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農林水産省水産消費安全技術センター部会 

 

日時：平成２８年７月２２日（金）     

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：２７～１５：５１       

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 平成２７年度業務実績の評価について 

  （２） その他 

 ３．閉  会 



 - 2 - 

午後１時２７分 開会 

○西田調整班課長補佐 恐れ入ります。定刻前ではございますが､皆様お揃いなので、これ

から始めたいと思います。 

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

を開催させていただきたいと思います。 

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

す。 

 委員の皆様方にはお忙しい中、また足元の悪い中、本会議にお越しいただきまして、ま

ことにありがとうございます。御礼申し上げます。 

 さて、本日の会議ですが、池田委員、岡崎委員、菅委員、後藤委員、小林委員、それか

ら、長田委員、６名全てご出席いただいております。この場をもちまして感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

 それでは、配付資料につきましてご説明いたします。 

 委員の皆様方には、事前に送付させていただいておりますが、それと同じ資料をお配り

しております。机上にございます資料ですが、まず議事次第、それから配付資料一覧、そ

れから配席図、委員名簿、その後ろにちょっと厚目ではございますが、資料１として評価

書案、続きまして、参考資料として参考１から16までをご準備させていただいております。 

 資料につきましては、これから御覧になりながら、落丁、乱丁、それから不足等がござ

いましたら、随時お申し出いただければお取りかえさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 では、議事に入る前に、総務課長の森より一言ご挨拶をさせていただきます。よろしく

お願いします。 

○森総務課長 皆様、こんにちは。６月17日付で総務課長を拝命いたしました森でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日、委員の皆様方にはお忙しい中ご出席を賜りまして、また、日頃から消費・安全行

政の推進に当たりまして、種々アドバイスを賜っておりますことをこの場をお借りしまし

て厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 さて、本日は農林水産消費安全技術センターの評価ということでございますけれども、

これにつきましては、昨年、27年４月に改正独立行政法人通則法が施行されまして、従来、

独立行政法人評価委員会が評価を行っていたところでございますけれども、主務大臣が自
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ら評価をするというスタイルに変わったところでございます。 

 この方式での評価は、今回で２年目ということでございますけれども、特に今回は、行

政執行法人として位置付けられましたセンターが中期目標でなくて単年度目標による業務

を進めてきた、その最初の評価をする、こういう機会になってございます。 

 既に資料等でいろいろ情報提供させていただいておりますけれども、本年度27年度のこ

の評価書案につきまして、貴重なご意見を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、簡単ですがご挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 

○西田調整班課長補佐 続きまして、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、木村

理事長よりご挨拶をいただくとともに、今回の業務実績自己評価結果につきまして、総評

いただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○木村理事長 ただ今ご紹介いただきました理事長の木村でございます。今回、私どもの

業務実績に関しまして、このように説明をさせていただける場を設定いただきましたこと、

誠にありがとうございます。お礼を申し上げます。 

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、ＦＡＭＩＣを代表いたしまして、一言ご

挨拶を申し上げますとともに、業務実績及び自己評価につきましてご説明を申し上げたい

と思います。 

 ＦＡＭＩＣは、今のご紹介もありましたけれども、平成27年４月から国の相当な関与の

もとに、国の行政事務と密接に関連した事務事業を執行することが求められる行政執行法

人となりました。農林水産大臣から指示されました年度目標に基づきまして、肥料、農薬、

飼料等といった農業生産資材の安全性等の確保に関する業務や、また食品等の品質の改善、

表示の適正化に関する業務につきまして、関係法令等に基づき、正確かつ確実に執行する

ことが求められているところであります。 

 さて、最初に総評といたしまして、私の方から平成27年度の業務実績の特徴的な取り組

みを説明させていただきたいと思います。その後、業務実績及び自己評価の詳細につきま

しては、企画調整部長の方から、また、財務諸表等につきましては総務部長から説明をさ

せていただきたいと思っております。 

 最初でありますけれども、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項に関しまして、６点を説明させていただきたいと思います。 

 まず、１つ目でありますけれども、これは肥料業務についてであります。昨年11月に不
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適正肥料の流通が確認されましたことから、ＦＡＭＩＣでは緊急の立入検査を実施し、対

応したところであります。 

 立入検査の結果でありますが、これらの違反が巧妙かつ悪質であり、これまでの検査方

法では対応できていなかったということがわかりました。そこでＦＡＭＩＣでは、検査規

程や検査方法を見直し、これらの悪質な違反にも対応できるよう検査を実施しているとこ

ろであります。 

 ２つ目でありますけれども、これは農薬業務についてであります。農林水産省の方が推

進しております農薬の品質管理に関する原体規格の設定等について、農林水産省の指示に

より必要な調査を行い、その結果を農林水産省に報告をいたしました。 

 また、農林水産省が実施しています国内農産物における農薬の使用状況及び残留状況調

査につきましては、農産物中の残留農薬の分析に加えまして、これまで地方農政局地域セ

ンター等が担っていた農薬の使用状況の調査、点検、さらには分析試料の採取につきまし

ても、ＦＡＭＩＣが担当いたしました。 

 ３番目でありますけれども、これは飼料業務についてであります。農林水産省からの要

請に基づきまして、肉骨粉等に含まれるシカ由来の原料検出のための検査法の検証を実施

いたしました。また、稲のホールクロップサイレージの給与が原因と疑われる家畜事故の

原因究明のためにカビ毒の検査を実施し、これらの結果を農林水産省に報告いたしました。 

 ４つ目でありますけれども、食品表示業務であります。平成27年４月に食品表示法が施

行されまして、同法の執行にかかわる国と地方自治体との役割分担が成立されましたこと

を踏まえまして、ＦＡＭＩＣでは食品表示監視業務の行政支援機能の強化を図りました。 

 具体的には極めて高い精度で産地を判別できる科学的な検査法の導入などに取り組み、

消費者の関心の高い原産地表示の検査を2,088件行いました。これは前年度と比較しますと

21％の増加に当たります。 

 ５番目でありますけれども、ＪＡＳ規格関係業務であります。農林水産大臣からの指示

を受けまして、消費者の関心が高い有機農産物など有機関係４品目のＪＡＳ規格の調査を

実施し、原案作成委員会の事務局として規格改正等にかかわる原案を取りまとめまして、

農林水産大臣に報告をいたしました。 

 最後の６番目でありますが、食品のリスク管理業務であります。農林水産省が行う食品

安全に関するリスク管理に資するため、麦類のカビ毒実態調査を実施いたしました。今ま

で国内では調査事例がないカビ毒の配糖体も分析対象に加えまして、総計で1,686件、その
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結果を農林水産省に報告いたしました。 

 次に、業務運営の効率化に関する事項をご説明させていただきます。 

 業務運営コストの縮減については、検査等業務の合理化及び効率化を図ることなどによ

り、平成26年度に比べまして一般管理費4.5％、また業務経費12.5％削減をいたしました。

また、調達の合理化を図るため、調達等の合理化計画を策定し、一者応札・応募割合の改

善等を推進いたしました。 

 この他でありますが、情報セキュリティにつきましては、平成27年度から政府統一基準

群を含む政府機関情報セキュリティ対策に基づきまして、セキュリティ・ポリシーを策定

し、対策を実施しております。 

 具体的な取り組みとしては、標的型の攻撃メール対応の訓練の実施、また電子ファイル

自動暗号化機能の導入などにより、情報セキュリティ対策を強化いたしました。 

 今、ご説明いたしましたけれども、以上の業務実績により特徴的な取り組み等でありま

すが、ＦＡＭＩＣは年度目標を達成するために事業計画に基づき、業務を確実に実施し、

また効率化等においても適切に対応したものと考えまして、平成27年度における業務実績

に対する自己評価を全体としてＢとし、農林水産大臣に報告をさせていただきました。 

 最後になりますけれども、ＦＡＭＩＣの役職員一同、今後も行政執行法人として農林水

産省と緊密に連携しながら年度目標を達成するため事業計画に沿って、正確、確実かつ高

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

ざいます。どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、ご承知のとおり、「平成27年度

業務実績の評価について」でございます。 

 まず、最初に農林水産消費安全技術センターより平成27年度の業務の実績及び自己評価

を説明し、次に農林水産省から評価案の説明をさせていただきたいと思っております。 

 説明に当たりましては、まずⅠ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項よりさせていただきたいと思います。 

 それでは、企画調整部長、よろしくお願いいたします。 

○小森企画調整部長 それでは、ＦＡＭＩＣ企画調整部長でございます。 

 資料１、この横の厚い資料に従いまして順次、自己評価をご説明させていただきたいと

思います。 
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 まず、評価書でございますけれども、開いていただきまして１ページ、それから次ペー

ジの２ページが全体評価という形になってございます。 

 ３ページが各中項目毎の評価の総括表、それから４ページ以降がそれぞれの各項目の評

価という形になってございます。 

 各、４ページ以降でございますけれども、冒頭のところで大きな表で主要なデータを取

りまとめまして、その次の表になりますが、この資料でいきますと５ページですが、一番

左の列に年度目標、それからその次の列に事業計画、その横にその評価に当たっての主な

指標、その横に業務実績、その横の列に自己評価、一番右端の列が主務大臣、農林水産大

臣による評価ということで、左から順次、列を追っての記載になってございます。 

 それでは、資料の４ページ以降、５ページから肥料の部分についてご説明いたしたいと

思います。 

 ６ページを見ていただきたいのですけれども、６ページ中段でございますが、農林水産

省からの緊急要請の業務でございますけれども、尿素が使用されました特殊肥料の分析１

件、点数としては17点を実施いたしまして、速やかに農林水産省に報告いたしてございま

す。 

 ７ページ、最下段でございますが、肥料の登録申請、27年度1,268件ということで、全て

20業務日以内に報告をいたしてございます。 

 ８ページの上段のあたりですけれども、「また」以降でございますが、閣議決定により

まして登録手数料を見直すということで、登録手数料見直しに必要な調査を行いまして、

農林水産省に報告をいたしてございます。 

 同じく８ページの中段からでございますけれども、肥料取締法に基づきます立入検査、

27年度は521件を実施いたしてございます。全て36業務日以内に報告をしたということでご

ざいます。 

 ８ページのちょうど下段のところの昨年11月以降のところでございますが、先ほど理事

長からもご挨拶の中でございましたが、27年度の立入検査のうち、27年11月に疑義情報に

基づいて実施しました立入検査におきまして、製造設計書と異なる製造指示書に基づく肥

料の生産、これらの肥料について立入検査時に在庫リストから除外していたことなどが確

認されました。 

 こうした、巧妙かつ悪質な違反事案に対しまして、従来の立入検査では対応できなかっ

たということで、ＦＡＭＩＣの肥料立入検査関係規程の見直しを行いまして、生産工程に
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踏み込んだ検査、あるいは検査職員自ら製品の在庫を確認しながら検査対象肥料を選定す

るといったような関係規程の見直しを行いまして、立入検査の適正化を図ったところでご

ざいます。 

 引き続きまして９ページ、土壌改良資材でございます。地力増進法に基づく土壌改良資

材の立入検査につきましては、31件を実施いたしまして、集取品19件につきまして農林水

産大臣に30業務日以内に報告をいたしてございます。 

 続きまして、10ページからでございますけれども、肥料に起因する牛海綿状脳症の蔓延

の防止に資するため、牛の部位を原料とする肥料の確認の検査、これを21事業所、同じく

肥料用の肉骨粉の製造基準適合確認検査を32事業所に対して実施いたしてございます。 

 この他、汚泥肥料中の重金属の手引書の周知を23件、それから12ページの方に移ってま

いりますけれども、堆肥の放射性セシウムの分析、12ページの一番上段になりますが、81

件を実施いたしてございます。 

 同じく12ページの中段でございますけれども、肥料の調査研究に関しまして肥料の検査

等に関する研究課題11課題を実施しまして、目標８課題に対して11課題ということで、こ

の部分は自己評価としてはＡといたしてございます。 

 それから、12ページから13ページにわたってのちょうど中段当たりの評価の指標のとこ

ろについて少しだけ触れておきたいと思います。12ページの下段の左から３列目にその他

の指標の評価基準というのがＳを除いてＡからＤまで記載されてございます。これは総務

省の評価指針、それから農林水産省の評価方法に定められております数値目標以外の定性

的な目標の基準についてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを記載しております。 

 ここで代表例として記載してございまして、これ以下のところも同じく定性の指標があ

るところにはこの評価基準を用いて評価をしてございます。定性基準のところに全部これ

を書きますとページが増えるものですから、一旦ここに記載しまして、それ以降は省略し

てございますので、その点ご了承いただければというふうに思います。 

引き続きまして、14ページからが農薬の関係ということになります。 

 ページをめくっていただきまして、16ページからでございます。農薬取締法に基づきま

す農薬の見本等につきましての検査につきましては、継続分も含めまして2,349件の検査指

示が参ってございます。農薬取締法に係る基準の設定が必要な農薬につきましては67件、

それから基準の設定が不要な農薬につきましては1,095件行いまして、全て目標期間内に農

林水産大臣に報告をしております。 
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 17ページでございますけれども、新しい成分の農薬の登録に当たりまして、人の健康や

環境への影響の程度を評価した科学的根拠を消費者、農薬使用者、農薬使用の指導者等に

示すとともに、審査の透明性を確保するため、農林水産省と共同で審査報告書を作成いた

しまして、６農薬をホームページに公表してございます。 

 続きまして、18ページでございます。農薬の製造事業所への立入検査でございますけれ

ども、65製造事業所に対して立入検査をしまして、全て25業務日以内に農林水産大臣に報

告しております。また、立入検査の際に集取いたしました農薬24点ついて分析いたしまし

て、これにつきましても全て60業務日以内に報告をいたしてございます。 

 18ページの下段以降になりますけれども、農薬に附帯する業務としまして、ＧＬＰの制

度に基づく適合試験機関の査察、23試験機関に対して実施しております。 

 それから、19ページからになりますが、農薬行政の国際調和の推進、それから農薬のミ

ツバチへの影響評価、原体規格の設定に向けての情報提供等をいたしてございます。 

 続きまして、20ページでございます。20ページの農薬の適正使用を図るため、ちょうど

中段ぐらいになりますが、⑤になりますけれども、農産物中の残留農薬について239件の分

析を実施してございます。 

 続きまして、21ページの⑥、農薬の調査研究でございますけれども、農薬の登録検査業

務の遂行に必要な技術力の向上等のための研究といたしまして、11課題を実施しておりま

す。３課題に対しまして11課題を実施したということで、自己評価としてはＡ評価という

ふうにいたしているところでございます。 

 続きまして、22ページからが飼料ということになります。全体の総括表が続いてござい

ますので、25ページを御覧いただきたいと思います。 

 25ページ、一番上段からでございますが、飼料の緊急要請につきましては２件を実施い

たしてございます。先ほど理事長のご挨拶の中にございましたシカ由来の原料検出の話、

それから稲のホールクロップサイレージの話でございます。 

 それから、続きまして立入検査でございますけれども、566件を実施いたしてございます。

収去品704件を実施いたしまして、全て目標期間内に報告をいたしてございます。 

 同じくペットフード安全法に基づく立入検査につきましては61件、それから集取品が34

件を実施いたしまして、全て目標期間内に報告をいたしてございます。 

 26ページでございますけれども、飼料の飼料分析基準の試験法の開発などを11課題、そ

れからペットフード用の検査法の開発を１課題、いずれも外部有識者を含む委員会におい
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て評価を行って実施いたしてございます。 

 続きまして、27ページでございますけれども、イのところですが、飼料中の飼料添加物

等のモニタリングの検査につきましては、2,362点を実施いたしまして、目標1,600点に対

して148％ということで、自己評価としてはＡ評価といたしてございます。 

 また、引き続きまして耐性菌の発現モニタリング調査として、家畜・鶏から分離された

腸球菌の感受性試験１件を実施しております。 

 27ページの下段ですけれども、飼料、飼料添加物の検定、表示に関する検査につきまし

て182件を実施いたしまして、全て20業務日以内に処理をいたしてございます。 

 続きまして、28ページでございますけれども、飼料、飼料添加物の製造設備、製造管理

の方法等に関する検査等につきまして、566件を実施いたしてございます。 

 また、29ページでございますけれども、有害物質の混入防止に係る検査502件、ＢＳＥの

発生防止に係る検査413件、抗菌性物質を含む飼料の適正製造に係る検査42件を、いずれも

モニタリングの一連としてやっているということでございます。 

 続きまして、30ページでございます。30ページの下段の方になりますけれども、30ペー

ジ、抗菌剤ＧＭＰガイドラインに基づく製造基準の適否の確認に係る検査につきまして39

件について、全て50業務日以内に処理しております。 

 30ページ下段のウのところでございますけれども、飼料の牛海綿状脳症発生防止のため

の動物由来たんぱくの製造事業所、それから魚粉の輸入業者等を含めまして180カ所の検査

を実施いたしまして、ホームページ上に公表いたしてございます。 

 31ページ下段のところでございますけれども、依頼に基づく検査でございますが、飼料

の質に関する製造基準の適合検査等32件を実地いたしまして、申請者に対して結果を通知

いたしてございます。 

 それから、続きまして32ページでございますけれども、飼料等製造者を対象としました

飼料製造管理者資格取得講習会を１回実施してございます。また、飼料関係事業者を対象

としました有害物質混入ガイドライン及び抗菌剤ＧＭＰガイドラインに係る研修を12回開

催いたしてございます。 

 33ページでございますけれども、国際獣疫事務局、ＯＩＥのコラボレーティング・セン

ターとしまして、飼料のモニタリング結果や分析法に係る情報提供、また、活動報告書の

ＯＩＥへの提出を行ってございます。 

 33ページ下段からですけれども、飼料の調査研究でございますが、飼料及び飼料添加物
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の検査に係る調査研究を２課題実施いたしまして、目標１課題に対して２課題ということ

で、自己評価としてはＡ評価としているところでございます。 

 続きまして、35ページから食品表示に関する部分でございます。全体表を見ていただき

まして、その後37ページからでございますが、37ページ、食品表示法に基づく立入検査に

つきましては23件実施いたしまして、全て検査結果を３業務日以内に報告しております。 

 また、都道府県等からの要請による協力調査につきましては３件、これも実施いたして

ございます。 

 38ページでございます。食品表示の科学的検査でございますが、全体で6,635件実施いた

してございます。検査の結果、疑義が認められました182件について、農林水産省関係部局

に速やかに報告をいたしてございます。 

 同じく38ページでございますが、科学的検査の質の向上のため、高精度確認検査13件、

それからスクリーニング検査130件の合計143件の質の高い検査を実施いたしまして、全体

の２％ということで目標どおり達成してございます。 

 38ページの下段からでございますけれども、検査対象の重点化といたしまして、原産地

表示に関する検査を2,088件実施いたしてございます。増加率21％ということで、目標に対

して21％ということで、大きく超えたということで自己評価としてはＡ評価といたしてご

ざいます。 

 また、遺伝子組み換え表示に関する検査を348件実施いたしてございます。遺伝子組み換

え原料の混入の可能性のあるもの51件について、分別生産流通管理の実施状況の調査を行

ってございます。 

 39ページの中段、ウでございますけれども、農林水産省が行う社会的検証への支援を強

化するため、連携調査というふうに呼んでございますが、農林水産省と連携して生鮮食品

816件、加工食品150点、合計966点を買い上げまして検査を実施するとともに、都道府県等

表示監視関係行政機関からの要請による検査174件を実施いたしてございます。 

 続きまして、40ページでございます。40ページ下段の方になりますが、食品表示110番等

を通じまして寄せられた情報37件につきまして、農林水産省関係部局へ回付し的確に対応

してございます。 

 なお、不適正表示につきましては、農林水産省の指示により、立入検査を16事業所に対

して実施しまして、科学的検査26件を実施しております。 

 また、違法なＪＡＳマークの表示につきましては、同様に５件の立入検査と２件の依頼
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分析をいたしてございます。 

 41ページでございますけれども、中段になりますが、食品表示に関する調査研究につき

ましては、食品表示監視業務への活用するため、分析技術、判別技術の開発・改良に関す

る調査研究18課題を実施しまして、調査研究の成果について外部有識者の委員会を１回開

催し評価を受けてございます。ここは課題数18に対して18ということで、自己評価はＢと

しているところでございます。 

 続きまして、ＪＡＳ関係業務でございます。資料42ページに全体の取りまとめを書いて

ございます。43ページからでございますけれども、②からでございますが、ＪＡＳ法に基

づく立入検査につきましては４件、４事業所を実施いたしまして、全て３業務日以内に農

林水産大臣に報告してございます。 

 次ページですけれども、行政部局の要請による事業所への調査につきましては５件、要

請者に対して報告してございます。 

 44ページの登録認定機関に対する調査の業務につきましては、登録認定機関、外国登録

認定機関も含めますが、登録及び更新に係る調査を14件実施いたしまして、全て調査結果

を27業務日以内に農林水産大臣に報告いたしてございます。 

 また、登録認定機関の業務規程の変更等に関する変更の調査を389件実施いたしまして、

これらも全て農林水産省に報告してございます。 

 45ページ、登録認定機関に対する定期的調査でございますが、農林水産省から依頼があ

りました128機関について実施いたしまして、全て30業務日以内に報告いたしてございます。 

 また、格付品855件、立会調査312件、製品検査施設調査62件を実施しまして、適正でな

い事項を認めました48件について是正措置を求めるとともに、是正措置状況の確認を行っ

てございます。 

 続きまして、46ページですが、ＪＡＳ規格の見直しの関係ですが、日本農林規格の制定

等に関する計画に基づきまして、９品目14規格について規格調査の結果を農林水産大臣に

報告してございます。また、原案作成機関としまして６品目７規格について、原案を取り

まとめ農林水産大臣に報告しております。さらに、農林水産省からの依頼を受けまして、

指定農林物資の同等性の審査等に必要な調査を実施しまして、調査結果を農林水産省に報

告しております。 

 47ページでございますが、国際規格に係る業務につきましては、ＩＳＯのＴＣ34、ＴＣ

89／ＳＣ３、それからＴＣ218の、それぞれの専門の国内の検討委員会を開催しまして、国
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内意見を取りまとめるとともに、国際会議に５回出席をいたしまして、国際規格に我が国

の意見反映をさせるよう努めたところでございます。 

 なお、資料の48ページの中段あたりを御覧いただきたいのですが、ここのところに国際

会議のうちＴＣ165、木質構造に係る国際会議のところで、１回派遣でゼロ名というふうに

記載してございますが、ここの部分は括弧内の人数がＦＡＭＩＣの職員の参加人数でござ

いまして、この国際会議につきましては、ＦＡＭＩＣの者は出席者はおりませんけれども、

一番ふさわしいと思われる民間の専門の方の出席をいただいておりまして、１回派遣とし

つつもゼロとなっているのはそういうことでございますので、ご了承いただければという

ふうに思います。 

 引き続きまして、49ページのリスク管理に資するための有害物質の分析についてご説明

申し上げます。 

 50ページを御覧いただきたいと思います。緊急に対応すべき課題が生じた場合に備えま

して、有害化学物質の分析方法、試験方法等についてデータベース等の更新を行っており

ます。 

 51ページのリスク管理に資するための有害物質の分析業務につきましては、農林水産省

のサーベイランス・モニタリング計画に基づきまして、農林水産省から依頼のありました

麦のカビ毒、フキ及びフキノトウのピロリジジンアルカロイド、合計1,788件の実態調査を

実施いたしまして、全て調査結果を農林水産省に報告してございます。 

 同じく51ページの下段でございますけれども、食品安全に係る有害化学物質の分析能力

の確立につきまして、農林水産省から指示を受けました危害要因10課題について、標準作

業手順書を完成させております。 

 続きまして、52ページの下段の方になりますけれども、カビ毒の定量試験に係るＩＳＯ

／ＩＥＣ17025の試験所認定につきまして内部監査を実施しまして、全て要求事項への適合

を確認するとともに、マネジメントレビューを実施しまして、認定試験所としての体制を

維持いたしてございます。 

 引き続きまして、その他の業務でございます。 

 55ページからでございますが、カルタヘナ法、カルタヘナ担保法関係の業務につきまし

ては、立入検査等の指示はなかったので該当する事案はございません。 

 56ページから57ページにかけました情報提供の関係の業務ですが、ホームページ、メー

ルマガジン、それから広報誌、講習会等を通じまして、食品、農薬、肥料、飼料等の安全



 - 13 - 

性に係る情報の提供を行ってございます。指標として掲げられております顧客満足度3.5

以上ということで、いずれも５段階評価で3.5以上ということになってございます。 

 58ページを御覧いただきたいと思います。58ページの事業者等からの講師派遣の依頼に

つきましては、事業者からの依頼を受けて講習会に88回、参加者合計で5,981名の方にご参

加いただいてございますが、役職員を派遣するとともに、委員会に53回、私どもＦＡＭＩ

Ｃの職員を派遣してございます。業務毎の顧客満足度の平均値はいずれも3.5以上というこ

とになってございます。 

 59ページでございますけれども、私ども自身で開きます講習会ですけれども、事業者を

対象に食品等に関する専門的な技術的知見を活用した講習会を８回、参加者330名、それか

ら都道府県の職員を対象に肥料分析技術実務研修を１回、それから都道府県の消費者担当

部局、それから消費生活センターの職員を対象に食品の品質、検査分析技術等に関する研

修を７回開催しております。いずれも顧客満足度は3.5以上ということでございます。 

 続きまして、60ページでございます。60ページの下段の方でございますが、検査・分析

に係る信頼性の確保及び業務遂行能力の継続的向上につきまして、検査・分析に係る信頼

性を確保するため、外部機関が主催いたします技能試験に検査・分析に携わる職員を14回

参加させてございます。各部門毎にＩＳＯ17025、またはＧＬＰの考え方に基づきまして分

析試験等を実施しました他、必要に応じ基準文書、ＳＯＰなどの見直しを行ってございま

す。 

 62ページでございます。研修のところでございます。技術研修ですが、技術研修の実施

につきましては、職員の業務遂行能力を継続的に向上させるため、分析研修を14件、業務

研修を43件、合計57件実施をしております。 

 63ページでございますが、関係機関との連携ですが、国民生活センターとの連携につき

まして、ＰＩＯ－ＮＥＴの利用、それからＦＡＭＩＣ主催による講習会への講師の招聘等

を行ってございます。 

 また、独立行政法人国際協力機構、ＪＩＣＡ等からの要請を受けまして、技術協力専門

家として職員を２回、これはエチオピアですが、エチオピアに派遣いたしまして、また海

外からの研修を３回、延べ10カ国、20名の受け入れを行っております。 

 国民に対して提供するサービスのところは以上でございますので、一旦ここで私の説明

を置きまして、委員の皆様からのご質問なりを受けるという段取りかと思います。 

 ありがとうございました。 
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 以上で終わります。 

○西田調整班課長補佐 それでは、次に農林水産省からの評価案の説明をさせていただき

ます。 

 森総務課長、よろしくお願いします。 

○森総務課長 農林水産省の評価案の説明でございます。 

 同じ資料の３ページをお開き願いたいと思います。 

 まず、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項の部分でご

ざいます。この３ページに肥料、土壌改良資材、その他、各分野の総括表が載ってござい

ますけれども、それぞれの評価は、これをさらに細分化した単位毎に小さな項目評定を積

み上げて出してございますけれども、まず全体像をお話しさせていただきます。 

 この７項目につきましては、ＦＡＭＩＣの自己評価と同様に、全てＢの評価とさせてい

ただいております。各項目についてポイントをご説明してまいります。 

 まず、４ページからの肥料及び土壌改良資材の関係でございますけれども、この業務に

つきましては、先ほどご報告ありましたように、全て標準処理期間内に農林水産大臣に報

告する等、計画における所期の目標を達成しているという評価をしております。 

 また、言及がございました肥料の不適正事案につきましては、疑義情報を受けて立入検

査を実施し、不正な事実を確認するということをやっていただいておりますし、悪質な違

反事案に対応するために関係規程を見直して、新たな規程に基づいて立入検査を実施する

ということになっておりますので、検査の適正化が図られておったというふうに評価して

ございます。 

 次に、14ページからの農薬関係でございます。農薬の登録検査につきましても、全て標

準処理期間内に農林水産大臣に報告をしていただいておりまして、こちらも計画における

所期の目標を達成していると評価してございます。 

 また、調査研究業務の目標課題につきましては、必要な課題を目標３課題ということで

設定しておられましたけれども、11課題実施されておられます。目標比367％ということで

高い量になってございます。 

 また、ＦＡＭＩＣが実施されました外部有識者を含む内容の評価の方においても、高い

評価を得られた課題があるということも踏まえまして、この小項目表記においてＦＡＭＩ

Ｃの自己評価と同様に、これはＡと評価をいたしてございます。 

 なお、この項目につきましては、特に調査研究業務の数の目標が367％という高水準の達
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成状況になっておりますものですから、調査研究業務の定量的指標としての実施課題数に

ついてはどういった工夫をしていくかということで、指摘事項の中で変更を含めた検討が

必要ということを注記させていただいております。 

 次に、飼料及び飼料添加物関係でございます。これは22ページからの内容でございます

けれども、こちらにつきましては飼料中の飼料添加物の基準規格適合検査等のモニタリン

グ検査、これにつきまして目標件数の1,600点以上に対して、2,362点実施するということ

で、計画における所期の目標を達成していると評価をしてございます。 

 なお、このモニタリング件数は目標比にしますと148％ということで、ＦＡＭＩＣの自己

評価においてＡとされておられますけれども、こちらについては検査件数の増加のみでは

なくて、その背景も踏まえて考える必要があるということで、Ｂという評価を国としては

いたしてございます。 

 次に、食品表示の監視に関する業務でございまして、35ページからの部分でございます

けれども、こちらにつきましては、高精度確認検査、またスクリーニング検査を全体の２％

に導入するという計画をお持ちになっておられまして、所期の目標を達成しておられると

いうふうに評価をしてございます。 

 特に、原産地表示に関する検査につきましては、ゴボウの産地判別といったことを含め

て、新たに開発され、有効性が確認された判別手法を導入されたということ、また、検査

手順の見直しを行って、その結果、検査件数の増加率が21％増えているというようなこと、

目標値を相当程度上回っているということでございますので、こちらについてはＦＡＭＩ

Ｃの自己評価と同様にＡといたしてございます。 

 次に、農林水産物等の品質の適正化に関する業務、42ページからの部分でございますけ

れども、こちらにつきましては、登録認定機関等に対する調査等の業務でございますけれ

ども、登録の更新時における調査を14件実施する、また、全て27業務日以内に農林水産大

臣に報告いただくなど、計画における所期の目標を達成しているというふうに評価をして

ございます。 

 また、食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務、49ページ

からの部分でございますけれども、こちらにつきましても、サーベイランス・モニタリン

グ年次計画に従った分析業務につきましては、依頼のありました実態調査を1,788件実施し

ていただき、全ての結果を農林水産省にご報告いただいておりますので、計画における所

期の目標を達成している、このように評価をいたしたところでございます。 
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 以上です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 ただ今のご説明について、ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

 また、業務が多岐にわたることから、まずは肥料及び土壌改良資材関係業務につきまし

てご意見をいただければ幸いでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○小林委員 肥料関係だけじゃなくて、他にも多分ひっかかってきちゃうのですけれども、

去年も多分伺ったことだと思うのですけれども、農林水産省からの指示に従ってやる仕事

がＦＡＭＩＣさん、非常に多いと思うのですけれども、それに関してはその指示どおりや

ればＢですよという評価にいつもなっちゃいますよね。 

 というのは、今年、私も仕事の関係で肥料の関係、いろいろやっていまして、例の11月

の疑義事件のときに、神奈川県も登録肥料ありますので、同じような動きをさせていただ

いていたのですけれども、そのときＦＡＭＩＣさんと一緒に立入検査なんかやったところ

があるのですが、資料16でしたっけ、参考資料です、詳しく書いてありますけれども、多

分、ＦＡＭＩＣの職員の方、非常にすごい仕事量だったと思うのです。神奈川県の肥料の

製造業者に名古屋から見えていたという事例もありまして、そういう非常に大変な仕事を

一生懸命やってこなしていてＢ評価というのは、今の制度の中ではしようがないのかなと

は思うのですけれども、何かその辺をもう少し評価のしようがあるのじゃないかなと毎年

思っているのですけれども、今年は特にそういう大きな事例もありましたので、その辺の

農林水産省としての見解を聞かせていただければと思ったのですけれども。 

○森総務課長 ご意見ありがとうございます。ご指摘の点につきましては、私どもも同様

の問題意識を実は持っているところでございます。 

 Ｂ評価というのは標準ということでございますので、決して悪いことではないのですけ

れども、おっしゃるように、このＦＡＭＩＣは行政執行法人に位置付けられているという

こともありまして、国から指示している仕事をきちんと正確かつ確実に実施していただく

というところに主眼があるものですから、どうしても100％達成、標準Ｂということになり

がちなことなのであろうというところ、同様の問題意識を持ってございます。 

 それで、確実に実施しなきゃいけない仕事をやっていらっしゃる方の評価をどういうふ

うにしていくのかというところは、なかなか悩ましい面もあると思うのですけれども、例

えば業務の実施方法を効率的にする工夫とか、高度にしていくというような工夫とか、そ
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ういった仕事のやり方の工夫についての取り組みが評価に反映されていくとか、そういう

のを何か工夫はできないか、これは１つの例でございましたけれども、そういったことを

検討して、今後の課題としていきたいというふうに、問題として受けとめさせていただき

たいと思います。 

 ご指摘ありがとうございます。 

○小林委員 評価基準がもうこうなっちゃっていますから、これはどうしようもないこと

だとは思うのですけれども、今後に向けてその職員の方の努力をうまく反映できるような

評価というのをしていただければ、職員の方も張り合いが出てくるのかなとは思うのです

けれども、よろしくお願いします。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 他に何か、ご質問はございませんでしょうか。 

○後藤委員 これ、どっちでお伺いすればいいのかわからなかったのですけれども、今の

問題になった肥料の件からなのですけれども、有機ＪＡＳの認証とか、最終的な事件です

よね。その場合に生産工場の方というのはＪＡＳの認定とか、そういう対象になっていた

のですか。 

○食料産業局食品製造課 ＪＡＳの仕組みのお話をさせていただきますと、農家さんがＪ

ＡＳ規格に基づいて生産を行って、自分で格付を行う。その格付を行える農家さんを、Ｊ

ＡＳでは認定というふうに言いますけれども、いわゆる認証するのが登録認定機関。それ

を、いわゆる認定に当たるのだと思いますけれども、大臣がその登録認定機関を登録する

という形になっておりまして、有機ＪＡＳの場合ですと、その有機農産物のＪＡＳ規格に

基づいて農家さんが生産をしているかどうかということが大事なわけです。その中ではこ

ういう肥料を使いなさいということについての決まり事はありますけれども、その肥料が

どういう形で供給されてきたか、それは自分で評価はすることになっています。ただ、今

回の事例のように、そもそも製造、要するに、中身と表示が違うようなものが供給される

と、農家の方ではどうしようもないというのが現行の枠組みになっています。 

○後藤委員 その場合は生産工場はＪＩＳとかＪＡＳとか縛りはないのですか。 

○食料産業局食品製造課 肥料のですね。 

○後藤委員 はい。 

○食料産業局食品製造課 ないです。 

○後藤委員 ないのですか。そういうことですか、わかりました。 
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○西田調整班課長補佐 他に何か、ご質問はございますでしょうか。 

○小林委員 これも全部にかかわっちゃう話なのですけれども、調査研究業務なのですけ

れども、肥料の数はＦＡＭＩＣさん自体はＡ評価にしていて、農林水産省さんがその中身

が普通だからというか、特にいいのがないのでＢにしますと。多分、農薬と飼料に関して

はＡにされていると思うのですね。最後の食品表示に関しては、多分、中身のＢ評価が非

常に多いのですけれども、そのままＢ評価になっている。 

 要するに、数と中身の関係の評価基準というのが全く見えなくて、どういう形でこの農

林水産省さんでＢなりＡをつけているのか、ちょっとその辺が曖昧というか、よくわから

ないので、教えていただけたらと思うのですが。 

○西田調整班課長補佐 調査研究関係については、各業務おっしゃられるとおり共通する

部分がございますので、もし他にも調査研究に関してご質問等ございましたら、あわせて

発言いただければと思います。 

 では、まず先ほどの小林委員のご質問に対して。 

○森総務課長 個別にそれぞれ説明してもらった方がいいかもしれないですね。 

○西田調整班課長補佐 そうですね、お願いいたします。 

○消費者行政・食育課 表示の関係なのですけれども、私ども、今回18の課題がございま

して、内訳を見ますと生鮮食品の原産地なり判別技術の調査というのが５課題中Ａが３で

Ｂが２。それから加工食品の、同じく原材料なり原産地の判別、これが全部で13課題ござ

いまして、そのうちＡが８と、Ｂが５ということで、トータルですと18中、Ａが11とＢが

７ということで、非常に分かれているところではございますけれども、私どもとしまして

は食品表示の監視の業務の中で、こういった産地判別というのは非常に今重要な役割を担

っていただいておりますので、食品につきましては品目がいっぱいございますので、毎年

毎年できるだけたくさんの産地判別ができるような、そういった研究をしていただきたい

ということがございまして、18課題中18をこなしているということはあるのですけれども、

もう少し頑張っていただきたいという意味も込めまして、今回はＢというふうにさせてい

ただいたわけでございます。 

○農産安全管理課 それでは、農産安全管理課長の瀬川です。私からは肥料と農薬の調査

研究業務の評価について説明させていただきます。 

 先ほど総務課長から話がありましたように、調査研究業務の評価に当たりましては、一

つは課題数という定量的なものと、それから研究の中身といったようなもので、両方を加
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味して総合的に判定をさせていただいています。 

 農薬につきましては、課題数が目標課題数３に対して11課題と、367％。また、質的な評

価でございますが、これはＦＡＭＩＣが外部有識者を含めた委員会の中で客観的な評価を

していますので、それも参考にさせていただいています。そうしますと農薬については11

課題ですし、Ａ評価が10、Ｓ評価１ということで、質、量から見て両方とも所期の目標を

上回っていると判断されるというふうに考えました。 

 一方、肥料ですが、肥料の課題数は目標課題数８に対して11課題138％で、120％を上回

っておりました。一方、質的な評価を見ますと、６課題がＡ評価、Ｓ評価は１課題、ただ

し、おおむね所期の目標に達成しているということで、つまり所期の目標には厳密に言う

と達成していないものが３課題ありましたので、全体とすると所期の目標を上回っている

とは言いがたいと考えまして、数は十分、質はもう少し、トータルから見れば所期の目標

を達成しているというＢ評価とさせていただいたところでございます。 

○畜水産安全管理課 飼料ですけれども、１課題に対しまして２課題ということで、数字

的には200％ということでして、中身は外部有識者の方の評価をいただきまして、ＳとＡだ

ったということがございまして、Ａ評価というふうにさせていただきました。 

○森総務課長 まとめて私の方からお話し申し上げたいと思いますが、それぞれの分野毎

の背景もいろいろある中でのそれぞれの判断であろうかとは思うのですけれども、先ほど

の私どもの方の説明の中からでもちょっと触れさせていただきましたが、この課題数の目

標と実績がかなり乖離しているようなケースもございますし、それから内容について十分

評価に反映できるようなシステムになっているかなというところもあると思うので、どう

いった形で29年度目標設定をしていくのがよりいいのかとか、また課題の内容についても

十分評価されるような設定の仕方とか、こういったところはＦＡＭＩＣさんとよく意思疎

通を図りながら、29年度のあり方は検討していきたいなと思っております。 

○小林委員 多分、今ご説明いただいたように、それぞれの担当の課で評価をされている

ので、何かまとめてみるとちょっとばらつきがあるかなというふうに多分見えちゃうんだ

と思うのですよね。だから、もちろん担当の課のご意見を尊重するのですけれども、その

辺はまた総合的にどこかで調整をしていただく必要があるのかなという感じを受けたので、

その辺ぜひまた、来年に反映していただければと思いますけれども。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 ほか何か、ございませんでしょうか。 
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○長田委員 評価のことではないのですけれども、先ほどの肥料の疑義事案のところで、

こういうケースは検査そのものの手法を改善なさったということなのですけれども、もと

もと公益通報みたいなものがないとなかなか気づかないというか、気づけない部分もある

のではないかなと思ったりしておりまして、そういう情報を上げてもらいやすいような仕

組みの対策という方はいかがなものかなと思って。 

○農産安全管理課 それは肥料の話ですので私から説明いたします。11月に太平物産の事

案がありました。実はそれ以外にもいろんな疑義情報というのはＦＡＭＩＣ等に寄せられ

ております。ＦＡＭＩＣはやはり肥料を製造するところから相談される窓口になっており

ますので、実はみずからこれでいいのでしょうかという業者さんからも問い合わせがあり

ます。そういうものをもとに計画的な立入検査ではなくて、疑義に基づく立入検査を別途

やっております。 

 そういうことで、できるだけいろんな情報を立入検査に反映をしていきたいと考えてお

りますし、また今回、こういう悪質な案件があったことを踏まえまして、各肥料メーカー

の方に自主点検をさせるとか、あるいは研修会を開くといったことをやっています。こう

いうものを通じて、できるだけ肥料の表示の適正化を確立していきたいというふうに考え

ております。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 ほかに何か。 

○岡崎委員 汚泥肥料の放射性物質のことに関してなのですけれども、これは製造すると

ころでももちろん調査されているとは思うんですが、農林水産省、それからＦＡＭＩＣも

含めて、実際の汚泥肥料の計測、ある一定以上のアクティビティがなければカットしてし

まうというふうに思っているんですけれども、件数がたくさんになるとかなり時間かかる

と思うのですけれども、その辺の配慮がいただいておられるかどうかだけ、確認したいな

というふうに思いました。 

○小森企画調整部長 今のそっちの測定を、１つはどの辺を測定しているかということで、

ゲルマニウム半導体の放射線測定装置で測定しているのですが、設定した検出下限がちゃ

んと出るようにということで、今１検体2,000秒で、約30分で分析をしております。27年度

の実績でまいりますと、汚泥肥料中のセシウムの濃度基準400ベクレル/キログラムという

のが基準になっているのですが、それを超過したものは１点もございませんでした。 

 １点もございませんという、その測定全体件数ですが、発災から５年たちまして多少件
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数が減っているところもございますが、27年度は81件分析をいたしてございます。このう

ち検出下限、先ほど申し上げました2,000秒で10ベクレル/キログラムを検出下限にしてご

ざいますけれども、その検出下限を超えたものが81件中34件になってございます。検出さ

れたものの平均値が71ベクレル、中央値で出しますと35ベクレル、下よりのものが多いと

いうことになります。最大値はまだ若干、中には高いものがございまして、300ベクレル/

キログラムというのが一番高い数字になってございますが、81件ということで、前年、前々

年の数字までは記憶してございませんが、恐らく100件内外を農林水産省の方ともご相談を

させていただきながら、ある程度、北日本に偏る形かと思いますが、汚泥肥料をとってま

いりまして、それについてセシウムの分析をいたしているということでございます。 

 あわせて申し上げますと、飼料原料の方につきましても、畜水産安全課と相談いたしま

して分析もいたしておりまして、発災以降、きちんと対応できるようにということで、本

省と相談しながらやっているという状況でございます。 

○西田調整班課長補佐 ほか、よろしいでしょうか。 

○小林委員 参考までに教えていただきたいのですが、10ページのところの牛海綿状脳症

のものです。認定はＦＡＭＩＣさんでやっていると思うのですけれども、これに関しては

標準処理日とか、そういう設定はないのですか。 

○農産安全管理課 牛海綿状脳症の蔓延防止の関係だと考えております。具体的に申しま

すと、この業務というのは法令に基づいて申請があったものについて確認をするという行

為ではありませんので、法令上の標準処理期間は設けておりません。 

○小林委員 その法律があるかないかで、その辺って決まってくるわけですか。 

○農産安全管理課 標準処理期間については、行政手続法がございまして、これで法令に

基づき申請されたものに対する処分、こういうものについては標準処理期間を設定すると

いうことが努力義務規定となっております。 

 ただ、参考までに申しますと、27年度、この申請が21件ありましたが、全て業務営業日

で数えますと20日以内に適正に速やかに処理されているということになっております。 

○西田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、農薬関係業務についてのご意見、ご質問等いただきたいと思い

ますが。よろしくお願いします。 

○岡崎委員 ドリン剤の残留に関してですけれども、ウリ科に特に多いということで、農

薬としては製造販売もできていないのですけれども、残留性が非常に高いということで、
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一般の人たちも少し心配しているところだろうというふうに思っているのですけれども、

これに関してはいかがでしょうか。 

○小森企画調整部長 今、委員からのご指摘でございますけれども、農薬残留の調査、実

際に今、地域センターの方ではなくて、私どもＦＡＭＩＣ自身がサンプリングをしまして、

前年度ですと239件、今年はもう少し増えまして500点程度残留農薬の分析をいたしておる

ところでございます。品目につきましても、できるだけ幅広くということと、多少サンプ

リングなり分析のキャパの問題もございますものですから、野菜、果実、米穀等につきま

して、農薬の使用状況の調査とあわせまして、農薬の適正使用の観点から農林水産省です

ので、残留農薬分析を行ってございますので、使用状況の調査とあわせまして分析をして

いるところでございます。 

 今、委員からご指摘のございましたドリン系の農薬なのですが、過去に登録があり使わ

れておりまして、確かに残留性問題があるところなのですが、現実に残留農薬調査で農薬

の適正使用の観点から行っているということもございまして、ディルドリンなどのドリン

系のものは登録が既に失効しているということもございまして、調査対象、分析対象には

していないというのが現実でございます。 

○西田調整班課長補佐 そのほか、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

○池田委員 ファクスで送らせていただいていたと思うのですけれども、17ページの新し

い成分の農薬の登録に当たってという、このイです、括弧のないイ。これは26年度の新規

登録成分の審査報告書の公表率ということで、26年度に登録されたものの審査報告書を27

年度に出す。これ、何か少し期間が長いのじゃないかなというように感じたのでご質問さ

せていただいたのですが。 

○農産安全管理課 この審査報告書を新しい種類の農薬が登録されたときにつくって公表

していくというのは、実は新しい取組で、平成24年、具体的に言うと平成24年９月から始

めているものです。24年９月以降に登録された農薬の中には22年とか23年ぐらいに申請さ

れ、審査の過程で審査報告書を作成していなかったものがかなりの分量ありました。そう

いう意味で、少し時間的な余裕を持って審査報告書をつくるという目標にさせていただい

たところです。 

 ただ、かなり軌道に乗ってきまして、そういう過去に申請されてまだつくっていなかっ

たものというのがなくなってまいりましたので、今後、29年度以降については委員の指摘

にあるような、例えば登録があってから何日といったような処理期間の考え方もＦＡＭＩ
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Ｃと一緒に検討していきたいというふうに考えております。 

○西田調整班課長補佐 そのほか、ご意見ございませんでしょうか。 

○小林委員 ちょっと同じようなところなのですが、16ページの農薬の登録検査業務なの

ですけれども、付表で見たほうがいいと思うのですが、評価表の付表一覧というのが最後

のほうについているのですが、それの１－１－（２）のところで見ると、例えば基準が必

要な農薬547分の67ですよね。１年４カ月が期限でして、実際は10分の１ぐらいなのですよ

ね、検査終了しているやつが。 

 去年の実績で見てもやっぱり同じような数字で、単純に出されたものがそのまま審査し

ていくと１年４カ月以内にはとても間に合わないので、多分、何かほかの仕組みが動いて

いるのだろうと思うのですが、その辺を教えていただけたらと思うのですけれども。 

○小森企画調整部長 では、私の方からご説明します。 

 先ほど全体の説明でも申し上げました27年度の農林水産大臣からの農薬の検査指示です

が、継続分、前年度からの引き継ぎ分も含めまして2,349件ございます。このうち基準の設

定が必要な農薬の指示件数というのが、前年度に指示を受けて検査が継続しているものを

含めまして547件でございます。このうちの検査完了が67件ということで、今、小林委員お

っしゃるとおり、数としてみれば非常に少ない感じを受けるのですが、この部分はＦＡＭ

ＩＣの検査は実は他府省で決定します、例えばＡＤＩが決まっていないもの、あるいは適

用作物が拡大されたりしたりするといったようなことで、登録保留基準、食品安全委員会

がかかわったり、厚労省のＡＤＩがかかわったり、あとは環境省の方のいろんな水産生物

ですとか、そちらの方に係る登録保留基準といったようなものもつくっていただかないと

いけない、そうした基準をつくっていただかないといけないものが結構あるものですから、

そうした使用基準の設定に必要な場合には、こういうことで使用基準を設定してください

ということで、実は農薬検査部の方から各省庁にお願いをして、基準設定、それがまた、

それぞれの省庁の各委員会で専門家の方々の意見を踏まえてつくっていくという、そうい

う時間が非常にかかるものですから、その部分はどうしても検査結果ができないというの

か、そもそも、これで安全かどうかということの確認がとれないということで、これを登

録していいかどうかということの検査結果が出ないという結論になりまして、そうした他

省庁での検討期間に大分時間をとられるということもございまして、こういったような件

数になっているということでございます。 

 先ほどの瀬川農産安全管理課長の方からお話しがございました審査公表のところで、24
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年からスタートしたのですが、それより前の申請のものが幾つかありますというものと全

く同じ状況になっているということでございます。自立的に時間がコントロールができな

いということです。 

○小林委員 そうすると、この目標期間の１年４カ月というのが非常に何か不思議な年数

になっちゃうのですよね。 

○小森企画調整部長 それで今申し上げました１年４カ月はＦＡＭＩＣが実際に自分たち

が検査している部分だけでも、実は１年４カ月ぐらい、非常にこのテーブルの倍ぐらいの

分の文書を、もう小林委員ご存じのとおりでございます。審査をいたしますので、やられ

る安全性の評価、各担当課で分析調査、書類を審査してくれますので、基準設定のあるも

のも10.5カ月、それから、ないものについては１年４カ月ということで、ＦＡＭＩＣ内自

身でそれだけ、それに加えまして今申し上げました他省庁の分がかかりますと、４年、５

年といったようなものも結構多くあるというのが実情でございます。それだけ国民の皆様

に安全性に配慮して農薬の登録を行っているというふうにＦＡＭＩＣとしては自負はして

いるところでございます。 

○小林委員 何かうまく表現する方法、１年４カ月というのにすごくひっかかっちゃうの

ですよね。実際はもっと年数かかっちゃっているわけですよね。 

○小森企画調整部長 他省庁の分まで含めて年数を入れれば、今申し上げましたとおり３

年、４年ということですが、他省庁の審査部分もＦＡＭＩＣでこれぐらいの年数で妥当だ

ろうというふうに決めていくというのは非常に難しいものですから、その部分は我々事務

方の方でまいりますと、俗に時計をとめると言い方をしているのですが、時計をとめまし

て、もう一度そのデータ、ＡＤＩが決まって以降にまた１年４カ月の日にちをだんだん自

分たちで立てていってと言うのでしょうか、消化していって、１年４カ月以内には少なく

とも他省庁で基準が決まれば報告をするようにということで決めているということでござ

います。 

○小林委員 １年４カ月というのはあくまでもＦＡＭＩＣさんが審査をしてということな

のですよね。待ち時間があるのですよね。 

○小森企画調整部長 はい、左様でございます。 

○小林委員 わかりました。 

○西田調整班課長補佐 それでは、続きまして、飼料及び飼料添加物業務について、ご質

問等ございましたらお願いいたします。 
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○後藤委員 事前に送らせていただいたのですが、評価書の25ページの主務大臣による評

価のところで、④の項目ですが、148％いっているという部分に対して、ＦＡＭＩＣさん自

身はＡという評価を、主務大臣の方でＢという評価に変えられているという部分なのです

けれども、評価の参考資料の１というものの40ページに、定量評価の場合にはという数字

で出されているのですね、評価基準が。そこだとこの数字というのは、もっと極端にいく

とＳ評価の数字になってしまう部分、148％ですから120％をさらに超えているということ

で、Ｓ評価になってしまうような数字で、それを加味したらＡ評価と、Ｓはないだろうと

いうことで、多分Ａ評価というふうに出されていて、それを本省さんの主務大臣、担当の

方でＢ評価に落とされている。 

 その理由は、ここに書かれているのが点数の増加のみでＡ評価とするのは適当でないと

いうふうに書かれているのですけれども、ルーチンの分析の場合には、その方法等を変え

るというのは、これは全く研究であったり別のことになるので、ルーチンの分析の場合に

は完全に数値評価に来るのではないかな。数値評価の場合に数値評価のもとが評価基準と

してあるのだったらば、やっぱりそれは尊重すべきなのではないかという、ほかの部分も

含めて、そういう気がするのですが、その辺いかがでしょう。 

 というのは、去年、全然違うところでそれを申し上げ、これ評価の仕方がおかしいのじ

ゃないですかと申し上げたときに、その評価の仕方がそうなっているのでそういう評価を

しますとおっしゃられたので、逆の意味でいかがですかということです。 

○畜水産安全管理課 ここの部分なのですけれども、そもそも1,600件という目標水準を立

てたときに、飼料の方にＧＭＰを導入することによって、配合飼料工場の方の登録が進む

だろう。対象が配合飼料工場から飼料原料の向上へシフトするだろう、そうするとサンプ

リングの１カ所当たりのサンプリングの数が減っていくだろうということで設定していた

のですけれども、ちょっと、そのＧＭＰの導入の方がなかなか進まなくて、これまでどお

り配合飼料工場中心になってしまったものですから、ちょっと目標数を設定したときの考

え方とずれてしまった。 

 結果的に従来と同じような数がサンプリングされているということがございまして、そ

れで41ページ、同じその参考の１の41ページのちょうど一番下ですけれども、留意事項の

ところで目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合には

その旨記載する……その旨記載していないのですけれども、ここのところを勘案しまして、

数だけではなくということでＢというふうにさせていただいたところです。 
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○後藤委員 その辺少し評価を、だったらきちっとそこを評価、こういうところでという、

数だけで評価するのは妥当じゃないという表現でとめられるというのはちょっと問題かな

という気がします。 

 逆に言えば、それはＦＡＭＩＣさんの責任ではなくて、本省さんの方からこういうこと

でやってくださいってお願いした側の責任である部分もあるわけで、その辺のところはち

ょっとあり方としてひっかかる。 

 もう１件、続けてよろしいですか。これは全く言葉の表現だけの問題なのですが、26ペ

ージの同じく本省様の評価の中の⑥の一番最後のところ、３行なのですが、検査件数の増

加のみをもってＡとする評価は適当でないことからＢとすると書いていらっしゃるのです

けれども、これもともとＦＡＭＩＣさんがＢ評価なのですよね。なので、この表現は何か

ＦＡＭＩＣさんがＡ評価を出しているのをＢ評価に変えるというふうにとられてしまう評

価ですので、書き方ですので、ここ、表現をお考えいただけたほうがいいのかなという感

じがします。後ろだけ何か誤解を受けますので。 

○畜水産安全管理課 おっしゃられたとおり、追認しているような部分がありますので、

誤解を受けないようにしたいと思います。 

○西田調整班課長補佐 あとはよろしいでしょうか。 

 先ほどの関係、後藤委員がおっしゃられたＦＡＭＩＣがＡ評価というところを本省でＢ

評価に変えているというような表現がございましたけれども、こちらの意図としては、本

来数字だけで見るとＡ評価なのですが、今回はＢ評価にしましたというような書きぶりを

あそこに書いたということです。 

○後藤委員 なのですけれども、ＦＡＭＩＣさん自体がＡ評価をしているのだったら、あ

の表現でいいと思うのですよ。ただ、ＦＡＭＩＣさんがＢ評価で出していらっしゃる部分

なので、あの評価だと評価変えましたというニュアンスだけ残っちゃうので、ちょっとそ

れがひっかかったという、言葉だけの問題です、それは。 

○西田調整班課長補佐 他は、ございませんでしょうか。 

○小林委員 25ページの立入検査のところの業務計画の最後のところの収去品の試験結果

なのですが、試験結果終了後から15日以内に報告って資料の方は書いてあって、今までの

肥料、農薬だとこれ収去日からですよね。何か視点が違うので、何かちょっと並んで見ち

ゃうと違和感を感じちゃうのですが、この辺も法律で決まっているからということになっ

ちゃうのでしょうか。 
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○畜水産安全管理課 それぞれの根拠のところに全て確認はしていないのですけれども、

それぞれ事務を進めるに当たっての事務の進め方の局長通知を業務毎に定めていまして、

それに基づいて取りまとめていただいて報告していただく期限とか、そういうのを定めて

いまして、それから逆算したことによって、それぞれに起点が違ったり日数が違ったりと

いうようなことが起きてしまっているというふうなところでございます。 

○小林委員 多分、出だしが違って、一緒になったときに変わっていないからなのだと思

うのですけれども、何か見ていると違和感を感じるのと、起点が違うと職員の方のプレッ

シャーがかなり違うのかなという気がしたのですけれども。その辺はやむを得ないのでし

ょうね。 

 何かの機会があったらちょっと見直された方がいいのかなという気はしますけれども。 

○畜水産安全管理課 農産安全管理課長とちょっと一緒に確認いたします。 

○西田調整班課長補佐 そのほか、何かございませんでしょうか。 

○後藤委員 これは私、個人的な思いの部分もあってお願いなのですが、ＦＡＭＩＣさん

の33ページのＯＩＥの関連業務です。これは、こういう飼料分野でのＯＩＥというのは、

食品分野でいうコーデックスに相当する組織だということは皆さん十分ご承知だと思うの

ですが、それにしては非常に何か軽く書かれて軽く扱われているという感じがして、ちょ

っとＦＡＭＩＣさん、かわいそうだなという気がするのですよ。 

 ですから、この辺のところの活動の重要性というのは、国内だけではなくて日本が世界

の中で、特に飼料の場合は輸入原材料が主力になっているという現状もありますので、そ

ういうところを含めてこの辺の活動に関する評価というのを定量的なものが出る部分では

ないので、なかなか評価するのは難しいと思うのですけれども、ポジティブに積極的に評

価していくようなシステムを何かお考えいただけたらなというふうな気がいたします。 

○畜水産安全管理課 ありがとうございます。ご指摘の点を踏まえまして、今後の指標の

設定のところで、まず定量的な部分で情報提供の回数、例えばですけれども、何かできな

いかといったようなことから検討したいというふうに思います。 

○西田調整班課長補佐 それでは、次に食品表示の監視に関する業務について、何かご質

問、ご意見等ございますでしょうか。 

○小林委員 これもまたひっかかっちゃった、同じようなことなのですが、37ページの立

入検査のところなのですが、これ、科学的分析を実施したと書いてあるのですが、これに

ついても報告には一緒に書かれているのでしょうか、立入検査報告。 
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○小森企画調整部長 立入検査報告、これ３日という非常に短い期限になっておりまして、

もちろん、ほかの立入検査も先ほど農安課長からございました偽装に伴うような、偽装な

り、あるいは疑義に伴うものもあって、緊急を要するものもあるのですが、食品表示に関

するものについては、特に表示偽装が疑われるところに立入検査を行くという、定例的に

行っているものではなくて、偽装のところだけに特別に立ち入るのが立入検査なのでござ

いまして、すぐ食品ということで、もちろん肥料も大事な安全性を確保するのは大事なの

ですが、表示偽装については３日という非常に短い期限を求められているものですから、

まずは社会的検証という形で、その業者に立ち入って確かめられたことを急いで取りまと

めて３日ということで、その際に、場合によってはその他業者さんから偽装のありそうな

商品を収取したり、あるいは、その原材料を持ってきたりというようなこともあるのです

が、その分析が３日では間に合わないものですから、あと、できるだけ早くそれに対応す

るということで、伝票の整理だとか、そういうような内容、あるいは確認できた事項につ

いて３日間で報告いたしまして、その際に仮に食品などを収取してきた場合には、その後

から検査結果をさらに本省に報告いたしまして、その検査結果も踏まえた上で、必要があ

れば再度、再々度、あるいは関連の事業者まで含めて立入検査を行っていくという、そう

いう形で立入検査を行っております。 

○小林委員 何か検査結果報告と言うと、全部まとめて検査結果報告なのかなというよう

な気もしちゃうのですけれども。 

○小森企画調整部長 立入検査では、実施した検査（複数回の場合もある）の内容を農林

水産省が総合的に判断し、検査の終了を決定します。FAMICでは、終了とした日から３業務

日以内に農林水産大臣に立入検査結果を報告しているところです。科学的検査については、

一連の検査の過程で試料を入手した場合に実施し、科学的検査結果に関する報告書を作成

の上、立入検査の結果に添付し報告しています。実施した６１件の検査結果についても同

様に添付し報告しているところです。 

○西田調整班課長補佐 他に、何かございませんでしょうか、食品表示関係。 

○後藤委員 これ、教えていただきたいのですが、今のところのすぐ後の高度な検査とい

うか、科学的検査のところなのですが、38ページの方に6,635件に対して実施というのは、

これは検査をした件数。その総数のうち182件について報告された。その後ろのところで分

析の件数なのですが、スクリーニング検査130件で高度の確認試験が13件ということなので

すが、これはその182件に対してこれだけということになるのですか。 
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○小森企画調整部長 38ページの今、後藤先生おっしゃいました③のアのところに実施率

２％ということで書いてございまして、6,635分の143ということでございまして、6,635

件の中にこの13件と130件が含まれているということでございます。必ずしもこの182件と

全部リンクしているというわけではございません。 

○後藤委員 この13件の高精度確認試験というのと130件とではどう違うのですか、実際の

ところ。 

○小森企画調整部長 高精度確認試験は、いかにも疑義のありそうなものについて、さら

に確度を高めてというご要請が本省の方からあるものですから、例えばＩＣＰとＤＮＡと

を合わせて、その両方の検査結果を合わせますと、当然その偽装の発見確率は上がります

ので、そういうものを称して高精度確認検査というふうに呼んでいます。 

 一方で、130のスクリーニングの方は、まさにスクリーニングということで、世の中いろ

いろ物議をかもしている、具体的な食品名を挙げると差しさわりがあるので挙げませんが、

いかにも偽装のありそうな商品について、まずサーベイのような形で非常に簡単な検査を、

例えば原子吸光のようなものとか、非常に高度な分析まで、時間のかかる分析までをしな

いで、このようなものがありそうだというので、まずスクリーニングをかけて、その上で

必要に応じてまさにこの高精度確認検査のような高精度なものをやれば、より偽装の摘発

率が高まるだろうということで、高い確立のものと、そうでない簡単なものを組み合わせ

て分析をすることによって、より食品の偽装を見破ろうということで、特にその6,000件の

うちで２％はそういったような、より偽装が発見しやすいような分析を行っていこうとい

うことで、目標にも掲げて事業をやっているということでございます。 

○後藤委員 わかりました。ありがとうございます。 

○西田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に農林水産物等の品質の適正化に関する業務について、ご質問ございます

でしょうか。 

○長田委員 ここで伺うのがいいかわからないのですけれども、国民生活センターがエゴ

マのテストと言うか、そういうテストをなさったときに、結局、基準がないので、そのエ

ゴマの油が、本物のエゴマの油なのかどうかというのが結局判定できないということで、

ＪＡＳ規格のような何か、もしくは品質表示基準、何かが欲しいということを要望されて

いたと思うのですけれども、何かそういう新しい規格というもののときに、例えばエゴマ

の油だと販売されている量が少ないとか、生産者が非常に多い、小さい、団体がないとか
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という、いろんな条件の中で、難しいというような説明を昨日受けたばっかりだったので

すけれども、そういうものへの取り組みというのは何か、このくらい売れているものであ

ればとかというような、何か基準を持って取り組んでいらっしゃるのかどうか、教えてい

ただければと思うのです。 

○食料産業局食品製造課 具体的にこういうものにこういう基準を持ってつくっていると

いう、数値等の明確な基準というのはございません。今おっしゃったとおり、例えば先般

も介護食品のＪＡＳ規格というのを制定させていただいたりしているのですけれども、民

間基準がいろいろあって、新しいマーケットをつくっていくに当たって、基準がいろいろ

あると混乱するということで、国家規格で新しい１つの物差しをつくるとかいうことの必

要性であるとか、そういう社会的なニーズとか、そういったものを総合的に勘案して決め

ているということでやっております。 

○長田委員 かなりその成分がばらついていて、販売されているものがですね。何が本物

のエゴマ油なのか、でも基準がないからこれ以上の発表ができないという、ちょっと残念

なことになっていたので、何か手立てはないのかなと思ったものですから。 

 ありがとうございます。 

○小森企画調整部長 今、長田委員からお話のあったエゴマの国民生活センターの検討に

当たっては、私どもの方にもご相談ございまして、表示の問題があるということもござい

まして、ゴマの知見は余りないのだけれどもということで生活センターの方にお答えした

のですが、そうは言ってもということで、私どもの表示監視部の課長がその委員会の委員

として、先ほど委員派遣で、もう長田委員ご存じかと思うのですが、委員派遣で出て行っ

ておりますので、その報告を受けていないで、いかほどの発言があったのか、実は余りよ

く知らないのですが、私ども、できる範囲内でいろんな商品を見たり、あるいは分析した

りしていることもあるものですから、そういうところでお役に立てるのであれば、国民生

活センターとの連携という面もございますので、委員派遣もそんなところで扱っておりま

して、お役に立てればということで活動しているということをご報告だけさせていただき

ます。 

○西田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。ご質問はございませんか。 

 それでは、次にその他の業務については何かご質問ございませんでしょうか。 

 特にないということであれば、次に進めさせていただきます。 

次は、業務運営の効率化に関する事項について、ＦＡＭＩＣの方からご説明をお願い
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いたします。 

○小森企画調整部長 では、今の資料１の方の64ページからでございます。業務運営の効

率化に関する事項ということで、業務運営の改善のところからご説明をさせていただき

ます。 

 まず、64ページの効率的な法人運営と継続的な業務改善活動を推進するために、①に

ございますとおり、四半期毎に予算の執行状況及び業務の進捗状況を役員会で審議をい

たしまして、効率的、効果的な業務運営の実施を確認いたしてございます。 

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

て、幅広い視点から業務改善に取り組んでございます。 

 続きまして、66ページを御覧いただきたいと思います。業務運営コストの縮減でござ

います。66ページの人件費を除く運営費交付金で行う事業に要した経費につきましては、

平成26年度に比べまして一般管理費で4.5％、業務経費で12.5％の抑制となってござい

ます。 

 また、外部委託することにより業務運営の効率化に資するものとして、残留農薬の分

析の混合標準液の調達等についてアウトソーシングを行ってございます。 

 67ページ、このほかですけれども、分析機器の有効活用を図ったほか、役員、関係有

識者からなる無駄削減プロジェクトチームにおきまして、一般管理費について経費節減

の余地がないか等の見直しを行いまして、引き続き経費削減に取り組んでおります。 

 続きまして、人件費の削減でございます。68ページを御覧いただきたいと思います。

人件費の削減につきましては、私ども公務員の身分を持ちました行政執行法人というこ

ともございまして、給与水準は国と同水準を維持しておりまして、ラスパイレス指数は

99.3になってございます。 

 69ページを御覧いただきたいと思います。総人件費でございますが、業務運営の効率

化を図ることによりまして、常勤職員数を平成27年１月の636名から634名と２名減とい

うことでございまして、1.5％の削減をいたしているところでございます。 

 続きまして、調達の合理化、70ページでございます。70ページの調達合理化の取り組

みにつきまして、公正性、それから透明性を確保しつつ、合理的な調達を促進するため

に調達合理化計画を策定、公表し、これに基づいて調達を行っております。 

 昨年いろいろ議論いただきました一者応札・応募につきましては、調達情報の提供の

推進、あるいは仕様書の見直し、公告期限の延長といったような取り組みをさらに一層
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推進いたしまして、前年度に比べて6.4ポイント減少いたしまして、38.5％ということ

になってございます。 

 続きまして、71ページの中段の「また」のところを御覧いただきたいのですが、平成

26年度の会計検査院の決算報告におきまして、少し前にさかのぼりますが、平成19年度

から23年度の研究用物品の購入に当たりまして、翌年度納入により購入を行ったことな

どと指摘されました不適正の経理の指摘がございました。これにつきましては、ＦＡＭ

ＩＣ、外部有識者による第三者委員会における検証・提言を踏まえまして、再発防止強

化策を策定し公表するとともに、理事長訓示による全職員への注意喚起、それから担当

課長、担当者会議を開催いたしまして、周知徹底を図りまして、不祥事の再発防止に努

めたところでございます。 

 同じく71ページの随意契約でございますけれども、ＦＡＭＩＣの契約事務取扱規程を

改正いたしまして、随意契約によることができる場合の条項を新たに定めまして、随意

契約によることができる事由を明確化いたしてございます。 

 競争性のない契約件数は10件でしたけれども、随意契約による事由を明確にし、当該

事由につきましては契約監視委員会において事後評価が行われまして、その妥当性を確

認したところでございます。 

 短うございますが、業務運営の改善につきましてはここまででございます。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、農林水産省の方からお願いします。 

○森総務課長 この部分の農林水産省の評価案でございます。 

 ３ページの評価総括表にまたお戻りいただきたいのですが、右上のところに業務運営の

効率化に関する事項、４つございますけれども、いずれもＦＡＭＩＣの自己評価と同様に

全てＢの評価といたしてございます。 

 幾つか主要な点について触れたいと思います。 

 まず、66ページからの業務運営コストの縮減についてでございますけれども、こちらに

つきましては検査等業務の合理化及び効率化を図ることなどによりまして、一般管理費の

削減率は目標の３％以上ということに対して4.5％、また、業務経費の削減率は、目標の１％

以上に対して12.5％となっておりまして、目標の数字を満たしているところでございます。 

 なお、この削減率は、目標値を大きく上回っておるものでございますけれども、つぶさ

に見てまいりますと、業務経費につきましては契約履行期限の制約によります執行の見送
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りでございますとか、農林水産省の組織見直しに伴う一時的な業務の縮減など、こういっ

た外的な理由が要因となってございます。 

 また、一般管理費につきましても、合同庁舎分担金の実績額が予定額を大幅に下回った

ことが主な理由でございまして、こういった外的な要因によるものであるということで、

Ｂのままの評価といたしてございます。 

 70ページからの調達等の合理化の取り組みでございますけれども、こちらにつきまして

は、競争性のある契約に占める一者応札・応募の割合についてございますけれども、これ

については仕様書を見直すでありますとか、公告期間を十分確保するなどの取り組みを行

いまして、目標の42％以下ということに対しまして39％となるなど、目標の数字を満たし

ているところでございます。 

 なお、先ほどもお話もございましたが、平成26年度検査報告において指摘がありました

点につきましては、外部有識者による第三者委員会における検証・提言を踏まえまして、

再発防止強化策を策定し公表されたということ、そして理事長訓示により注意喚起、担当

課長及び担当者会議を開催して周知徹底を図る等の不祥事の再発防止に努めておられると

いうことをあわせてご報告いたしたいと思います。 

 以上です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 ただ今の業務運営の効率化に関する事項について、何かご意見、ご質問等ございました

ら、よろしくお願いいたします。 

 菅委員、お願いします。 

○菅委員 随意契約のお話なのですけれども、以前から１者しかないものについては、や

っぱり競争入札というか、できないというお話で、どうしても各機器のメンテナンスの保

守点検みたいなところは難しいのではないかという説明を受けておりましたけれども、後

ろの方につけられています、６ページのところの表の２－４－２のところ、競争性のない

随意契約となった契約内容と要因というところの表がございまして、そちらの方に見てい

きますとどうしようもないのかなと、素人でも思われるところなのですけれども、全国消

費生活センター情報ネットワーク回線等導入業務というのが下に２つございまして、それ

は多分、先ほどお話が出ていた国民生活センターとの連携というところのパイオネット情

報のことなのかなと思うのですけれども、パイオネット情報も全国で結ばれているのかな

と思いまして、ここも１者だけなのかなという、１者だけだから出ているのでしょうけれ
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ども、その辺のところを教えていただければなと思います。 

○坂東総務部長 パイオネットは本部と言いますか１者だけということで、全国というこ

とではなっておりません。 

 それから、分析機器の修理とか、そういうお話があったかと思うのですけれども、こう

いったものは複数の会社の応札が難しいということが予想される業務なものですから、ま

た代理店制度を導入しているがゆえに競争に付しましても、例えば東京に代理店があって、

大阪に代理店があってというふうなことで、他地域の代理店が入札に参加するというよう

なことがないものですから、どうしても一者応札とか一者応募というふうなことにならざ

るを得ないという状況になってございます。昨年と変わらないという状況でございますけ

れども、こうしたものは特命随意契約というふうに分析機器の場合は申しておりますけれ

ども、これについては特命随契というふうに移行していただきたいということがございま

して、この件につきましては、現在、筑波の研究開発法人でございますけれども、農研機

構が技術会議事務局さんを通じまして総務省と代表して折衝をしていただいておりまして、

まだ認められるという結論には至っていないという状況がございます。 

○西田調整班課長補佐 この件につきましては、前年、後藤委員の方からもいろいろとご

指摘をいただいているところですけれども、今現在、改善に向けて調整をしておるという

ところでございます。 

 よろしいでしょうか。 

○池田委員 一般管理費の削減率が4.5％ですか、先ほどそれで、その理由が合同庁舎の分

担金という、内々の、こちらの内部の理由が主なものだということで、評価Ｂになってい

るのですけれども、それをもし考慮して、その影響というのを排除しても３％以上の削減

になっておられるかどうか、その辺は確認されているのでしょうか。 

○坂東総務部長 検討はできていないのですけれども、後ほどのご報告でもよろしいでし

ょうか。 

○池田委員 余り細かいことを言ってもあれなのですけれども、もしそれが排除した場合

に３％を切るようなことがあるのかどうか、その辺が気になったもので。 

○坂東総務部長 一般管理費では、合同庁舎分担金の大幅な負担減の影響を除いた場合、

３％以上の削減は確保できていません。仮に、合同庁舎分担金の負担減が無かったとして計

算すると約０．３％の削減でした。 
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一般管理費の執行については、これまでも常に見直し無駄削減に取組んでまいりましたが、

今後も経費の縮減に努めてまいる所存です。 

○池田委員 そうですか、わかりました。 

○西田調整班課長補佐 あとは、よろしいでしょうか。 

○後藤委員 先ほどご説明を伺って逆に気になったのですが、業務経費の削減率が12.5％

で、それも何か途中でやらなくなったものがあったというお話だったと思うのですが、逆

に言うと来年度か今年に対してリバウンドというのはどう関係ありますか。 

 つまり、こういう数字って対前年比ですよね。前年、ほかの理由でもってどんと落っこ

ちていて評価されなくて、それがもとに戻ったから、当然リバウンドは出るはずなので、

10％以上落っこちたところで２ポイント出ると、多分プラスがとんでもない数字が出てく

るのじゃないかという気がするのですけれども、その辺は。 

○朝倉理事 それは、ご心配になっているのは、その分を運営費交付金がぐっと減ってい

るから、そのリバウンドした業務をちゃんとやらなきゃいけないのじゃないか、そういう

心配ですか。 

○後藤委員 それもあるし、来年度の評価において、逆に言えば、対前年度比マイナスじ

ゃなくてプラス幾つになっているから、評価はＣですよ、Ｂですよという話になっちゃう

のかなということです、逆に今、評価として。 

○朝倉理事 そこは全体のＦＡＭＩＣの業務経費の中において、特に大きかったのは残留

農薬の分析のところとか、業務が縮減になったというところで、そこは今年度、業務が増

えていますので、当然その分は増えてはくると思います。 

 ただ、全体として経費が大きく増えるかどうかというのは今年度業務を進める中におい

て、できるだけ効率的にはやっていくというふうにはしたいと思いますが。 

○後藤委員 経費を増やせと言っているわけではなくて、ほかの理由でもって減ったもの

が、ある意味で正常な状態に戻ったときに、見かけ上は増えますよね。それが対前年度比

ということで大抵比較をすると、次の年度の評価が悪くなるので、そこは評価としてシス

テムを考えておかないといけないじゃないですかということなのです。 

○森総務課長 28年度の目標を立てているので、それはどうなっているかによるのですけ

れども。 

○朝倉理事 目標を受けて、事業計画もそれに応じて我々も立てて、かつ今、後藤委員か

らご指摘もあったようなリバウンドと言うか、業務が少し増えた分もあるので、そこを考
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慮して一応、我々も実行予算を組んでやっていますので、当然、企業努力と言うか、組織

の努力として目標を達成すべく努力します。ただし、その辺の評価はまた自己評価とか、

本省内の評価の中で、せっかく暖かいお言葉をいただいたので、総務課長からもあったの

で、我々も考慮したいと思います。 

○森総務課長 そうしたことも踏まえて来年度の評価作業をやってまいりたいと思います。 

○西田調整班課長補佐 その他、ございませんでしょうか。 

 なければ、次、財務内容の改善に関する事項について、ＦＡＭＩＣの方からご説明、お

願いいたします。 

○小森企画調整部長 資料の73ページからでございます。財務内容の改善、それからその

他の事項も続けてご説明をいたしたいと思います。 

 資料73ページから保有資産の見直しについてご説明を申し上げます。保有資産の見直し

につきましては、私ども保有している庁舎、それから敷地、圃場、分析機器など保有資産

がございますけれども、その利用・稼動状況に係る調査をいたしまして、保有の必要性を

判断いたしまして、必要のない、例えば分析機器などは保有資産から除却をしたところで

ございます。 

 また、ＦＡＭＩＣが保有する特許につきましては、役職員で構成します職務発明審査会

におきまして必要性の検証を行いまして、前年度27年度は動物由来ＤＮＡの特異的プライ

マー対について放棄をすることといたしまして、これ以外は維持することといたしてござ

います。 

 続きまして、資料の75ページでございます。自己収入の確保でございます。自己収入は

27年度44,081千円ということで、人件費を除きます総事業費のうち、自己収入が占める割

合は3.3％ということになりました。 

 前中期目標期間、平成23年度から26年度までの人件費を除く総事業費のうち自己収入が

占める割合と比べまして、0.2ポイント低下をいたしてございます。目標は一番左にござい

ますとおり、0.3ポイント以上引き上げるというのが目標になってございますので、目標達

成ができていないということで、自己評価はＣにいたしてございます。 

 自己収入の確保につきましては、毎年でございますけれども、講習事業につきましてア

ンケート調査によりニーズを把握する、あるいは事業者、生産者、都道府県等からの依頼

に基づく講習、講師派遣について、ホームページ、メールマガジン、広報誌を通じて周知・

広報するなど、自己収入の確保に努めたところですが、少し足りなかったというところで
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ございます。 

 続きまして、78ページ、予算、収支計画でございます。予算、収支計画、資金計画につ

きましては、予算の執行を適切に行い、業務経費、一般管理費の削減に取り組んでござい

ます。今ほどご説明したとおりでございます。 

 法人運営の資金配分につきましては、予算の不足が生じないように定期的に執行状況を

把握するとともに、適切かつ効率的な資金配分を行ってございます。 

 続きまして、80ページ、短期資金の借り入れでございますが、これは該当する事案はご

ざいません。 

 続きまして、その他事項もあわせてご説明をさせていただきたいと思います。 

 81ページを御覧くださいませ。職員の人事に関する計画でございます。職員の人事につ

きましては、本人の希望も尊重しつつ、職員がそれぞれの能力や実績を総合的に勘案いた

しまして、適切に人材配置を行ったところでございます。 

 それから、次のページになるかと思いますけれども、82ページの一番下になるかと思い

ますが、女性の登用の関係でございますけれども、役員の占める女性の割合は16.7％で、

現状維持してございます。管理職に占める女性の割合は5.9％ということで、前年度からの

増加はございませんでした。 

 引き続きまして、84ページ以降の内部統制の充実・強化でございます。通則法の改正に

伴いまして、内部統制の充実・強化を求められたということがございまして、それに関連

した項目についてご説明いたしたいと思います。 

 85ページの内部統制の充実・強化についてですが、まず理事長のリーダーシップのもと

に効率的・効果的な業務運営を推進するために、内部統制規程及びリスク管理規程を新規

制定するとともに、内部統制委員会において内部統制基本方針を決定いたしてございます。 

 85ページ最下段の業務上のリスクでございますけれども、リスク識別、評価等のための

リスク管理規程に基づきまして、リスク管理委員会を設置いたしまして、業務実施上のリ

スクの識別、評価、管理を適切に行っております。 

 86ページでございます。適切なガバナンスの確保、内部統制のさらなる充実強化を図る

ために、役員会を15回開催いたしまして、重要事項の審議・決定を行ってございます。 

 同じく86ページの監事監査の体制整備につきましては、監事補佐として業務監査室の職

員２名を任命いたしまして、監事監査の体制整備を図ったところです。さらに、監事会に

おきまして、監事間での意見交換のほか、必要に応じて内部監査部門、業務実施部門等か
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らの説明を受けたということでございます。 

 86ページ中段から87ページの内部監査についてでございますが、業務監査室という独自

の理事長直轄の組織のもとで内部監査を実施しておりまして、内部監査で検出いたしまし

た不適合９件につきまして、必要な再発防止を行い、概要を取りまとめ、業務改善委員会

で審議をいたしまして、業務運営の改善に反映させてございます。 

 内部監査関係、87ページに続きまして、88ページでございます。88ページは、内部監査

の結果のマネジメントレビューの関係ですけれども、マネジメントレビュー、平成26年度

第３期中期目標期間中の業務実績、それから27年度の内部監査の結果等を踏まえてマネジ

メントレビューを実施し、対応すべき重要な課題等の対応について理事長から職員に対し

て指示を行ってございます。 

 88ページ中段のコンプライアンスの関係ですけれども、役職員の法令遵守を徹底するた

め、コンプライアンス・マニュアルの職員への周知徹底、コンプライアンスの手引きの作

成、それから配布等を行ってございます。 

 それから、89ページでございますけれども、労働安全衛生マネジメントの関係でござい

ます。労働安全衛生マネジメントシステムにつきまして、その体制整備を進めるとともに、

有機溶剤作業主任者の指名、それから化学物質リスクアセスメントの実施に向けた検討を

行っておるところでございます。 

 それから、同じく89ページ中段の⑩ですけれども、ＦＡＭＩＣにおける環境配慮方針、

それから環境配慮の行動目標を定めまして、環境負荷の低減に取り組むための環境計画を

策定いたしまして、環境委員会を設置いたしまして、当該取り組み状況の検証を行ってご

ざいます。 

 89ページの一番最下段でございますが、危機管理を適切に行うために、大規模地震発生

時における対応方策を取りまとめた事業継続計画、ＢＣＰを策定いたしてございます。 

 それから、91ページ、今非常に関心の高うございます情報セキュリティの関係ですけれ

ども、情報セキュリティ対策につきましては、政府統一基準群を含みます政府機関におけ

る情報セキュリティ対策を踏まえまして、情報セキュリティ・ポリシーをＦＡＭＩＣで施

行いたしまして、全職員への周知を行ってございます。 

 また、情報セキュリティ対策の評価をするために、情報セキュリティ対策ベンチマーク

Ver.4.3による自己診断のスコア平均は4.0というふうになってございます。 

 このほか、情報セキュリティの研修ですとか、標的型メール訓練等を実施いたしてござ
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います。 

 それから、引き続きまして94ページの施設整備の関係でございます。94ページの施設整

備も整備・改修につきまして、施設整備補助金に係る計画を策定し実施いたしてございま

す。 

 本部実験室の空調設備工事につきまして、設計業務契約を締結いたしてございますけれ

ども、諸事情がございまして、設計完了後の工事入札が不調となったことから、28年度も

引き続き継続して行うことになってございます。なお、この件につきましては、28年度、

もう間もなくでございますけれども、工事、順調に進んでございまして、28年度中に完了

の予定ということになってございます。 

 続きまして、一番最後のページ、96ページでございますけれども、積立金の処分でござ

いますけれども、会計上の処分の関係でございまして、前期中期目標期間中の繰越積立金

133万7,299円は計画に基づきまして棚卸資産、前払費用への充当のために89万6,980円を取

り崩してございます。 

 以上、３と４あわせての説明でございますが、先に自己評価の説明です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 引き続きまして、農林水産省消費安全技術センター総務部長から財務諸表の説明をお願

いいたします。 

○坂東総務部長 総務部長、坂東でございます。 

 お手元の資料の右肩参考６、「平成27事業年度財務諸表等」をご説明してまいりたいと

思います。 

 本財務諸表につきましては、６月８日に農林水産省に提出いたしまして、６月16日に農

林水産大臣から承認されておりますことを、あらかじめご報告させていただきます。 

 まず、３ページになりますけれども、貸借対照表でございます。資産の部のうち、流動

資産が９億663万3,736円でございます。このほとんどが現金及び預金となっております。

固定資産につきましては、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の試算の合計で80

億6,058万3,632円でありまして、資産合計は89億6,721万7,368円となっております。 

 続いて、下の方、負債の部でございますが、流動負債が４億3,512万9,304円となってお

りまして、約２億2,800万円の定年退職者の退職金を含む未払い金がそのほとんどを占めて

いるという状況がございます。これに固定負債の９億3,581万4,684円を加えまして、負債

合計は13億7,094万3,988円となっております。 
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 次、右側４ページ、純資産の部でございます。資本金につきましては、政府出資金のみ

であり、変動はございません。資本剰余金でございますけれども、この内訳は附属明細書

の５ページに記載をしております。 

 また、利益剰余金についてです。当期未処分利益の４億7,374万6,219円のほとんどは運

営交付金の精算収益化額４億5,600万円となっております。純資産の合計は75億9,627万

3,380円となりまして、負債と合わせまして89億6,721万7,368円となっております。 

 続きまして、大きな数字の５ページの損益計算書でございます。経常費用合計は64億

3,118万3,263円となっております。主なものは、給与、賞与及び諸手当、法定福利費、退

職金費用等の人件費となっております。経常費用の調査指導業務費と一般管理費の仕分け

に当たりましては、支出段階で明確に区分できるものは、その区分に仕分けをしておりま

すけれども、光熱水料等の支出段階での区分ができないものにつきましては、人員比で按

分をしてございます。 

 次に、経常収益でございます。運営交付金の収益が62億1,753万391円となっており、経

常収益のほとんどを占めております。事業収益は検定や検査等の業務により生じた収入に

なります。3,723万427円でございました。その他、資産見返り負債戻入、財務収益、雑益

を合わせまして、経常収益合計は64億4,618万767円となりまして、経常費用を差し引きし

まして経常利益が1,499万7,504円となっております。 

 固定資産除却損等の臨時損失が124万9591円ございました。臨時利益は運営交付金精算収

益化額の４億5,618万3,577円を含めまして、４億5,910万1,326円となっております。都合

当期利益は４億7,284万9,239円となり、前中期目標期間繰越積立金取崩額と合わせた当期

総利益は４億7,374万6,219円となっております。 

 次に、７ページのキャッシュ・フロー計算書を御覧いただきたいと思います。昨年度１

年間のキャッシュの動きとなりますけれども、Ⅳの資金減少額が約７億円ございますけれ

ども、これは平成26年度が前中期目標期間の最終年度であったため、当該期間中の積立金、

運営交付金債務残高を国庫納付したことにより減少しております。 

 続いて、８ページの利益の処分に関する書類でございます。冒頭に申しましたとおり、

本財務諸表は農林水産大臣から承認され、利益の処分についても承認をされているところ

でございます。先ほどご説明いたしました当期総利益に前中期目標期間繰越積立金を加え

ました４億7,418万6,538円を積立金に計上し、この積立金の中から棚卸資産等の28年度以

降に繰り越すべき費用、168万789円を差し引いた４億7,250万5,749円を既に国庫に納付を
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しております。 

 次に、９ページの行政サービス実施コスト計算書でございます。27年度中の費用に損益

外減価償却相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与見積額、

引当外退職給付増加見積額、機会費用を加えまして、一番右下でございますけれども、71

億7,205万5,259円となっております。 

 最後、少し飛んで恐縮でございますけれども、一連の資料の後ろの方にありますが、55

ページをお開きいただきたいと思います。決算報告書でございます。大変細かい文字で恐

縮でございます。27年度から事業計画において予算をセグメント毎に分けて記載すること

となっております。各セグメントの業務経費予算は、過去の実績等を参考にして算定をし

ております。人件費の予算につきましては、予算算定時期の人数により見積もっておりま

す。 

 平成27年度の決算ですが、下の段の一番右の合計欄の欄を見ていただきたいと思います

が、一番下でございますけれども、細かい字で恐縮ですが、予算額が68億5,800万5,000円

に対しまして、決算額は63億2,451万2,158円となり、差額は５億3,349万2,842円となって

おります。人件費が予算に対して決算額が３億4,525万1,732円少なかったことが主な要因

となってございます。 

 非常に簡単ではございますが、以上が財務諸表等の説明でございます。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 では、次に監事から監事監査結果について報告をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○二階堂監事 座らせてお話しさせていただきます。 

 お手元の資料、参考５、平成27年度監事監査報告書、それから資料１の評価書の資料86

ページにも監査環境の整備の部分について記載がありますので、それも含めましてお話し

させていただきます。 

 なお、お手元の資料参考５の監事監査報告書でございますが、これは隣の碓井監事、私、

二階堂両名によりまして、先月本監査報告を提出しておりますことを改めて申し上げます。 

 まず、評価資料の１の86ページにも記載されておりますとおり、監事監査の実効性を担

保するために、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、法人といたしまして監事補

佐を配置し、監事会の開催、運営に関してと、業務の進捗状況等に関する情報の共有、交

換のための各種調整を行って、監事の活動を支援していただいております。 
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 具体的には評価書に記載のとおり、監事会を16回、会計監査人とのコミュニケーション

は主たるものは５回の会合ということで事務調整を行っております。 

 さらに、これらの会合に加えまして、概要の報告など、小まめに会計監査人からその状

況を確認する環境づくりというものにも取り組んでまいりました。 

 あわせまして、内部監査部門と会計監査人との３者の情報共有の場を設営し、情報の共

有を図るなど、それぞれの立場の各視点、観点から、独立行政法人が年度目標の達成のた

めに年度計画に基づきまして、その事務事業を効果的かつ効率的に実施しているのかどう

か、その監視体制の強化に昨年１年間、監事として努めてきたところでございます。 

 平成27年度の監査でございますが、法人は行政執行法人初年度ということでもございま

した。また、内部統制システムの本格整備１年目ということで、私どもの監査計画では、

監査の重点項目を業務運営の合理化、適正化、内部統制の充実に向けた取り組み、特にリ

スク管理の考え方、コスト縮減、無駄排除の状況、資産管理の状況といたしまして、監査

計画に基づき監査を行ってまいりました。 

 これはお手元にあります参考５の監事監査報告書の最終ページに監査方法に関する参考

ということで、業務並びに監査に関する考え方、重点事項、実施手順等書かせていただい

てございます。 

 さらに、この参考５の監査報告書の３枚目に附属資料、別紙参考、監事監査の概要、こ

の部分にも詳細書かせていただいておりますけれども、内部統制の状況につきまして、役

員会や役員・所長会議で、決定または決議された業務の適正を確保するための体制が事業

報告において適切に開示されているのかどうか、決定された内容が業務の適正を確保する

ためのものとして適切かどうか、決定された内容を実現するための適切な整備が行われて

いるかどうか、という観点から監視するとともに、内部統制システムに関する調査、200

を超える重要な決裁の事前調査、これは監事として独自に実施いたしました。そして必要

に応じ説明を求め、あるいは意見を理事長に述べてまいったところでございます。 

 そのような過程の中で、今般、監事報告といたしまして、お手元の資料にあります監査

の結果でございますけれども、お手元の資料に記載されておりますとおり、まず法人の業

務の実施状況につきましては、年度目標の達成に向けて効果的かつ効率的に実施されてい

ること、役員の職務の執行に関する不正の行為または法令に違反する重大な事実は認めら

れないこと、財務諸表等における会計監査人、優成監査法人の監査の方法及び結果は相当

であること、事業報告書は法令に従い法人の状況を正しく示していることを監事として確
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認してございます。 

 特に、法人の内部統制システムの整備及び運用につきましては、監事としては法人が今

後とも内部統制システムの厳正かつ確実な運用及び引き続きの改善努力を行うことに期待

しているところでございます。 

 理事長、理事等とのコミュニケーション、会計監査人、内部監査部門との連携をさらに

深めて、法人の健全な業務を確保し、社会的信頼に応える良質な法人の統治体制の確立に

資するよう、今後とも監査を実施してまいりたいと思っておるところでございます。 

 報告は以上でございます。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、最後に農林水産省から評価案の説明をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○森総務課長 財務内容の改善、その他の事項及び総合評定結果について案をご説明させ

ていただきます。再び資料１の３ページ総括表に戻っていただきたいのですが、Ⅲの財務

内容の改善に関する事項につきましては、ＦＡＭＩＣの自己評価と同様で、４項目のうち

自己収入の確保についてはＣ、それ以外についてはＢ、また、短期借入金の限度額につい

ては該当なしということでございます。 

 ポイントを申し上げますと、自己収入の確保、75ページからでございますけれども、こ

れにつきましては人件費を除いた総事業費のうち、自己収入が占める割合というのを目標

といたしまして、0.3ポイント以上に引き上げとしておりましたけれども、実際にはホーム

ページ等で講師派遣の広報などをおやりになったようでございますが、実績としては0.2

ポイント低下いたしまして、目標の数字を満たさないということになってございます。 

 なお、この評価項目につきましては、昨年の当会議におきまして、やはり営利目的で事

業を実施している法人ではないので注意が必要といったご意見もいただいておりますので、

28年度の目標設定におきましては、事業の目的を踏まえつつ、講師派遣、また依頼検査等

について適切に対応するとともに、受益者の負担の水準について不断の見直しを図ること

と等により、自己収入の確保に努めるという、ある種定性的な目標に変更しているという

ところを付記させていただいております。 

 次に、その他の事項でございますけれども、こちらにつきましては５項目のうち、職員

の人事に関する計画につきまして、ＦＡＭＩＣ自己評価におきましてはＢとされておられ

ましたが、農林水産省としましてはＣとしております。内部評価の充実強化等のその他４
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項目につきましては、ＦＡＭＩＣ自己評価と同様にＢとさせていただいております。 

 まず、人事に関する計画についてでございますが、２つ小項目がありまして、小項目毎

の評価を積み上げるとＣということでございます。役員に占める女性の割合ということに

ついては目標の水準を維持したのですが、管理職に占める女性の割合というところが前年

同様5.9％ということで、目標の0.9ポイント増加ということが達成しておらないというこ

とでございますので、この部分がＣになるということの結果、トータルとしてＣの評価に

なってございます。 

 以上の評価、ⅠからⅣまでを踏まえまして、全体の評定といたしましては２ページの方

に整理をいたしました。全体、項目別評定が20項目のうちＣが２項目、Ｂが17項目、評価

の対象外が１項目となっておりまして、また、法人全体の信用を失墜させるような事象も

なかったと考えてございますので、評価基準に基づきまして全体評価Ｂといたしてござい

ます。 

 また、法人全体の評価といたしまして、各種業務の実施に当たり、理事長のリーダーシ

ップのもと、事業の進捗や予算執行の把握に努められて、業務運営の効率化を図りつつ、

的確に業務を遂行されておられる。特に重大な業務運営上の課題も検出されておらないと

いうことで、計画のとおり、順調な組織運営を行っていると評価をさせていただいてござ

います。 

 以上です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、財務内容の改善に関する事項、それからその他の事項について、何かご質問、

ご意見等ございますでしょうか。 

 菅委員、お願いします。 

○菅委員 予定時間も過ぎているようですので、手短に要望という形で発言させていただ

きたいのですけれども、自己収入の件に関しまして、Ｃになってしまったところなのです

けれども、食品表示法が施行、新しくなりまして、それの食品表示法の学習の講師依頼と

いうのが減ってしまったということはもう当然のことだと思います。全く当然のことだと

思いますし、どうしても消費者庁に聞いておかなきゃいけないという事業者の方が多かっ

たというのは全くもってそのとおりだとは思うのですけれども、消費者庁さんは本当に新

しい食品表示の法律の変更点についての説明が主だったかと思いますし、食品表示そのも

のについては、やはりＦＡＭＩＣさんのされる学習会というのは非常にこれからも重要な
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のじゃないかというふうに思っておりまして、そこのところは自己収入をたくさんにする

ということではなくて、内容の点から言ってＦＡＭＩＣさんの方にも食品表示についての

学習というのを大事に考えていただきたいということが１点と、それから、女性の立場か

ら発言させていただいて、女性登用のことなのですけれども、こちらの方もすごく小さい

ポイントが落ちてしまったということで、Ｃ評価になったということなのですけれども、

よくわからないのですけれども、人数的にきっと１人とか……。 

○坂東総務部長 管理職ポストが85ポストございます。６名ですと達成しているのですけ

れども、５名でしたので１名足らずで達成できていないという状況でございます。 

○菅委員 きっとこの数字だとそんな感じなのかなというふうに思ったのですけれども、

日常的に女性の方の登用というのは、これからも積極的に考えていただきたいということ

を言わせていただきます。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか、何かございませんでしょうか。 

○池田委員 確認と言った方がいいかもしれないのですけれども、この財務諸表と参考６、

これの37ページ、これは事業報告書になるのですけれども、一番下の37ページの（５）常

勤職員の状況ということで、27年度末は現在631人ということで、３人減少している。 

 同じこの財務諸表の少し前にいきまして、附属明細書の25ページの上に８として、役員

及び職員の給与費の明細ということで、常勤職員の方ですか、これが628人ということで、

先ほどの631人より少ないのですけれども、この少ないというのは、27年度末に631人おら

れるのだけれども、それも３名減ってこの数字になっている。そこで給与が出ている方が

628ということは、出向か何かされてきて、ＦＡＭＩＣさんで給与を負担していない出向元

が負担している常勤職員の方がいると理解してよろしいのでしょうか。 

○坂東総務部長 確認をさせていただかなきゃいけないのですけれども、育児休業に入っ

たような職員は給与を支払わないとか……、すみません、４月、５月と変動する部分があ

りますので、変動で見たというのと年度末との差です。 

○小森企画調整部長 25ページの３番を見ていただきたいのですが、職員の給与の支給人

員の算定方法で、年間平均支給人員数ということで、年度途中で人事異動があるものです

から、増えたり減ったりするということで、それを年間で平均するものですから、それと

もう１つありまして、37ページの方は末現在ということで、３月31日のそのときの人数で

出しているものですから。年間の平均ということで、決して出向でどこかで払ってもらっ
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ているとか、そういうことではなくて、年間で人員が動くのを平均すると628で、３月31

日の瞬間風速と言うのでしょうか、そのときの時点は631になっているということでござい

ますので、どこかで給与を負担してもらっているとか、そういう人員は１人もいないとい

うことでございます。 

○池田委員 年度末の方が３名減って631ということだったので、支給されている人数はも

っと多いのかなと、普通に考えたのですけれども。 

○小森企画調整部長 平均人員で出していることで、年度の途中で人が他省庁、本省と、

あるいは他省庁ですとか、そういうところと人のやりとりがあるということで、平均人員

で出しているということで差が出ているということでご理解いただければと思います。 

○池田委員 わかりました。 

○西田調整班課長補佐 その他、何か全体を通して、ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、本日の議題はこれにて終了となります。 

 本日の議事録につきましては、でき上がり次第、各委員の皆様方に内容をご確認いただ

いた上で、農林水産省のホームページにおいて公開することとさせていただきます。 

 それから、本日の資料でございますが、机の上にそのまま置いておいていただければ、

後ほど、こちらの方から郵送させていただきますので、どうぞそのまま机上に置いておい

てください。 

 それでは、以上をもちまして、農林水産省独立行政法人評価有識者会議を閉会させていた

だきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後 ３時５１分 閉会 


