから、新聞等での引用。４は、個別に、よく外国での

事業展開なんかを考えていらっしゃる方が、外国での生産・流通事情について個別に聞きに来

られるといったりするようなお申し込みがよくございます。そういったものに対応していると

いうことでございます。 

 それから、効果の測定でございますけれども、畜産の情報、野菜の情報、野菜情報、砂糖・

でん粉情報につきましてアンケート調査を行っております。そのアンケート調査、５段階評価

で4.2ということで、目標を上回っております。 

 情報提供内容の改善でございますが、直近の中国の生産状況をわかりやすく提供するという

ことで、最近におきましては、７月号で中国のイチゴの生産の状況などを紹介したりしている
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ということがございます。 

 ④として、紙媒体での情報提供の実施効果ということでございます。紙媒体は送るのに送料

がかかったり経費がかかったりするものですから、今時、ホームページに公表すればワンクリ

ックで見られますから、紙媒体に関しては送付の不要な方は言ってくださいと言ってますけれ

ども、やっぱり保存のしやすさといった紙媒体のメリットもあって、紙媒体のほうがメリット

があるとした割合が６割以上だったということでございます。 

 それから、４を踏まえたホームページによる情報提供への重点化ということでございます。

メールマガジンというのもやっておりまして、登録を勧誘しているということでございます。 

 それから、情報の速やかな提供でございますけれども、情報件数の全てを翌月までの期間内

に公表をしました。それから、問い合わせがあった場合には、311件の問い合わせがあって、

情報を持っていた297については翌業務日以内に、持っていなかった分については２日後から1

7日後までに対応したということでございます。 

 それから、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するアンケートを実

施しております。 

 ②として、ホームページに係るアンケート結果を踏まえ、消費者コーナーのデザインを改修

したり、料理のレシピをホームページに掲載したりするようなことをやっております。 

 100ページでございます。消費者との意見交換会でございますけれども、昨年度におきまし

ては、千葉の新東日本製糖さんというところにご協力をいただきまして、精製糖の工場を見せ

ていただきました。砂糖の生産・流通関係者との意見交換でございます。工場の衛生管理の徹

底ですとか、私どもへの理解も深まったといったりするようなご意見を頂戴しております。そ

れから、食育推進大会とか実りのフェスティバルなどの外部で行われている行事に、ブースを

借りて出店をして、機構の業務の状況を紹介したパネルを掲載したり、あるいは、さとうきび

の現物なども展示して、結構珍しがって見ていただいておりますけれども、そういったことを

行っております。それから、先ほども申し上げましたようなalicセミナー、それから広報誌、

「alic」というわかりやすい形にした広報誌を隔月で発行しております。そういったことで、

消費者等への情報提供に取り組んでおります。 

 それから、アクセス解析ソフトでアクセス数への集計分析を行って、注目キーワードという

のをホームページの入り口のところに掲載しておりますけれども、今アクセスが多いキーワー

ドはこれだといったりするような形で、注目が集まるように工夫をさせていただいております。 

 101ページでございます。内部での広報活動の充実への取組ですけれども、各部横断的にや
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っている広報システム推進委員会というのを昨年度、６回開催をしております。 

 101ページの下のほう、情報提供に対する照会件数でございますが、この６件あって、いず

れも翌業務日以内に回答をしているということでございます。 

 以上でございます。 

 

○生産局総務課課長補佐 引き続き評価案につきまして説明させていただきます。 

 46ページに戻っていただきたいと思います。ここも各小項目については、機構の自己評価が

適当であるという判断をしております。それを踏まえて、各中項目の評価でございます。 

 まず、46ページ、47ページのところ、経営安定対策についてでございます。これについては

小項目の数が21で、ｂ評価のものが20、それから評価対象外が１ということで、中項目の評価

はＢとしております。 

 評価の内容でございます。47ページ、１つ目、畜産の経営安定対策については酪農、肉用牛

繁殖、肉用牛肥育、養豚等、それぞれの特性に応じ、いずれの業務も迅速かつ適正に実施され

ている。２つ目、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、また、

契約野菜収入確保モデル事業の普及を図ったほか、事業の効果及び課題を検証し、農水省に提

案するなど、事業の改善に努めている。３つ目、リレー出荷等の特例措置についてパンフレッ

トを配布するとともに、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

に行っている。それから、砂糖・でん粉関係業務については交付金の迅速な交付を行っている

という評価をさせていただいております。 

 次が49ページになります。緊急対策の評価でございます。ここも中項目、Ｂ評定とさせてい

ただいております。 

 評価の内容としましては、昨年度においては、畜産については配合飼料の価格高騰に対応す

るため、平成27年１月に国からの要請を踏まえ、緊急対策が実施されたほか、平成27年２月に

補正予算が措置されたことを受けて、緊急対策の実施がされているという評価内容にしており

ます。 

 次に、58ページになります。需給調整・価格安定対策の項目でございます。ここは小項目の

数が15ということで、ｂ評価が13、それから評価対象外が２ということで、ここの中項目、Ｂ

評定としております。 

 評価の内容でございます。１つ目、指定乳製品等については、国際約束に基づく数量の輸入

及び売り渡しが適切に実施されている、また、バターの安定的な供給を図るための追加輸入に
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ついても、迅速に売り渡しを行っているということでございます。２つ目、このほか乳製品の

需給に関する情報収集や予測を行い、ホームページで公表しているほか、予測については実績

との乖離についても分析するなど、改善に努めている。３つ目、野菜農業振興事業について、

事業実施主体等との連携により的確な実施に努めたほか、緊急需給調整事業については、前年

度に実施したアンケート結果等を踏まえ、事業の必要性や事業メニューの内容について検討し、

その結果を事業の見直し案として農水省に提供し、国による同事業のメニューの見直しに寄与

している。最後のところ、砂糖・でん粉関係業務については、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評価内容としております。 

 それから、今後の課題のところでございます。小売店でバターが品薄と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というコメントを付させていただいております。 

 次は87ページにまいります。資金の流れ等についての情報公開の推進という項目でございま

す。ここは小項目数が９で、全てｂ評価ということで、中項目、Ｂ評定としております。 

 評価の内容でございます。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、補助対象者等に係る情報についても適切に公表している。また、平成25年度の実

績については、国からの交付額、畜産業振興資金に繰り入れられた事業返還金を含む経理の流

れ、事業返還金の活用理由等の付記などの情報を加え、積極的かつ分かりやすく公表されてい

るという評価内容にしております。 

 次が94ページになります。情報収集提供業務の項目になります。ここも小項目数15のうち、

15は全てｂ評価ということで、中項目、Ｂとしております。 

 評価の内容ですが、情報収集提供業務については、専門家、情報利用者、消費者等による情

報検討委員会を開催し、その意見やアンケート結果等を反映させるとともに、主要輸出国に関

する各種情報提供を的確に行っており、満足度調査の結果も目標を達成しているという評価内

容にしております。 

 それから、今後の課題のところでございます。情報収集提供業務については、海外情報に関

して一定の水準を維持できるよう、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コメントを付させていただいております。 

 

 以上が説明でございます。ここの部分につきましてご意見、ご質問をいただきたいと思いま

す。 
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 それでは、ここのところについても小林委員からご意見をいただいておりますので、読み上

げてご紹介をさせていただきます。 

 海外情報などの取得のための体制の強化についてということでございます。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られている点は評価するが、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体制が必要と考える。職員のキャリアアップ（国際化に対応できる

職員の養成）の視点からも、再度の駐在員制度などについて検討することが必要ではないか。

というご意見をいただいております。 

 これについて機構のほうからコメントをお願いします。 

○強谷総括理事 小林委員のご指摘を含めた海外情報収集体制の強化につきましては、機構内

に専門の検討チームを設置いたしまして、長期出張による情報収集についての総括とかその問

題点、それに海外駐在員の再配置を含めた情報収集体制の強化方策等について検討を行いまし

て、農林水産省とも数次にわたり意見交換を実施してまいりました。この意見交換におきまし

ては、まずＥＰＡとか国産畜産物の輸出促進、こういった国際情勢が変化している中にあって、

機構における海外情報収集体制というのは強化が必要であるということについては、理解いた

だいてございます。ただ、行政改革の推進という観点から、現時点において閣議決定、要する

に海外事務所廃止という閣議決定、これを見直して、海外駐在員事務所を再度開設するという

ことは困難であり、閣議決定に反しない範囲でできることを検討していく必要があるといった

指摘を受けたところでございます。 

 これを受けまして、機構としましては、海外における情報収集・提供業務の強化を図るとい

う観点から、引き続き農水省と連携しつつ、現状の長期出張における問題点や人材育成の観点

も踏まえまして、出張形態以外の職員の長期派遣や派遣職員の処遇の改善といったことにつき

まして、今具体的な検討を進めているところでございます。これを早期に実現すべく努力して

まいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○生産局総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

 それでは、池田委員、お願いします。 

○池田委員 資金の流れというところに絡むのか、わからないんですけれど、資料５の143ペ

ージ、よつ葉乳業株式会社に対する出資で、これは出資回収の判断基準の要件を全て満たして



25 

いるため、出資金回収に向けた手続を開始したということで、出資の回収が始まっているとい

う状況なのか、これから開始されるのかということと、そのときに資本金の額が31億の29％と

いうことで約９億円になるんですけれども、内部留保というか純資産が296億円あって、これ

に単純に持ち分を掛けると86億円ぐらいになるんですけれども、これを回収していくのか資本

金を回収するのか、このところに絡むのかどうかわからないんですけれども、教えていただけ

ればと思います。 

○安井理事 安井でございます。 

 143ページ、18番、よつ葉乳業のところだと思いますけれども、今９億円出資しておりまし

て、これは政策目的として、国産チーズの振興とか生乳の需給調整であります。これは今、回

収基準を満たしましたので、実際にどういう形でやるのがいいのかということで、先方と今詰

めているところでございます。今ご指摘があったように、単純に持ち分でいきますと80数億円

となりますけれども、ただ、もともと投資目的で出資したものではございませんので、引き続

きよつ葉乳業が北海道で事業を続けていくという観点も必要なので、どういう形がいいのか、

お役所とも相談しながら今進めているところでございます。 

○池田委員 これからそういう内容は検討して、話し合いをしていくということなんですね、

回収の内容について。 

○安井理事 そうです。はい。 

○池田委員 わかりました。 

 

○生産局総務課課長補佐 そのほかございますでしょうか。 

 それでは、あればまた後ほど伺うこととして、次に第３の予算、収支計画及び資金計画から、

第８のその他農林水産省令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。 

○馬場理事 103ページ以下でございます。 

 104ページからでございますけれども、年度計画に基づいて各担当理事に予算の配賦を実施

しました。重複になりますけれども、業務経費を削減した、一般管理費を削減したということ

でございます。計画どおり削減を図ることができたということでございます。 

 105ページ、年度計画及び予算の変更についてでございます。畜産勘定におきまして、補正

予算の成立に伴い増額、それから、補給金等勘定におきまして、乳製品の追加輸入の実施に伴

って所要の事業費を追加、それから、砂糖・でん粉勘定におきましては、日豪ＥＰＡの合意に

基づきまして、高糖度粗糖が輸入されることになったということで、所要の予算額を追加をし
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ております。それから、野菜勘定で補正予算の成立に伴って、収入予算を12億増額したという

ことでございます。 

 106ページでございます。資金管理運用基準に基づきまして、資金の運用の関係でございま

す。支払い計画に基づいて余裕金がどのぐらい発生するかというのを把握して、大口定期預金

による運用を実施をしております。それから、債権による運用、やや長期に運用できるものに

つきましては、利息収入を稼げるということで、有価証券による運用を実施しております。 

 それから、短期借入金の関係ですが、109ページでございます。運営費交付金の受入遅延に

よる短期借入金というのはございませんでした。 

 110ページから111ページにかけまして、砂糖勘定の借入金の関係でございます。砂糖勘定の

借入金、限度額は800億円ということになっているわけですけれども、借入金の最大値は239億

円でございましたので、借入限度額の範囲内ということになっております。年度末におきまし

て195億円について借換えを行ったということでございます。金利につきましては、入札を実

施した結果、調達金利で借り入れるということで、もともとの銀行の調達金利が0.11％ぐらい

ですので、平成26年度通算で0.11％0の借入率となったということでございます。 

 それから、第５でございます。財産処分の関係でございますけれども、113ページでござい

ます。平成21年度補正で措置された事業、自給力強化緊急支援事業に係る返還金につきまして、

平成26年６月に国庫納付を行っております。 

 それから、原発事故の関係でございます。平成23年度予備費を財源にした対策でございます

けれども、四半期ごとに国庫納付をしております。 

 上記のほか、平成24年度の補正予算で措置した畜産経営力向上緊急支援事業に係る未使用分

につきましても、国庫納付をしたということでございます。 

 115ページの下のほうは、これは実績がございませんでした。職員宿舎（２戸）の廃止は、

平成28年度までに行うということでございます。 

 あとは、その他主務省令で定める業務運営に関する事項になります。121ページでございま

す。職員の人事配置の関係でございますけれども、勤務時間の把握、それから人事評価制度、

ポストオフを実施しました。26年度において５名の新規採用を行っております。 

 それから、調査情報部の３調査役の検証を行っております。役割分担を見直して、明確化を

したということでございます。期末の常勤職員数、208ということで、234を上回っていないこ

とを確認しております。 

 122ページから３ページにかけてですけれども、初任者研修でございます。新聞購読研修と
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かビジネスマナーとか現地研修とかを行っております。管理職に対しましても管理職の研修、

メンタルヘルス研修、それから専門別研修ということで、会計、予算の関係、語学などを行っ

ております。 

 125ページ、積立金の処分の関係でございますけれども、畜産、でん粉、補給金、いずれも

法令に基づきまして管理をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○生産局総務課課長補佐 引き続いて評価案について説明いたします。 

 また103ページに戻っていただきたいと思います。第３、予算、収支計画、資金計画のとこ

ろの１、事業費及び一般管理費の節減に係る取組という項目でございます。これについてはＢ

評定ということで、評価の内容については、１番の事務費、一般管理費の削減に係る取組のと

ころで説明しているので、そのようにここに書いてございます。 

 次、104ページになります。法人運営における資金の配分状況という項目でございます。こ

れについてはＢ評定ということで、評価の内容としては、年度計画及び予算の変更について、

補正予算の成立、生乳製品の追加輸入の実施等に伴う事業費の増額等について、適時に対応し

ている。また、運営費交付金についても、算定ルールに基づき適切に実施されているという評

価内容にしております。 

 次が106ページになります。資金管理運用基準に基づく効率的な運用という項目でございま

す。評価Ｂとしております。評価の内容としては、106ページ、事業資金等について資金管理

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。また、資金の管理・

運用に関し、重要事項等を決定するため、理事長を委員長とする資金管理委員会が設置されて

おり、適切な資金管理が行われているということ。それから、資本金、事業資金の一部につい

ては、有価証券による運用の実施により、効率的な運用が行われているという評価内容にして

おります。 

 次に、109ページ、短期借入金のところでございます。１つ目の運営費交付金の受入の遅延

による借入、これは実績がありませんので評価対象外でございます。 

 110ページ、国内産糖価格調整事業に係る借入金でございます。ここは中項目、Ｂ評価とし

ております。評価の内容としましては、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ということで、借入に至った理由は適切であったと

認められる。また、借入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
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いるという評価内容にしております。 

 それから、今後の課題のところでございます。平成22年10月以降、制度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、これを前年度末の繰越欠損金に加え、26年度末における繰越欠損金は

237億円に減少しており、今後もこうした取組を継続する必要があるというコメントを付させ

ていただいております。 

 次が112ページ、でん粉勘定の借入金ですが、これは実績がありませんので評価対象外とし

ております。 

 113ページ、不要財産の処分に関する部分でございます。まず１番、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事業に係るものでございます。ここはＢ評定というこ

とで、評価の内容としては、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

還金等については、計画どおり国庫納付が実施されているという内容でございます。 

 次に114ページでございます。平成23年度、予備費で措置された事業実施に伴う返還金でご

ざいます。ここは評価はＢ。評価の内容は、平成23年度に牛肉・稲わらセシウム関連緊急対策

として措置された事業の返還金については、国庫納付が適切に行われている。このほか、平成

24年度、補正予算により措置した対策のうち、畜産経営力向上緊急支援リース事業についても

国庫納付が適切に行われているという評価内容にしております。 

 それから、115ページになります。職員宿舎に関するところでございますけれども、26年度

は特段の動きがなかったので評価の対象外としております。 

 117ページ、前の記述以外のところの重要財産の譲渡または担保に関する部分でございます。

ここが計画等、それから実績もありませんでしたので、評価対象外としております。 

 118ページ、剰余金の使途のところも、実績がありませんので評価対象外としております。 

 120ページ、その他省令で定める業務運営に関する事項ということで、まず、施設及び設備

に関する計画のところは、計画がありませんでしたので評価対象外です。 

 次の職員の人事に関する計画、それと人件費の効率化に関するところでございます。評価は

Ｂとしております。評価の内容としては、１つ目、職員の人事に関する計画については、職員

の適正配置や人事評価制度、管理職ポストオフ制度が適切に実施されている。２つ目、職員の

総合的能力を養成するための階層別研修、それから専門的能力を養成するための専門別研修に

ついては、年間を通じて計画的に十分実施されているという内容にさせていただいております。 

 最後になりますが、124ページ、前中期目標期間繰越積立金の処分のところでございます。
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評定はＢということで、評価の内容は、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評価内容にさせていただいております。 

 

 以上が説明でございます。これにつきまして、ご意見、ご質問をいただければと思います。 

 それでは、池田委員、お願いします。 

○池田委員 予算の24年と26年の比較ということで、一般管理費等が削減されているというこ

となんですけれども、ちょっと気がついたんですけれども、26年は消費税が上がって８％にな

って、そうすると、24年と比較するときに、経理は税込みということなので、皆さんにとって

は厳しくなるんじゃないかなと。国民目線で見ればいいことなのかなとも思うんですけれども、

その辺はどう考えていったらよいのか、これからまた10％になるという中で、同じものを買っ

ても５％が10％になるわけですから、５％ぐらい高くなっていくという中で、どう考えていっ

たらいいのかなということでございます。 

○庄司企画調整部長 ご指摘の点でございますが、一般管理費につきましては、砂糖・でん粉

勘定において、国から運営費交付金をいただいており、事務室の賃貸料等を支払っています。

これらの勘定については、財務省の査定で消費税増税分を増額で措置をしていただいておりま

す。それを受けまして、砂糖とでん粉の勘定におきましては、その分を考慮させていただいて

削減率を計算しているということでございます。それ以外の勘定については、機構内の資金や

その運用益を使っておりますので、財務省の査定があったことを踏まえて、このような整理を

させていただいているということでございます。今後、10％に増税となりました場合にも、お

そらくそういった同様の整理をさせていただくことになるのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

○池田委員 わかりました。 

○生産局総務課課長補佐 そのほかございますでしょうか。 

 では、ここまでのところ全体を通して何かご意見等があれば、伺いたいと思いますが。 

 それでは、矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 大変些末なことで申しわけないんですけれども、資料のほうで主務大臣による評

価の記述の項目のところで、小項目の点数を計算している部分がありますけれども、途中まで

はｂ評価では２点、ｃ評価では１点、ｄ評価では０点という表記が、途中から入れかわってい

るというか、ざっと見るところ、この59ページの評価までは13項目が２点と評価対象外が２項

目となっているのですが、それ以降が少し、例えば103ページ、評価ｃの小項目のところが０
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点になっているのと…… 

○生産局総務課課長補佐 そうですね、確かに。間違っていますね。 

○矢野委員 ええ。どこかでさらに混乱がありまして、111ページの評価の評点のところです

と、項目数と点数が入れ替わっているような。ご確認いただければと思います。 

○生産局総務課課長補佐 おっしゃるとおりです。ありがとうございます。ちょっと全体を見

て、きちっとそこは修正したいと思います。 

 そのほかございますでしょうか。 

 

 それでは、次、総合評定案について説明したいと思いますけれども、その前に資料６の総務

省政策評価・独立行政法人評価委員会の昨年度の評価結果についての意見への対応につきまし

て、私のほうから説明させていただきます。 

 資料６、２枚紙になっております。昨年度の総務省政独委における意見でございます。それ

に対する対応について整理しております。全部で８項目ございます。いずれも全法人共通の意

見でございます。 

 １ページ目の上段、業務等への取組状況と実績を明らかにした評価、それから、中段の中期

目標に照らした業務等の達成状況や進捗状況を明らかにした評価、それから、下段の目標未達

成の業務等についてその要因と改善方策等を明らかにした評価について指摘をいただいており

ますが、これは一部法人について適切な評価が行われていない事例があったことから、注意を

促しているという項目になります。機構の評価においてはいずれも適切に評価が行われている

と考えております。 

 それから、２ページ目の中段、業務への取組により得られた成果・効果を明らかにした評価

については、目標・計画に沿った実績の評価が行われていると考えております。なお、次期中

期目標の策定に当たっては、業務の取組による効果ということに着目した目標設定に一層努め

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、３ページ目の上段になります。過去の指摘、勧告の方向性、あるいは年度評価意

見等を踏まえた評価については、勧告の方向性を踏まえた中期目標を策定しておりまして、そ

れに基づく業務実績の評価や年度評価意見を踏まえて評価が実施されているというふうに考え

ております。 

 それから、３ページ目の下段、電子化等による業務の効率化を明らかにした評価については、

中期目標で電子化等による業務の効率化について設定してないことから、実績の評価が行われ
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ておりませんけれども、機構においてはＩＣＴ基本方針の改定等、活用の推進に取り組んでい

るところでございます。 

 それから、４ページ目の上段です。過去の指摘を踏まえた内部統制の充実・強化を明らかに

した評価、及び下段の保有資産の保有の妥当性について、政府方針、会計検査の指摘を踏まえ

た評価については、いずれも適切に評価を行っていると考えております。その右の取組欄の記

述の下に評価書（案）の記載ページを示しているというところでございます。 

 資料等の説明は以上で、最後に、これまでの事項別の評価を踏まえた総合評定について説明

をいたします。資料４の１ページに戻っていただければと思います。 

 資料の１ページ、３番目の評価の実施に関する事項のところでございます。ここのところは、

評価のために実施した手続等を記載することになっております。ここには評価の実施要領に基

づき、法人がみずから評価を行った結果を踏まえて、法人所管部局である生産局が業務の実績

評価を実施したと。また、評価を実施するに当たっては、評価有識者会議を開催して外部有識

者の意見を聞いたと。さらに、評価の客観性を担保するために、大臣官房評価改善課が評価書

（案）の点検を行ったという記述をしております。ここの評価改善課の点検というのはこれか

ら行われるということでございます。なおということで、評価有識者会議にあわせ、法人の長、

役員等からのヒアリングを実施し、評価に必要な情報を収集したという記述をさせていただい

ております。 

 次の４番のところで、その他評価に関する重要事項というところで、ここには組織の統廃合、

主要な事務事業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。ここは特になしと

いう記載にさせていただいております。 

 次の２ページ目でございます。全体の評価ということでございます。評定につきましてはＢ、

平成26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にさ

せていただいております。 

 評定に至った理由でございます。評価を行った結果、小項目では１項目がｃ評価となったが、

中項目、大項目の評価はいずれもＢ評価となっており、また、全体の評定を引き下げる事象も

なかったため、評価実施要領に基づき、Ｂ評価としたという記述させていただいております。

あと、細かな評価の項目数とかを下のほうに記載させていただいているということでございま

す。 

 それから、枠の欄外に注記で書かせていただいております。平成25年度業務実績の評価は、

農林水産省独立行政法人評価委員会に行われたもので、評価の基準に係る標準は「Ａ」であっ
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たということで、ここに注記することによって、上のほうで25年度がＡ、26年度がＢというふ

うになっていて、評価が下がっているんじゃないかという誤解をここで解消しているというこ

とでございます。 

 次に、２．法人全体に対する評価のところでございます。ここには項目別評定のうち、重要

な事項を記載することになっております。読み上げて紹介させていただきます。業務運営の効

率化の項目については、業務経費（附帯事務費）や一般管理費を計画どおり削減しており、契

約の適正化、コンプライアンスの推進を含む内部統制についても着実に実施している。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、国の要請等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、外部の専門家等の意見を踏ま

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関

する借入コストの抑制、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、補助事業

の事後評価で小項目にｃ評価があるものの、総じて計画のとおり順調な組織運営を行っている

と評価する。という記述にさせていただいております。 

 次の全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項というところでございます。ここには法人全

体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法人全体の評定に特に大きな影響を与える事項、

あるいは災害対応など、目標・計画になく、項目別評定に反映されていない事項などを記載す

るということになってございますが、ここについては特になかったというふうに考えておりま

す。 

 次に、３ページ目でございます。項目別評定で指摘した課題、改善等ということで、ここに

は各項目のところで今後の課題というところで表記させていただいたものを列記しているとこ

ろです。 

 その次、その他の改善事項ということで、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、あるいは個別の目標・計画の達成状況以外で改善が求められる事項がある場合は記

載するということでございますが、特にないというふうに考えております。 

 それから、次の主務大臣による改善命令を検討すべき事項、ここは特にないというふうに考

えております。 

 次の４．その他事項、監事等からの意見について、ここは今日何かあれば、ここに記載する

予定でございますが、なければ、このまま「特になし」という形になろうかと思います。 

 最後のその他特記事項、ここには有識者からの意見があった場合の意見について記載するこ
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とになっております。本日いただいた意見を整理して、ここに記載したいと考えております。 

 

 以上が全体の評価でございます。これにつきましてご意見等いただければと思います。 

 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思っております。 

 あと、その他の特記事項の欄には、本日の委員のご意見を書き加えた上で、官房評価改善課

に提出して、チェックを受けたいと思っております。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いただこうと思っております。 

 これで業務の実績に関する評価の審議は終了となります。 

 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けれども、機構のほうか

ら何かございますでしょうか。 

 それでは、これをもちまして予定しておりました議事は全て終了いたしました。本日の議事

録につきましては、速記録ができ上がり次第、委員の皆様にご確認いただいた上で、農林水産

省のホームページで公表させていただきます。 

 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。大変お疲れさまでした。 

                               午後４時５９分 閉会 

 


