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農林水産消費安全技術センター部会 

 

日時：平成２９年７月１４日（金）     

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：３０～１５：４８       

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 平成２８年度業務実績の評価について 

  （２） その他 

 ３．閉  会 
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午後１時３０分 開会 

 

○西田調整班課長補佐 これから有識者会議を始めさせていただきたいと思います。 

本日の司会、進行を務めさせていただき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。 

 本日の会合でございますが、委員６名全員のご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。また今年度任期満了に伴う委員の改選がございましたので、私のほうから簡単に

委員の方のご紹介をさせていただきたいと存じます。 

 まず、池田公認会計士事務所所長池田雄二郎様。 

 それから、石川県立大学客員教授兼東京農工大学客員教授岡崎正規様。 

 前信州大学学術研究院教授後藤哲久様。 

 神奈川県農業技術センター病害虫防除部専門員小林正伸様。 

 静岡大学副学長農学部教授鈴木滋彦委員でございます。鈴木委員におかれましては、今

年度から新たに委員となっていただいておりますので改めてご紹介させていただきます。 

 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長長田三紀様。 

 それでは、引き続き有識者会議を進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、総務課長からご挨拶をお願いいたします。 

○森総務課長 皆様こんにちは。消費・安全局総務課長の森でございます。本日はよろし

くお願い申し上げます。 

 本日はお忙しい中、また大変暑い中、皆様方ご出席を賜りましてありがとうございます。

日ごろ消費安全行政にご指導を賜っておりますことこの場をお借りしまして改めて御礼を

申し上げます。 

 ご案内のとおり農政改革の推進に取り組んでいるところではございますけれども、この

柱として先の通常国会で農業競争力強化支援法が成立したところでございます。この中で

は今日議論していただきますＦＡＭＩＣが担当しております農薬などの生産資材について

も、この制度や運用について国際化を図る、そして最新の科学的な知見を生かして合理的

なものに見直していくということが盛り込まれておりまして、これに沿って、今後制度の

見直し等を進めていくことになってございます。 

 そういった意味で、ＦＡＭＩＣの業務を的確に進めていくこと、また合理的なものにし

ていくことが、今後政府としても重要な課題になっていると考えてございますので、本有



 - 3 - 

識者会議で皆様方にもぜひ積極的にご意見を賜りたいと考えているところでございます。

特に、先ほど西田班長からご紹介ありましたけれども、この４月に委員の改選がございま

して、５名の方には再任をいただき、新たに鈴木委員に就任いただきました。この有識者

会議のスタイルでご意見を伺うのは３回目でございますけれども、これまでいただいてま

いりましたご意見を踏まえ、評価方法の改善なども図ってきておりますので、本日もぜひ

忌憚のないご意見を賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単ではございますが挨拶

とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○西田調整班課長補佐 引き続きまして、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

評をお願いいたします。 

○木村理事長 ただいま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く場を設定いただきまして誠にあ

りがとうございます。お礼を申し上げます。 

 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させていただきます。 

 ＦＡＭＩＣは、平成19年４月に農業生産資材及び食品の検査・分析等の技術の要となっ

ておりました肥飼料検査所、農薬検査所、また農林水産消費技術センターの３機関が統合

いたしまして、科学的な知見に基づく食品安全行政を推進する組織として発足いたしまし

た。その後10年間が経過をする中で食の安全、また信頼にかかわるさまざまな問題が生じ

ましたが、ＦＡＭＩＣは農林水産省の指示のもとで最先端の技術と科学的な知見によって、

その解決に貢献をしてまいりました。また、平成27年度には、国の相当な関与のもとに、

国の行政事務と密接に関連をした事務・事業を執行する行政執行法人に位置づけられたと

ころであります。 

 平成28年度につきましても、農林水産大臣から指示された年度目標に基づいて、肥料、

農薬、飼料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食品等の品質の改善、

また表示の適正化に関する業務などにつきまして関係法令等に基づき正確、かつ確実な執

行に努めているところであります。 

 さて、最初に私から、総評として、平成28年度の自己評価の考え方と業務実績の特徴的

な取り組みを説明させていただきます。その後、企画調整部長から業務実績及び自己評価

について、また総務部長から財務諸表について説明をさせていただきます。 
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 平成28年度の自己評価でありますが、２つの新たな観点での評価を実施いたしました。 

 １点目ですが、昨年度の本会議で、職員の努力も評価するべきであるとのご指摘をいた

だきました。これを踏まえまして、業務実績の数値に加え、実績に至った経過、過程、か

つ取り組み状況などの中で、特筆すべき事項を加味して評価を実施したところであります。 

 ２点目でありますが、調査研究業務の評価については、単に目標課題数に対する定量的

な達成状況だけではなく、それぞれの課題の研究成果の質を加味して評価を実施したとこ

ろであります。 

 それでは、平成28年度の業務実績における特徴的な取り組みを説明させていただきます。

７点ございます。 

 １つ目は、肥料業務についてでてあります。堆肥中に残留する除草剤が原因と考えられ

る園芸作物等の生育障害に関連した農林水産省からの緊急要請業務がありました。短期間

で応えるために他業務の分担調整など効率化を図りつつ、多量の検体数の牛ふん堆肥中の

クロピラリドの分析を実施し、結果を農林水産省に報告をいたしました。 

 ２つ目でありますが、農薬業務に関するものであります。農林水産省では、農薬登録制

度における国際調和を進めておりますが、ＦＡＭＩＣでは作物群での農薬登録の導入に向

け、施策立案の基礎となる果樹類の作物分類案及び代表作物の案を検討し農林水産省に提

供いたしました。また、農薬登録に必要となる試験例の数やラベル表示についても検討結

果をあわせて提供したところであります。 

 ３つ目は、飼料業務についてで、肥料業務と同様にクロピラリドの緊急調査に対応する

などとともに、平成28年度より導入いたしました飼料等の適正製造規範(ＧＭＰ)ガイドラ

インに基づく適合状況の確認検査の実施を開始いたしました。これは、飼料行政の大きな

転換点であり、今後申請が増加していくものと予想されております。 

 ４つ目は、食品表示監視業務についてであります。食品表示検査において、検査手順の

見直し等による検査の効率化や新たに有効性が確認されましたストロンチウム安定同位体

比分析による産地判別技術等の導入、また市場動向に対応した機動的な検査を実施するな

ど、科学的な検査の充実に積極的に取り組みました。 

 ５つ目はＪＡＳ関係業務についてであります。ＪＡＳ法の改正に向けた農林水産省から

の依頼を受けまして輸出力強化に向けたＪＡＳ制度の活用のあり方の検討に協力をいたし

ました。具体的には、各国の標準化活動の実態や新たな分野の標準化に対する事業者のニ

ーズなど広範囲にわたる情報の収集及び整理を短時間で行い、農林水産省に報告をいたし
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ました。この取り組みはＪＡＳ法の改正案作成に大きく寄与したものではないかと考えて

おります。 

 ６つ目は、食品のリスク管理業務についてであります。リスク管理のための有害物質等

の分析調査では、分析対象を大幅に拡大したカビ毒の多成分試験法について、ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣ１７０２５の認定を受けるなど品質保証の強化に取り組むとともに、試験方法の統一

化により大幅な試験業務の効率化を図りました。 

 ７つ目は、情報提供業務における講習会についてであります。食品表示基準等の内容を

わかりやすく知りたいという食品関連事業者等からの要望にこたえるため、消費者庁と協

力し、講習会を全国で開催をいたしました。また平成27年度に不適正肥料が流通した事案

を受けまして当初の計画を急遽変更し、肥料等についての講習会を全国で開催し、適正な

肥料の流通と利用について普及を図りました。 

 以上、自己評価の考え方と業務実績の特徴的な取り組みをご説明させていただきました

が、ＦＡＭＩＣは年度目標を達成するため事業計画に基づき業務を確実に実施し、また業

務運営の効率化等に対しても適切に対応したものと考えまして、平成28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。 

 最後になりますが、ＦＡＭＩＣは、今後も行政執行法人として農林水産省と緊密に連携

しながら科学的知見や先進技術を取り入れ、正確、確実かつ高い水準で業務に取り組み、

農林水産行政に科学的、また技術的側面から貢献してまいる所存でございますので、どう

かよろしくお願いしたいと思います。挨拶とさせていただきます。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、「平成28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28年度の業務の実績及び自己評価

を説明していただき、次に農林水産省から評価案の説明をさせていただきます。 

 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ます。 

 それでは、企画調整部長、よろしくお願いします。 

○森山企画調整部長 企画調整部長でございます。当方からご説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。横向きの資料でございます。この評価書で説明させていただき

ます。 
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評価書をめくっていただきますと、１ページ、２ページが全体評価、３ページが中項目

ごとの評価の総括表になっております。４ページ目以降が各中項目についてでございまし

て、冒頭主要なデータを取りまとめ、続いて、５ページの真ん中の辺をご覧いただければ

と思いますが、左から、年度目標、事業計画、主な評価指標、業務実績、自己評価、最後

に主務大臣であります農林水産大臣の評価という順に並んでおるところでございます。 

 それでは、まず肥料及び土壌改良資材関係の業務についてご説明させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして６ページの中段ぐらいにございます。農林水産省からの緊

急要請業務ということで、牛ふんを原料とする堆肥中のクロピラリドの分析82点を実施い

たしまして、速やかに農林水産省に報告をしたわけでございます。先ほど理事長が挨拶で

申しましたように、昨年の本会議における議論を踏まえまして、今回の自己評価では、目

標に対する達成の評価に加えまして、その経過なり、業務の実施の工夫とか、高度化を著

しく行ったものにつきましては、プラスの評価を加えることにしておりまして、そして、

こちらの場合、前処理から分析にかかる作業量が非常に多くて、短期間での報告が求めら

れたということもございます。本部、地域センター間で、いろいろと分析を割り振って集

約化をしたり、効率化をしましたというところをプラスに評価をいたしまして、自己評価

としてＡという形にしておるところでございます。 

 それから、7ページの②でございまして、肥料の登録申請でございます。1,248件ござい

ました。全て20業務日以内に大臣に報告をしております。 

 １枚めくっていただきまして８ページでございます。肥料取締法に基づく立入検査でご

ざいまして、これは308件実施しておりまして、全て36業務日以内に大臣に報告しておりま

す。なお、この立入検査は27年度に発生いたしました不適正肥料の流通実態を受けまして、

改正した立入検査の規程に基づいて、それまで最終製品に重点を置いた検査をしておった

んですけれども、より生産工程に踏み込んだ検査を実施しておるという、また不適正事案

の発生リスクが高いというふうに考えられる事業者について、重点的に、優先的に検査を

実施したというところでございます。 

 ④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でございます。30件実施

いたしました。収集した19件は、月ごとに集中してＦＡＭＩＣで分析を実施しまして、全

て30業務日以内に大臣に報告しておるところでございます。 

９ページの⑤でございます。飼料に起因するＢＳＥのまん延防止ということに資するた

めに、アのところでございますが、牛の部位を原料とする肥料の確認検査、これを14製造
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事業場実施しております。また、イのほうでございますけれども、肥料用の肉骨粉等の製

造適合検査を29件実施しておるところでございます。 

このほか、10ページに行っていただきまして中段に６がございますが、汚泥肥料中の重

金属管理手引書の周知を21件、公定規格の改正に資する仮登録の申請にかかる調査を１件

しております。 

 11ページになりますが、堆肥中の放射性セシウムの測定を58件実施したところでござい

ます。 

 ⑦の調査研究の業務でございます。肥料の検査に対する研究課題、11課題を実施いたし

ました。目標８課題ということでございまして138％ということで、定量的にはそうでござ

いますし、またここにも少し例示させていただいておりますけれども、外部有識者を含め

た委員会におきまして、初期の目標を超える優れた成果と、こういう評価もいただいてお

るという内容的にも評価できるということもあわせまして、自己評価としてはＡとしてお

るところでございます。 

 続きまして、13ページからでございます。農薬関係業務でございます。 

15ページをご覧いただければと思います。農薬取締法に基づく農薬の登録申請にかかる

検査ということでございます。継続分も含めまして2,290件の検査指示がございました。そ

のうち農薬取締法にかかる基準の設定が必要なもの、農薬につきましては110件、下段のほ

うに行きますが（イ）になりますけれども、基準の設定が不用な農薬、これにつきまして

は1,184件、これを行いまして、いずれも目標期間内に大臣に報告しておるところでござい

ます。 

16ページ、１枚めくっていただきまして16ページでございます。イでございます。新し

い成分の農薬登録に当たりまして、人の健康とか環境への影響、この程度を評価しました

科学的根拠等を消費者、農薬の使用者、農薬使用の指導者、これに示すとともに、審査の

透明性を確保するために、平成27年度に新規登録となった３成分、これにつきまして農林

水産省と共同で審査報告書を作成して公表しておるところでございます。 

③番でございます。農薬取締法に基づく製造場への立入検査につきましては、69製造場

に対しまして立入検査を実施しまして25業務日以内に大臣に報告しております。また、イ

のほうになりますけれども、立入検査の際に収集した農薬21点、これにつきまして分析を

実施しまして、これも期限内に大臣に報告しておるところでございます。 

17ページの④でございます。農薬の登録検査に附帯する業務といたしまして、ＧＬＰ制
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度に基づく適合試験機関の査察を14件実施したところでございます。 

下段のイでございます。農薬行政の国際調和の推進ということで、18ページ以降に課題

をいろいろ並べております。農薬の蜜蜂への影響評価でございますとか、農薬の使用時安

全性評価の導入でございますとか、原体規格の設定方法の検討、作物グループ全体で農薬

登録できる仕組みへの導入、これらにつきまして収集した情報の検討結果を農水省のほう

に報告させていただいておるところでございます。 

19ページでございます。中段の５でございまして、農薬の適正使用を進めるために、農

産物中の残留農薬につきまして466件の分析を実施いたしました。 

⑥、20ページにかけてでございますけれども、農薬の調査研究につきましては、農薬の

登録検査業務の推進に必要な技術力の向上、こういったもののための研究課題を８課題実

施いたしております。目標に対しまして267％ということでございます。また内容につきま

しても農薬行政の国際調和にかかる施策立案、これに貢献する成果であると評価をいただ

いておるところでございまして、自己評価ではＡという形にさせていただいております。 

21ページ以降で、次は飼料及び飼料添加物関係の業務でございます。データが並んでお

りまして、23ページの①でございまして、農林水産省からの緊急要請業務ということでご

ざいます。 

中身はもう１枚めくっていただきまして、いろいろありますが、小麦のオクラトキシン

Ａ汚染実態調査のための分析方法確立、このための共同試験等々４項目を実施いたしまし

た。要請項目、非常に多くございまして、短期間での報告ということでございます。それ

に対応するために、ほかのモニタリング検査につきまして、本部と地域センター間で分析

項目を集約化したり、効率化をしたということで、期限内にきちんと報告できたというこ

とで業務の実施方法の工夫とか、高度化、これをプラスに評価をさせていただきまして、

自己評価としては、この項目Ａということにしておるところでございます。 

②の飼料安全法に基づく立入検査でございますが、565件実施いたしました。全て25業務

日以内に大臣に報告しております。 

また、製造設備ですとか、製造品質管理の方法等に関する調査につきましても565件実施

しておるところでございます。 

25ページの一番上のイのところでございますが、動物由来たん白質等を製造する事業所

及び輸入業者の検査、これを117件実施したところでございます。 

③、ペットフードの関係でございまして、ペットフード安全法に基づく立入検査、これ
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は60件実施いたしました。全て30業務日以内に大臣に報告をさせていただいております。 

④、飼料立入検査の関係でございます。719件実施しておりまして、次の26ページに行っ

ていただきまして、ペットフードの立入検査の収集品28点も検査をして全て目標期間内に

報告させていただいております。 

飼料安全法及びペットフード安全法の規程に基づきまして農水省から要請のありました

飼料分析基準に関する試験方法の開発等の課題、これを９課題、27ページですが、愛玩動

物用飼料の検査法の開発検討というのを１課題、ここで実施しておるところでございます。 

中段（イ）でございまして、飼料中の飼料添加物等のモニタリング検査につきまして、

1,831点実施しております。また愛玩動物用飼料中の添加物の検査につきましては延べ118

点実施しております。 

それから、（ウ）でございますが耐性菌発現モニタリング調査につきましては、農林水

産省の指示に基づき腸球菌の保管をしたということでございます。 

⑤の検定等関係でございます。飼料添加物の関係でございますが、申請のあった192件実

施いたしまして、全て20日以内に処理をしておるところでございます。 

また、検定実績のある検定登録機関に対しまして検査を実施したというところでござい

ます。 

⑥、29ページにかけてでございますけれども、飼料及び飼料添加物の製造設備なり、製

造方法等に関する検査でございまして、ＧＭＰガイドラインに基づきまして製造基準等へ

の適否の申請の確認に関する検査、これを55件実施いたしまして、全て50業務日以内に処

理しておるところでございます。 

イのＢＳＥの発生防止のためにペットフードの製造場26カ所の検査等を実施して、結果

等をホームページで公表しておるところでございます。 

続きまして、30ページのエでございます。飼料の輸出にかかります製造基準への適合検

査等18件実施しております。 

また、その下でございますけれども、オでございますが、食品残さ等利用飼料の安全の

確保のためにエコフィード認証制度にかかる確認等の検査、これを２件実施しておるとこ

ろでございます。 

それから、31ページのほうに行きまして、カでございますが、飼料等製造業者を対象と

いたしまして、認定の講習会、これを１回開催しております。 

また、飼料等関係業者を対象といたしまして、ＧＭＰガイドラインにかかる研修を６回



 - 10 - 

開催をして、情報発信を行っておるということでございます。 

32ページに行っていただきます。32ページの⑦のイの関係でございます。国際獣疫事務

局（ＯＩＥ）でございますが、コラボレーティング・センターといたしまして、飼料のモ

ニタリング結果とか、分析方法にかかわる情報提供、また活動報告書の提供等を行ったと

ころでございます。 

飼料及び飼料添加物の検査等に関する調査研究、２課題実施しております。目標の１課

題の倍でございますが、内容的にも飼料の品質管理に資する成果と評価をしていただいて

おるところでございまして、こちらのほうも自己評価としてＡという形にしております。 

続きまして、食品表示の関係で、監視に関する業務ということになります。35ページの

ほうをご覧ください。下の①はございませんけれども、②にありますが、食品表示法に基

づく立入検査につきましては、13件実施しております。全ての結果を３業務日以内に報告

しておるところでございます。 

また、行政部局からの要請に基づく協力調査につきましても８件、延べ43回実施してお

りまして、全て要請者に報告をしているところでございます。 

食品表示の科学的検査につきましては、6,736件実施しております。その中で疑義が認め

られた148件につきましては、速やかに報告をいたしました。高精度確認検査等、こういっ

た質の高い検査を計421件実施しておりまして、実施率を目標の５％に対しまして6.3％に

いたしました。これに加えまして内容的にも検査手順の見直しと、こういったものによる

検査の効率化とか、新たな判別方法の開発ということで検査実施可能品目を拡大した点を

プラスに評価させていただきまして、自己評価としてはＡという形にさせていただきまし

た。 

次37ページ、イの検査対象の重点化でございます。原産地表示に関する検査を新たな判

別技術の積極的な導入によりまして、2,286件実施いたしました。これも目標の20％に対し

まして33％の増加率ということになりました。また、内容的にも天候不順で品薄でありま

して、北海道の雨が降ったりとかで、たまねぎの産地偽装が懸念されました。たまねぎに

つきまして自発的に追加調査を実施した、こういったところをプラス評価いたしまして自

己評価としてＡという形にしております。そのほか、遺伝子組換え表示にかかわる調査で

すとか、農水省との連携調査1,060件ですとか、表示監視関係行政機関からの要請検査163

件、こういったものも実施しておるところでございます。 

39ページ④でございます。食品表示110番にいただきました不適正表示情報とか、違法な
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ＪＡＳマークの表示情報、これら34件につきまして関係部局に回付いたしました。指示に

より立入検査を実施したところでございます。 

下段⑤の調査研究につきましては、表示監視業務に活用するために分析技術とか、判別

技術の開発改良、こういった調査研究を目標どおり18課題実施したということでございま

す。 

続きまして、農林水産省の品質の適正化に関する業務、ＪＡＳに関する業務ということ

でございます。41ページのほうをご覧ください。①は該当ございませんでしたので②でご

ざいます。ＪＡＳ法に基づく立入検査につきましては７件、延べ21回でございますが、全

て３業務日以内に大臣に報告しております。 

41ページでございます。③になりますが、登録認定機関等に対する調査等の業務という

ことで登録認定機関、これは外国の認定機関も含みますけれども、の登録及び更新にかか

る調査を10件実施いたしました。全て27業務日以内に大臣に報告しております。また登録

認定機関の業務規程、これの変更届に関する調査を479件実施したところでございます。 

43ページにいきまして、登録認定機関に関する定期的調査ということでございますが、

依頼のありました102機関につきまして実施いたしまして、全て30業務日以内に大臣に報告

しております。 

また、格付品の検査845件、立会検査297件、製品検査施設調査56件を実施いたしました。

適正でない事項を認めた機関につきましては、是正措置を求めましたし、その確認も行っ

ておるところでございます。 

44ページでございます。④のＪＡＳ規格等の見直し等にかかる業務でございます。日本

農林規格の制定等に関する計画、これに基づきまして15品目、71規格について調査の結果

を報告いたしました。また原案作成機関といたしまして18品目、78規格の原案を大臣に報

告させていただいたところでございます。 

ＪＡＳ規格制度の運用に関する調査につきましては、農水省からの依頼を受けまして、

各種調査会の開催ですとか、ＪＡＳ規格の適正な運用に資するための調査を行いました。

また輸出強化に向けましたＪＡＳ規格の活用のあり方の検討、これに協力いたしまして、

各種認定の国際的枠組みの確認と、こういったいろいろな広範囲な情報の収集整理を短期

間で行わせていただきました。これは、ＪＡＳ法の改正案の作成に貢献したというプラス

評価させていただきまして、自己評価としてはＡという形にいたしております。 

45ページの⑤でございます。国際規格に関する業務ということで、ＩＳＯの食品専門委
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員会ですとか、木質パネル専門委員会の合板分科委員会等、こういったものの国内審議団

体といたしまして、国内の検討会等を開催いたしまして、国内の意見を取りまとめるほか、

国際会議にも８回出席をいたしまして、国際規格に我が国の意見を反映させるように努め

たところでございます。 

続きまして、47ページに行っていただきまして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でございます。 

48ページに行っていただきまして、緊急に対応すべき課題が生じた場合に備えまして有

害化学物質の分析試験方法等につきまして、データベースの更新等を行ったところでござ

います。 

また、49ページ②でございますけれども、サーベイランス・モニタリング年次計画、こ

れに基づきまして、依頼のありました麦のかび毒900件等、合計1,252件の分析調査を実施

したところでございます。 

50ページに行っていただきまして、食品表示にかかる有害化学物質の分析能力の確立と

いうことでございます。指示されました危険要因と食品の組み合わせ、３課題につきまし

て３件の標準作業手順書を完成したところでございます。 

サーベイランス・モニタリングの確認分析業務ということで、51ページの④でございま

すけれども、大麦のアフラトキシン類のクロスチェック分析10点ですとか、ポテトスナッ

ク等のアクリルアミドのクロスチェック分析40点、こういったものを実施したところでご

ざいます。 

⑤、ＩＳＯ／ＩＥＣ17025要求事項の関係でございますが、かび毒の定量試験にかかるＩ

ＳＯ17025の試験所認定につきまして、内部監査の実施、全ての要求事項への適合の確認、

マネジメントレビューの実施、こういったことによりまして認定試験所としての体制とい

うのも維持いたしました。 

加えまして、また従来２系統に分かれておりましたかび毒試験方法、ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ

法の１系統に集約して試験場の認定を受けました。これによって、作業人数と所要時間を

約40％削減いたしまして、生じた余力で農水省からの依頼分析の増加、これに対応ができ

たということをプラス評価いたしまして、自己評価としてはＡという形にしておるところ

でございます。 

その他業務でございまして、52ページ、53ページのほうでございます。カルタヘナのほ

うはございませんでしたので、53ページの下のほうからほぼ54ページのほうをご覧いただ
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ければと思います。 

情報提供業務でございます。ホームページとか、メールマガジンとか、広報紙等、これ

を通じまして、食品、農薬、飼料、肥料、こういったものの安全性に関する情報等の提供

を行いました。顧客満足度の平均値でございますが、これは５段階で、指標にあります3.5

以上ということになりました。 

55ページの下のほうで②でございます。事業者等からの講師派遣依頼等につきましては、

依頼を受けまして、講習会に102回、参加者は5,719名。それから委員会のほうに50回役職

員を派遣したところでございます。顧客満足度の平均値、これはいずれも指標である3.5

以上になったところでございます 

続きまして、56ページにちょっとかかっていますが、57ページのほうでございます。講

習会の開催というところでございます。これは、食品等に関する専門技術的知見、これを

活用しました講習会を11回、参加者380名ということで、食品の品質とか、検査分析技術等

に関する研修を７回等実施いたしました。いずも５段階評価で指標の3.5以上ということに

なりました。なお、食品表示法の施行がされましたけれども、これを踏まえまして、消費

者庁と協力をしてＦＡＭＩＣ職員が講師となって地方で講習会を実施したところです。有

機肥料にかかります不適正事案が発生しましたので、これに対応しましてすぐ新たな講習

会を短期間で開催をしたということで行政を補完する対応を迅速に行わせていただいたと

いう点をプラス評価をいたしまして、自己評価としてはＡという形にしております。 

58ページになります。検査分析にかかる信頼性の確保及び業務執行能力の継続的な向上、

このために外部機関が主催する技能試験、これに関係する分析等を担当する職員を15回、

延べ51回参加をさせました。また、ＦＡＭＩＣとしまして、統一された考え方に基づく品

質保証体制、これを構築ということで新たにＩＳＯ17025の自己適合宣言に向けた取り組み

を行うことといたしまして、本部でまず各部門において対象となる分析法の選定、これを

行っておるところでございます。 

59ページの技術研修の実施ということで、職員の業務執行能力の継続的な向上、このた

めに分析研修を９件、業務研修32件等、計49件を実施したところでございます。 

60ページでございます。関係機関との連携ということでございます。国民生活センター、

これとの間で、ＦＡＭＩＣ主催の講習会に講師としてきていただいたり、ＰＩＯ－ＮＥＴ

というネットワークシステムの活用を行ったところでございます。 

それから②の国際技術協力要請でございまして、ＪＩＣＡから要請を受けまして、技術
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協力専門家といたしまして韓国とミャンマーに職員を３回派遣いたしております。また海

外からの研修員を１回、３カ国、10名ということでございますが受け入れたところでござ

います。 

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す。 

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。 

 森課長、よろしくお願いします。 

○森総務課長 資料の３ページに評価表をご用意してございます。ページの左側に、国民

に対して提供するサービスの項目ごとに評価がございますけれども、平成28年度のＦＡＭ

ＩＣの自己評価では、今回全てＢという評価で報告されたところですが、先ほど理事長か

らもご紹介がありましたが、業務の工夫と効率化といった取組を積極的に評価するという

考えを取り入れてございますので、食品表示の監視に関する業務についてＡ評価としたと

ころでございます。 

 具体的な内容を順次ご説明を申し上げていきたいと思います。 

まず肥料の関係でございます。資料の４ページからでございます。５ページの右下をご

覧下さい。肥料の分野につきましては13の小項目があるわけですが、そのうち実績のない

２項目を除きまして、Ａが２項目、Ｂが９項目でございましたので、これを積み上げて評

価いたしましてＢ評価といたしてございます。 

特筆すべき点といたしましては、６ページの緊急要請の関係でございます。クロピラリ

ドという農薬成分が海外の餌から入ってきて、それが家畜ふん尿を通じて堆肥になったと

きに一部の作物に影響を与えるという問題が出たものですから、緊急に分析をお願いしま

して、たくさんの分析に対応していただきました。また、後ほど出てきますが、この業務

は肥料の部門と飼料の部門が連携して取り組んでいただいたものでもございます。そうい

ったことを踏まえてＦＡＭＩＣの評価と同様Ａの評価とさせていただいております。 

 次に、資料の11ページの下でございますが、肥料分野の調査研究につきましても、当初

の８課題の目標に対して11課題を取り組んでいただいていることと、分析法を開発、改良

することによって、肥料の製造業者が品質管理しやすくなると、こういった効果もあると

いう成果が得られたものですから、こちらの項目も自己評価と同様Ａの評価といたしてご

ざいます。 

 次に、13ページの農薬の分野でございます。 



 - 15 - 

こちらにつきましては、14ページの右側でございますけれども、主務大臣の評価といたし

ましては、16の小項目ございますが、実績のない１項目を除きましてＡが１項目、Ｂが14

項目ということでトータルとしてはＢの評価といたしてございます。特筆すべき点といた

しましては、19ページの下の調査研究の業務でございますけれども、目標を超える課題を

実施していただいたということで、その中で農薬行政の国際調和にかかる施策立案に貢献

する成果も得られているところを評価いたしまして、自己評価同様Ａの評価といたしてご

ざいます。 

 次に、飼料及び飼料添加物の業務でございます。21ページ以降の部分でございますが、

具体的には23ページの右側でございますけれども、こちら24の小項目がございますが、実

績のない１項目除きましてＡが２項目、Ｂが21項目でございますので、トータルとしては

Ｂの評価といたしてございます。特筆すべき点といたしましては、まず23ページの一番下

から始まっていますが、先ほども申し上げたクロピラリドの緊急分析業務についてはＡの

評価といたしてございます。 

また調査研究、ページでいきますと32ページでございますけれども、こちらにつきまし

ても、飼料製造業者の品質管理の負担が軽減されるような成果が得られたというところを

評価しまして、自己評価と同様のＡの評価にいたしてございます。 

 次に、34ページからの食品の表示に関する業務でございますが、35ページに右側に詳細

ございますけれども、８項目のうち実績のない１項目を除きＡが２項目、Ｂが５項目とい

うことでございまして、これを点数化して通常の積み上げを行いますと、Ａにぎりぎり届

かないぐらいの点数だったものですから、内容をよく精査をいたしまして、検査手順の見

直しや検査対象品目の拡大などの成果が得られているというところをプラスに評価いたし

まして、全体としてワンランク上げましてＡの評価と、自己評価を上回る評価といたした

ところでございます。 

具体的に見てまいりますと、特筆すべき点といたしましては、36ページの食品表示の科

学的検査の業務につきまして、検査手順を見直して検査が効率化するということや新しい

検査対象品目が拡大されるということが行われたということで、ＦＡＭＩＣの評価同様Ａ

の評価にいたしてございます。 

また、検査対象項目の重点化という分野につきまして、37ページのところでございます

けれども、新たな判別技術の導入により原産地表示に関する検査件数の増加に取り組んで

いただきましたので、ＦＡＭＩＣ同様Ａの評価といたしたところでございます。 
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 次に、品質の適正化に関する業務でございますが、こちらにつきましては41ページの右

側のところでございますが、全体評価としましては10の小項目のうち実績のない２項目を

除きＡが１項目、Ｂが７項目でございますので積み上げてＢの評価にいたしてございます。

特筆すべき点といたしましては、44ページのＪＡＳ制度の運用に資する調査でございます

けれども、今回ＪＡＳ法の改正が行われたわけでございますございますが、その制度改正

に貢献する調査をしていただいたということでＡ評価といたしてございます。 

 次に、食品の安全のリスク評価の関係、47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、右下のところにございますが、５つの小項目のうち実績のない１項

目を除きＡが１項目、Ｂが３項目でございますので、積み上げてＢ評価といたしてござい

ますが、特筆すべき点といたしましては、51ページにございますけれども、ＩＳＯの関係

の試験所認定で試験法の効率化が図られたということでＡ評価といたしてございます。 

 最後に、52ページのその他業務でございます。これにつきましては、53ページ右側にご

ざいますが、11の小項目のうち、実績のない２項目を除きＡが１項目、Ｂが８項目でござ

いましたので、トータルとしてＢの評価といたしてございます。特に特筆すべき点といた

しましては、資料56ページの一番下の講習会の開催でございますけれども、今日的な話題

でございます有機農産物の問題なども対応していただきましたし、顧客満足度も高かった

ということで、こちらはＡの評価にいたしてございます。 

全体といたしましては、昨年のご指摘を踏まえまして、ともすれば目標どおりやってい

るのでＢの評価となりがちなところを、現場でのさまざまな工夫をなるべくくみ上げてプ

ラス評価できるように評価させていただいたところでございます。この方法は始まったと

ころでございますので、来年以降も引き続きそういった工夫を、現場からの様々な情報を

上げていただくことも含めて取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

それでは、ただいまの項目につきまして、ご意見、ご質問等がごさいましたらお願いし

ます。 

まず、肥料及び土壌改良資材関係業務につきましてご意見、ご質問等いただければと思

いますがいかがでございましょうか。 

お願いいたします。 

○小林委員 ８ページですが、立入検査して結果として、技術的指導をする場合と、農林
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水産省が指導をする場合があると思いますが、それぞれの違いというか、対象が違うのか、

中身が違うのかを教えていただければと思います。 

○西田調整班課長補佐 これについては、企画調整部長お願いします。 

○森山企画調整部長 今、先生から８ページのところかと思いますけれども、肥料で立入

検査をしまして、そのときに出ました不適合と言いますか、そういったもので、社会的な

影響、こういった大きさを案件ごとに判断をしておるわけでございます。 

 例えば、有害化学物質の基準を非常に超過しているとか、公定規格を違反しておるとか、

無登録の肥料を流通させているとか、こういった非常に重度なものにつきましては、農林

水産省等が案件の公表ですとか、原因究明とか改善を求める行政指導と、こういったもの

を行っておりまして、その部分につきましては、ここで言うところの指導という形になり

ます。軽微なものと言いますか、ＦＡＭＩＣが立入検査したときに、その一環として技術

的な助言とか、情報提供とか、こういったことで自主的に改善を促すというようなものに

つきましては、技術的助言ということでございまして、その案件の不適合と言いますか程

度によって分けているということでございます。 

○西田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

はい。 

○小林委員 続いてもう一つあります。 

 ９ページの牛海綿状脳症のまん延防止関係ですけれども、農林水産大臣とＦＡＭＩＣの

理事長確認の両方があると思いますが、その際に申請がＦＡＭＩＣさんに行くと思います

が、改善のため適合させるための助言指導をして、その改善をしてもらって適合させるの

か、また、申請されたものをそのまま審査して、いいよ、だめよというのか、そういうプ

ロセスがあるのかどうかを教えていただきたい。 

○西田調整班課長補佐 企画調整部長。 

○森山企画調整部長 適合させるための助言指導というのをしておりまして、検査の申請

を大体事前にご相談をされるわけでございます。来た相談で全ての事業者に対しましてこ

ういったものが適合の基準ですよとか、そういったものを説明させていただきます。また、

適合に必要な資料の内容をちょっと見せていただいて、確認をさせていただき、資料にち

ょっと問題があったり、問題と言いますか不備があったり、そういった場合には、こうい

ったところを直したらどうですかという助言指導をさせていただきまして、不備という意

味では処理的には問題がないということであれば、検査の申請受理をしておるということ
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になります。立入検査のときには、申請内容と実際に製造の工程に違いがないか、という

のを見ておりまして、少なくとも、28年度には、そういった不適合はありませんでした。 

○西田調整班課長補佐 そのほか、ご質問ございませんでしょうか。 

もしなければ、次の農薬関係業務、これについて、ただいまのご説明で、ご意見、ご質

問等ございますでしょうか。 

ないということでありましたら、続きまして、飼料及び飼料添加物関係業務についてご

質問ございますでしょうか。 

はいお願いいたします。 

○小林委員 24ページの②の飼料の立入検査業務の中で、真ん中の主な定量的手法のとこ

ろ、過去３カ年の検査件数の最小値を分母にして、分子に実質昨年やった数値を用いてい

ますが、なぜここだけこういう数字を持ってきた指標なのかを教えていただければと思い

ます。 

○西田調整班課長補佐 はいよろしくお願いします。 

○畜水産安全管理課 畜水産安全管理課課長補佐の須永と申します。よろしくお願いいた

します。私からお答えさえていただきます。 

 この立入検査②の実施率につきましては、平成27年度までは⑥のほうに入っていた項目

でございました。そこには、過去３カ年の最小値という形で今まで指標として置いていた

ものですけれども、⑥の中で通知に基づき立入検査ではないものとして実施しているもの

と、法律に基づく立入検査として実施しているものがございまして、今般、平成28年度の

目標として、立入検査で実施しているものは全て②におさめるということで、項目を移動

し、従前から用いていた指標を②のほうに入れ込んだという経緯がございます。 

○小林委員 違和感を感じたのは、肥料も農薬も、あとほかの項目でも、農林水産省の指

示に基づいて立入検査を実施するという指標がたくさんある中で、多分ここだけこういう

指標がぽこっと出てきている。 

○畜水産安全管理課 歴史的な経緯といたしまして、立入検査は、他の立入検査と同じよ

うに20業務日以内で大臣への報告というような指標を用いて評価をしておりました。それ

以外に立入検査の際に農林水産省から出している各種ガイドラインの適合状況のチェック

というものを⑥の項目として実施していたということでございます。この評価方法として、

立入検査の外形的な事務処理の目標と、立入検査の中身に関する実施率の目標とを、それ

ぞれ別の項目として評価をするという経緯がございまして、ここの目標の置き方につきま



 - 19 - 

しては、確かにご指摘のとおり違和感がありますが、平成28年度につきましては、そうい

った立入検査は立入検査でまとめた指標といたしました。平成29年度につきましては、若

干目標の書き方を変えておりまして、こういった製造管理や品質管理に関する立入検査時

に実施する項目は何件以上というような目標にしてございます。 

○小林委員 昨年も申し上げて今年大分改善はしていただいているんですけれども、去年

までは指示に基づいてやって、100％だからＢ評価、農林水産省に厳しい数を指示されても

Ｂ評価になってそれじゃちょっと変じゃないというお話をずっとさせてきていただいてい

る。そういう中では、数に対する指標が本当はあったほうがいいと思っていて、そういう

意味ではこういう形がベストなのかどうかわからないですけれども、こういう指標をほか

のところにも盛り込んだほうがいいのかなと考えております 

○森総務課長 ありがとうございます。ご意見また踏まえて、今後に生かしていきたいと

思います。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか、飼料関係のご意見はございますでしょうか。 

なければ、引き続きまして、食品表示監視に関する業務について、それから農林水産物

等の品質の適正化に関する業務について、こちらのほうについても何かご質問等ござませ

んでしょうか。 

ないようであれば、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、それからその他の業務について、何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

もしないようで、また後ほど総評という形で、ご意見なり、アドバイス等をいただけれ

ばと思いますので、後ほどまとめた上でお聞きしたいと思います。 

それでは、続きまして、Ⅱの業務運営の効率化に関する事項についてご説明をいただき

ます。 

まず最初に、農林水産消費安全技術センターより業務実績及び自己評価の説明をお願い

いたします。 

○森山企画調整部長 それでは、業務運営の改善でございます。61ページ、62ページにな

ろうかと思います。業務運営の改善というところでございまして、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でございまして、四半期ごとに予算の執行状況

及び業務の進捗状況を役員会で審議いたしております。効果的、効率的な業務運営の実態

を確認をしておるところでございます。 
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 また、②でございますが、外部有識者の参画を求めまして業務運営懇談会を開催してお

ります。幅広い視点から意見をいただき業務改善に取り組んだところでございます。 

 続きまして、63ページのほうでございます。業務運営コストの縮減というところでござ

います。人件費を除きます運営費交付金で行う事業、これを充当して行う事業につきまし

ては、一般管理費につきましては目標３％以上削減がございますが、これにつきましては

6.8％削減というようになりました。また業務経費につきましては、目標１％以上削減とい

うことになりまして、単純には7.3％増加というふうになっております。ただ、この業務経

費の関係でございますが比較対象としておりますのは前年でございまして、平成27年度で

ございますが、ここに、例えば契約履行期限の制約によって執行を見送ったり、あと農林

水産省の組織見直しで27年度に限った一部の業務の削減と、こういったような外的な要因

がございまして、それによって未執行の額が多かったということでございます。なので、

そこの影響を勘案いたしまして排除しますれば、平成27年度、対前年度比2.3％の削減とい

うことになりますので、評価としてはＢというような形にしておるところでございます。 

具体的なコスト縮減の内容につきましては、外部委託で業務運営の効率化に資するもの

というような形としましては、残留農薬の分析に用いる標準液、こういったものを外部調

達したり、メールマガジンの配送の作業、こういったものについてアウトソーシングをい

たしました。また、その旅費事務についての業務フローコスト分析の実施もいたしました

し、分析機器の集約化、点検方式の見直し、プロジェクトチームをつくりまして、一般管

理費の削減の検討を実施したところでございます。 

 続きまして、めくっていただきまして、66ページ、67ページでございます。人件費の削

減というところでございます。 

 ご案内のようにＦＡＭＩＣは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るところでございます。28年のラスパイレス

指数につきましては99.2ということでございます。総人件費は業務の効率化を図ることに

よって常勤の職員数を平成28年の１月時点の634人から633人と１名削減することによりま

して4.0％削減をしておるということになっております。 

続きまして、１枚めくっていただきまして68ページ、調達合理化の取り組みということ

でございます。調達合理化の取り組みにつきましては、公正性、透明性を確保しつつ合理

的な調達を推進すると、こういう観点で調達等合理化計画、これを策定いたしまして実施

したところでございます。 
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また一者応札も、これにつきましては、調達情報の提供促進とか、仕様書を見直したり、

公告期間を長くとるというようなことをした結果、その割合は件数で43.2％ということで

目標の44％を下回っておるところでございます。 

69ページの随意契約につきましては、その減少に努めておるところでございまして競争

性のない契約の件数というのも10件ございました。ただいずれも取り扱いの業者が特定さ

れてなかなか競争の余地がないものということでございまして、そういった随意契約によ

る事由を明らかにいたしまして、その事由につきましては契約監視委員会、これにおきま

して事後評価を行いまして、その妥当性を確認しておるところでございます。 

以上です。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

次に、農林水産省からの評価の説明をお願いいたします。 

○森総務課長 資料の３ページにお戻りいただきますけれども、右側のⅡで業務運営の効

率化に関する事項につきまして、今年度業務運営の改善、運営コストの縮減、人件費の削

減等、また調達等合理化の取り組みで、いずれもＦＡＭＩＣの自己評価と同様にＢの評価

といたしてございます。特に特筆すべき点といたしましては、63ページの業務経費の削減

でございますが、目標は業務経費１％以上削減でございましたが、実態は7.3％増となって

おります。今ほどＦＡＭＩＣからもご説明がありましたように、平成27年度の未執行経費

によって大幅に削減されたという特殊要因がありまして、ここの部分を勘案することとい

たしました。昨年度も削減率は非常に大きく下がった翌年度のリバウンドが大変だとのご

議論なども踏まえまして、未執行経費を考慮して評価をしたところ、１％以上の削減が経

年的に見れば図られていることから、ここは自己評価と同様のＢと評価をいたしてござい

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。 

 今の件、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 お願いします。 

○池田委員 アウトソーシングすることによって、経費削減というか、効率化を図るとい

うことですが、外部委託費だけを比較して見ると、過去に比べて増大しているんですね。

その増大部分がほかに項目で削減されてコスト的に、トータルでは経費の削減につながっ

ていると考えてよろしいでしょうか。 
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○森山企画調整部長 はい。 

○森総務課長 補足させていただきますと、政府全体の取り組みとして行われているＦＡ

ＭＩＣが行っているアウトソーシングによる効率化は前向きにとられる事例としても取り

上げられておりまして、そういったことだと考えています。 

○西田調整班課長補佐 総務省のホームページにも優良事例として掲載等していただくよ

うな動きにはなってございます。 

ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

 なければ、次の議題に入りたいと思います。 

それでは、Ⅲ財務内容の改善に関する事項、それからⅣその他の事項及び総合評定結果

についてご説明をいただきます。 

まず最初に、農林水産消費安全技術センターより財務諸表等を含めて業務実績及び自己

評価を説明していただき、次に農林水産消費安全技術センター監事より監事監査結果の報

告をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

財務内容の改善に関する事項について、ＦＡＭＩＣからご説明、お願いいたします。 

○森山企画調整部長 それでは、私のほうから、まず71ページでございます。財務内容の

改善に関する事項でございますが、保有資産の見直し等でございます。保有資産の見直し

につきましては、保有している庁舎なり、敷地なり、圃場とか、分析機器等につきまして

利用・稼動状況に関する調査を実施しておりまして、その保有の必要性を見直したところ

でございます。 

 また、保有する特許権、これ４件あったのでございますが、役職員で構成する職務発明

審査会というのがございますが、ここで必要性の検証を行った結果２つの特許につきまし

ては放棄をいたしまして、その他残りの２つは維持をしたという形になっております。 

 それから、72ページのほうに行っていただきまして、自己収入の確保ということでござ

います。自己収入の確保のために講習事業につきましてはアンケート調査等によってニー

ズの把握に努めております。また事業者、生産者、都道府県等、こういったところからの

依頼に基づく講習なり、講師派遣等につきましてはホームページ、メールマガジン、広報

誌等を通じまして周知・広報を行っておるところでございます。 

続きまして、74ページをお願いします。予算、収支計画及び資金計画でございます。予

算の執行を適切に行っておりまして、先ほどもご説明いたしましたけれども、業務経費、

一般管理費の削減に取り組んでおるところでございます。 
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 法人運営における資金配分につきましては、予算不足、これが生じないように定期的に

執行状況を把握して、適切かつ効率的な資金配分を行わせていただいたところでございま

す。 

 それから、77ページでございます。職員の人事に関する計画でございます。計画につき

ましては、本人の希望等も尊重しつつ、職員個々の能力、実績、これを総合的に勘案して

人材配置を行っておるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、女性の登用の促進というところでございますが、役員に

占める女性の割合は現状維持でございましたが16.7％ということでございますが、管理職

に占める女性の割合は、前年度から2.3ポイント増加をいたしまして8.2％というふうにな

ったところでございます。 

 めくっていただきまして内部統制の充実・強化というところでございます。81ページの

ほうになるかと思います。内部統制の充実・強化ということで理事長のリーダーシップの

もとで効率的・効果的な業務運営、これを推進するために、内部統制規程に基づきまして、

内部統制委員会、これを開催いたしましてリスク管理対応体制、こういった改善等に取り

組んでおるところでございます。 

また、業務上のリスク識別、評価管理の適切な実施ということでございまして、リスク

管理規程、これを改正いたしまして、リスク管理体制の充実を図ったところでございます。 

（３）でございまして、適切なガバナンスの確保のため役員会を13回開催しております。

重要事項の審議・決定を行うとともに、担当各部長等に指示を行ったところでございます。 

 82ページのほうに行っていただきまして、（４）で監事監査の体制整備につきましては、

監事の補佐といたしまして業務監査室の職員を２名任命しております。監事監査の体制整

備を図ったところでございます。さらに、監事会16回開催いたしましたが、これにおきま

して、監事間での意見交換、必要に応じて内部監査の部門とか、業務の実施の部門等から

説明を受けたということになっております。 

 83ページにかかりますが、（５）内部監査でございます。業務監査室という理事長の直

轄組織、このもとで実施しております。検出されました不適合が10件ありましたけれども、

いずれも軽微なものというようなことでございまして、もちろん必要な再発防止措置を行

ったほか、概要をリスク管理委員会、こちらで審議するとともに、その後の処置の状況に

ついてマネジメントレビューを実施したということで、業務運営の改善に反映させたとこ

ろでございます。 
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 83ページの下のほうからになりますが、マネジメントレビューにつきましては、平成28

年度の、先ほどの繰り返しになってしまいますが、内部監査の結果ですとか、平成27年度

の業務実績評価等を踏まえて実施いたしました。もちろん対応すべき重要な課題の対応に

つきまして理事長のほうから職員に対して指示を行ってございます。 

 （７）の役職員の法令遵守の徹底につきましては、ネットワークを利用しましたコンプ

ライアンスに関する意識啓発ですとか、各階層別の研修におきましてコンプライアンスに

かかる講義、こういったものを実施して実践をしておるところでございます。 

 （８）の情報の公開及び個人情報の保護、これにつきましては、法律に基づき適切に対

応すると、当然でございますが、職員向けの説明会を開催いたしまして、法律の目的、こ

ういったものにつきまして周知徹底もさせていただいたところでございます。 

 （９）でございまして事故及び災害及び健康障害の未然防止、こういった観点から、安

全衛生委員会を設けまして、これによります職場点検を行っております。また化学物質を

非常に扱いますので、そのリスクアセスメントを実施したところでございます。特にまた

健康保持の増進に対する取り組みとしてストレスチェックというものを導入したところで

ございます。 

 85ページにまいりまして⑩でございますが、業務活動における環境配慮ということを、

計画的、体系的に推進するために環境配慮の基本方針、環境配慮の行動計画、これを定め

まして、環境負荷の低減に取り組んでおるところでございます。また、環境配慮・無駄削

減推進委員会におきまして、実際の取り組み状況の検証も行っております。 

 （11）、大規模災害等に備えまして避難訓練の実施ですとか、安否確認システム、こう

いった運用の徹底ですとか、業務継続計画、この充実を図ったところでございます。 

 １枚めくっていただきまして86ページでございます。情報セキュリティ対策の推進とい

うことでございます。87ページにかけてでございますが、情報セキュリティ・ポリシーに

基づきまして外部専門家を招聘いたしまして、情報システム委員会を開催しております。

情報セキュリティ対策の評価、推進計画の策定等を行いまして、研修ですとか、標的型メ

ールの訓練、こういったものを実施いたしました。その結果、指標といたしました情報セ

キュリティ対策ベンチマークＶｅｒ4.4というのがございますが、こちらの自己診断スコア

の平均というのは目標の3.5を上回る4.0というふうになったところでございます。 

１枚おめくりいただきまして。88ページでございます。施設及び設備に関する計画でご

ざいます。施設整備の整備・改修につきましては、平成28年度の施設整備補助金、これで
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整備することとしておりました小平庁舎、農薬検査部のある小平庁舎のほうの高度情報管

理施設の屋上の防水の改修工事です。 

それから平成27年度の繰り越しというふうになっておりましたけれども実験室の空調設

備の設置工事、これらにつきましては年度内に完了いたしたところでございます。 

89ページそのままでございます。積立金の処分ということで、前年度繰越積立金168万789

円、これにつきまして計画に基づき棚卸資産、前払費用への充当等のために58万5,462円を

取り崩したところでございます。 

 資料の説明は以上です。 

○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、ＦＡＭＩＣ総務部長から財務諸表等についてご説明を賜りたいと思い

ます。 

○坂東総務部長 総務部長、坂東でございます。 

 右肩参考５と記しました、「平成28事業年度財務諸表等」をご覧いただきたいと思いま

す。 

 まず最初に、めくっていただきまして８ページのところを開けていただきたいと思いま

す。重要な会計方針と記載させていただいておりますけれども、１番のところで、運営費

交付金収益の計上基準ということで、28年度からは、業務達成基準を採用してございます。

なお管理部門の活動につきましては、期間進行基準を採用しております。 

 この変更につきましてですけれども、前事業年度までは費用進行基準を採用しておりま

したが、独立行政法人会計基準等の改定に伴いまして当事業年度、28年度より年度目標等

における一定の事業等のまとまり、セグメントを細分化しました収益単位で業務制定いた

しまして、業務達成基準を採用しております。 

なお、管理部門の活動につきましては、業務としての完了の判断基準の設定が困難なこ

とから、期間進行基準を採用してございます。これによりまして、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べまして経常利益は２億5,390万457円の増加という形で臨時利益は同

額減少しておりますけれども当期総利益及び行政サービス実施コストに与える影響はござ

いません。後で見ていただきますけれども、損益計算書の見栄えが、経常利益が増加とい

うことで、よくなったということがあろうかと思います。 

いま少し２番の減価償却の会計処理方法について先に触れさせていただきますけれども、

（１）の有形固定資産、これは定額法を採用してございます。建物ですと２年から50年と
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いうことで以下構築物、機械というふうに、そういった年数で考えております。 

また、耐用年数につきましては、法人税法に規定する基準に従っております。 

それから、（２）の無形固定資産、リース資産を除く分でございますけれども、特許権

の場合ですと８年、ソフトウェアの場合は５年という計算をしております。 

それから、（３）のリース資産でございますが、これはリース期間を耐用年数といたし

まして、残存価格をゼロとする定額法を採用してございます。 

一旦ここまでを見ていただきまして、もとの１ページのほうに戻っていただきたいと思

います。 

１ページの貸借対照表をご覧いただきたいと思います。まず資産の流動資産のところで

ございますけれども、現金及び預金ということで７億4,839万2,073円ということでござい

ますけれども、これは未収金の減少ですとか、逆に未払い金の増加ですとかいったものも

差し引きしましてこの額となっております。 

次の、棚卸資産の114万5,258円でございますが、これは標準製剤等を物としてストック

している部分でございます。 

それから、未収金で5,743万2,604円少し大きな額になってございますけれども、この未

収金につきましては、施設整備補助金にかかる国からの未精算額を28年度に受け入れたと

いうことで5,700万円余りという計上になってございます。流動資産と合わせまして８億

721万7,125円でございます。 

Ⅱ番の固定資産でございますが、有形固定資産ということで、建物、構築物、機械装置、

車両運搬、工具、一番大きいのは土地でございまして、40億弱ということになってござい

ますが、有形固定資産合計では77億7,888万9,416円でございます。 

それから、２番の無形固定資産でございますが、特許権でございます。今年度は２件の

処分をいたしましたけれども、残る２件分の３万8,734円という計上になっております。ソ

フトウェア、電話加入権というふうなことで、合わせまして無形固定資産合計は953万万

3,780円でございます。 

３番の、投資その他の資産でございますが、敷金・保証金ということで840万円がござい

ますが、これは札幌地域センターの道新北ビルの権利金ということで840万円でございます。

都合合わせまして資産合計86億4,111万3,301円ということでございます。 

下半分でございますが、負債の部ということで、流動負債ということになります。未払

い金として４億9,458万9,772円でございますが、この多くは年度末に退職者が出てまいり
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ますけれども、その支払いが次の年度に支払うということで、退職金が主なものというこ

とになります。それから、固定負債ということでリース資産見返り負債がございますけれ

ども、資産見返り運営費交付金、これは運営費交付金により取得しました資産の減価償却

による減でありますとか、除却しましたものによります減ですとか、逆に固定資産の取得

による増というふうなものを差し引きいたしまして５億7,760万410円ということでござい

ます。負債合計としまして、右下でございますけれども、14億33万7,089円ということでご

ざいます。 

次のページ、２ページに移っていただきまして、民間企業では資本金ということに当たり

ますのが独法の場合は独法化時の政府出資金ということでございまして101億7,230万

2,527円ということになってございます。負債、純資産合計で、一番右下を見ていただきま

して86億411万3,301円ということになってございます。 

 次に、３ページの損益計算書を見ていただきたいと思います。調査指導業務費というこ

とで、多くは運営費交付金の中からということになりますが、給与、賞与及び諸手当で大

宗を占めますが37億4,751万1,671円ということでございますが、ここにつきましては職員

の４月1日時点での増加というふうなものがあり、昨年は628名でしたが、今年は633名とい

うことで、４月１日で見ますと増えているということが要因でございます。 

 それから、退職金費用ということで２億7,920万4,340円ということですが、今期は４名

ほど退職者が増えております。前期は19名でございましたが、当期は23名ということで４

名増えております。 

それから、外部委託費ということで8,100万円余りでございますけれども、これは合庁分

担金の増加による増でございますとか、ＷＥＢ会議費システムの導入でございますとか、

勤務時間管理システムの導入がございまして増加となってございます。 

その他合わせまして右のほうにありますけれども56億5,239万448円ということでござい

ます。 

それから、一般管理費のところで見ていただきますと、減価償却費というものがござい

ます。2,670万円余りということでございますが、これは工具、器具、備品等の減価償却費

の減少による減ということで、前期と比べまして減少をしております。 

それから、水道光熱料につきましても、合庁分担金の減少によりまして減となりまして

7,507万4,973円というふうになってございます。 

下におりていただきまして経常利益合計として、右下を見ていただきますと65億5,204
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万4,294円ということでございます。 

それから、次の４ページのところでございますけれども、経常収益ということで運営費

交付金を66億余り受けておりますということでございます。 

それから、その他事業収入ということで右のほうに4,258万3,623円と記載がございます

けれども、これが自己収入ということで検定料ですとか、講師料とか、そうしたものが計

上をされてございます。 

少し真ん中辺までおりていただきまして、経常利益の欄の右のほうを見ていただきまし

て２億6,791万7,877円でございます。 

Ⅲの臨時損失が276万8,024円。 

それから、Ⅳ番の臨時利益のところで、固定資産売却益で1,321万175円というものがご

ざいますけれども、これは例年よりは少し1,000万円ぐらい多くなっておるんですけれども、

ガスクロの機器が思いのほか高く売却できたことがありまして1,000万円を超えるような

売却益になってございます。 

それから、Ⅴ番の当期純利益といたしまして２億8,119万5,502円ということでございま

す。 

一番下、Ⅶでございますが、当期総利益といたしまして２億8,178万964円でございます。 

 次に、キャッシュ・フロー計算書でございますが、これは資金の流れをご説明するとい

うものでございます。 

 Ⅰ番の業務活動によるキャッシュ・フローということで、平成28年の業務活動によるキ

ャッシュ・フローは、△の2,100万円ほどということになってございますけれども、これは

前年度と比較しまして４億8,500万円の増となっております。これは国庫納付金の支払い額

の２億5,000万円の減及び人件費支出が前年度比２億1,900万円減となったということが主

な要因となってございます。 

 それから、Ⅱ番の真ん中でございます、投資活動によるキャッシュ・フローということ

で１億3,200万円余りの減という数字になっておりますけれども、これは前年度比5,800万

円の増となってございます。これは有形固定資産の売却による収入が1,300万円増となった

こと、また平成27年度施設整備補助金の5,600万円が当年度へ繰り越しになったということ

がございまして、施設費による収入が2,800万円増となっていることが主な要因でございま

す。 

それから、Ⅲ番の財務活動によるキャッシュ・フローということでございますが、これ
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は、300万円余りの△ということになっておりますが、これはほぼ前年と同額となっており

ます。この財務活動は全額リースの債務の返済分ということでございます。都合一番下で

ございますがⅥ、資金期末残高ということで７億4,839万2,073円ということでございます。 

次に、利益の処分に関する書類ということでございますけれども、業務達成基準に移行

しまして、例えば100件の仕事を1,000万円の費用を充てて執行するということにしておっ

たものが、950万円で予定どおり100件を達成したということになってきますと、収益化と

いうことで50万円の収益ということになっていくのが業務達成基準でございます。これに

従いまして今回は当期総利益ということで２億8,178万964円ということになってございま

す。 

Ⅱ番の積立金振替額ということで、前事業年度繰越積立金ということで109万5,327円と

いうことですが、これは標準製剤ですが、薬品を物として持っている額に加えまして、自

動車の自賠責の場合は２年に１回まとめて払うということで１年分のものがございまして、

その両方を合わせた額が繰越積立金ということになります。財務諸表の主務大臣の承認を

いただきました後、この積立金につきまして、棚卸資産等の部分を除きまして、単年度会

計でございますので、積立金はそのまま国庫へ納付するという形になります。 

それから、７ページでございますけれども、行政サービス実施コスト計算書ということ

でございます。これは、民間企業であればこれぐらいの計算にはなりますねということに

なろうかと思いますが、損益計算上の費用ということで調査指導業務費を受けますと、一

般管理費もこれだけ受けておりますということで、都合65億5,481万2,318円でございます。

逆に 自己収入の分は控除するという計算になります。4,200万円の自己収入、これは検定

費とか、講師派遣料でございますけれども、そういったものを合わせまして△という形に

なりますが5,930万2,344円、業務費用合計としては64億9,550万9,974円となります。 

それから、少し下におりていただきましてⅦ番の機会費用というところで、国、または

地方公共団体財産の無償または減額された使用料のよる貸借取引の機会費用ということで、

これは合同庁舎に入居する場合に水光熱料の応分の費用は出しておりますけれども、いわ

ゆる民間でいうところの賃料、賃貸料は払っていないわけですが、これを仮に払ったらこ

ういう額になりますという計算をしてございます。そういった形で行政サービス実施コス

トを計算しますと、右下でございますけれども71億7,462万5,615円という計算になってご

ざいます。 

以上、非常に簡単でございますが、説明をさせていただきました。 
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○西田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 次に、監事から監事監査結果についてご報告をお願いいたします。 

○二階堂監事 それでは、お手元の資料の参考の６に、平成28年度監事監査報告書を出さ

せていただいておりますので、この資料に基づきましてお話しさせていただきます。 

 なお、本日、私の隣におります碓井監事、私、二階堂この両名によりまして、この監査

報告を提出しておりますので代表して私が内容等につきましてお話しさせていただこうと

思っております。 

 そもそも平成28年度の監査になりますけれども、当初私どもの監査計画におきまして内

部統制システム、特にリスク管理の進展、監視体制の状況、それからコストの縮減、無駄

排除の状況、こういったものを監査の重点事項とあらかじめ定めまして、１年間監査とし

て取り組んでおります。 

 さらに、近年の会計監査のあり方についての議論を踏まえまして会計監査人の監査品質

に留意するとともに、一層の監査の充実に向けまして、内部監査も含めまして会計監査に

内部監査、監査にかかわる者との情報の共有、対話に努めてまいりました。 

なお、近年世界的な動きにもなっております企業における監査報告の長文化を意識いた

しまして、今般この報告書としてとりまとめております。 

監査の結果の報告でございますが、監査報告のⅡに記載してございます。 

まず、１つ目、法人の業務の実施状況についての意見でございます。 

法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、28年度目標の着実な達成に向け、効果的

かつ効率的に実施されていると認めます。なお、実施に当たりましては、検査技術の向上

に向けた調査研究等の不断の努力の上にあることを付記させていただいております。 

２つ目といたしまして、法人の内部統制システムの整備及び運用についての意見でござ

います。 

内部統制システムに関する法人の長の職務の執行について指摘すべき重大な事項は認め

られておりません。なお、財務報告にかかわる内部統制につきましては、本監査報告書の

作成時点において重要な欠陥は認識していない旨の報告を監査人より受けております。 

リスク管理は、緒についたばかりでありまして、今後は全社的・全般的な統制リスクも

踏まえた取り組みが望まれところです。 

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に期待し

ているところでございます。 
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３つ目でございます。役員の職務の遂行でございます。 

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ており

ません。 

４つ目、財務諸表等についてでございます。 

先ほど財務諸表等についての説明があり、一番最後に独立監査人の監査報告書がついて

いたと思います。この会計監査人「優成監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると

認めてございます。 

５つ目でございます。事業報告書についてでございます。 

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と認めてございます。 

これらの監査の結果は、この資料のとおり報告させていただいてございますが、あわせ

まして、この監査報告の２枚めくっていただきますと附属資料といたしまして監事監査の

概要をまとめておりますので、ここにつきましても少し述べさせていただきたいと思って

おります。 

この監事監査の概要でございますが、特に重要と考えたところに関し、確認及び助言と

いうことで整理しているものでございます。 

これらの監事による助言は、従来より実施してきたところですが、先にも申しましたと

おり、昨今の監査報告の長文化も意識したというところでございますが、重要な内容と考

えるところを記載しているところでございます。 

特に、この２の業務運営の状況、留意事項の１、内部統制の状況、５、人材育成の状況、

これにおきましては、組織の機能の見直し、人材育成につきまして、今から申し上げる問

題意識から整理したところでございます。 

まず、企業においても同様でございますが、働き方、メンタル等の労働問題や化学リス

クアセスメントを含む環境経営など組織に対する社会的な要請が高度化しております中で、

社内の人的リソースが不足あるいは限定的となる傾向に基づきまして記載してございます。 

また、独法の会計は国の会計とは異なり、複式簿記はもちろんのこと、国のシステムと

は異なる独自の給与計算や、会計ソフトを導入しておりまして、国との人事交流といった

人事施策に沿った異動による業務担当職員に対する教育研修等の業務、知識、検証体制の

構築には、時間や予算面、処遇等の課題がある。こういったことを背景として書かせてい

ただいてございます。 

今後とも、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
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携をさらに深め、法人の健全な業務を確保し、社会的信頼にこたえる良質な法人の統治体

制の確立に資するよう、監査を実施してまいりたいと思ってございます。 

 なお、つけ加えまして、基本的な方針と申しまして、平成25年12月独立行政法人改革等

に関する基本的な方針によりまして、監事は主務大臣と定期的な意見交換の場を実施する

ということが記載されております。この場がそういう場であるというふうな意味合いで、

特に今回の監査を通じて独立行政法人の通則法改革におけます会計基準上における課題を

認識しましたので、あえてお話しさせていただこうと思います。 

 先ほど総務部長よりお話がありましたように、本年度から財務諸表に記載のとおり、法

律に則り業務達成基準に従い、会計処理が行われております。先の独法改革により、業務

達成基準は経営改善、合理化努力のインセンティブを最大限機能させるための基準という

ことになっております。 

 収益の計上基準として業務達成基準を採用したことで、法人があらかじめ設定したセグ

メント別の目標を達成することにより、各セグメントに割り当てられた運営費交付金を収

益化する一方、業務達成のためにかかわった費用を計上することで損益計算書上、法人の

経営努力と成果が明確に表示されるようになったと思います。 

 独立行政法人は、営利を目的としておりませんが、目標を達成することで、運営費交付

金を収益化し、自己収入を上げることで収益をふやすことができます。 

そして、費用の節減を図ることで経営成績が上がることになります。ただ、単年度決算

型の行政執行法人の場合、利益の一部を法人の裁量で使用可能な目的積立金として残すこ

とが許されていないため、この利益のほとんどは会計年度終了後に国に返納すると伺って

おります。このため、法人にインセンティブが働かず役職員のモチベーションが上がらな

くなってしまうのではないかと懸念されます。具体的には、一定の目標どおりの仕事をし

ていれば各部の業務は完了し、目標は達成したという判定をされるのであれば、より一層

の創意工夫と努力をしないでも済むという傾向に陥らないかというところでございます。 

次に、経費の削減に努めた結果、次年度の予算はその分だけ削られてしまうのではない

かという思いから、予算は節約せず目いっぱい使い切るという旧来型の思考が横行しない

か。 

３つ目、自己収入を予算以上に上げても、その部分も国に納付されてしまうのなら、目

標どおりの自己収入を上げるだけでいいのではないかという意欲の低下。独立行政法人の

活力を高めるためには、しっかり仕事をして目標を達成し、成果配分を受けることで、役
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職員が仕事にやりがいを持つという好循環をつくり上げていくことが大切ではないかと思

っております。 

このことは、監事しか述べることができない領域と考えさせていだきまして、この制度

の難しい面をあえてお話しさせていただいた次第でございます。 

監事からは、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。 

 では、監事の意見等もいただきました上で、農林水産省の評価案を説明させていただき

たいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○森総務課長 再び資料１に戻っていただけますでしょうか。 

３ページでございます。右側の残り２つでございますけれども、財務内容の改善に関す

る事項、それからその他事項でございまして、いずれもＦＡＭＩＣの評価はＢという評価

でございます。私どもも同様との評価と考えてございます。 

なお、幾つか特筆すべき点について少し詳しくご説明をいたします。 

 まず、財務内容の改善の事項のうちの自己収入の確保の部分でございますが、この項目

は、昨年度Ｃということになってございました。72ページでございますけれども、昨年度

は目標に達成しなかったということでＣの評価でしたが、本年度、さまざまな工夫に取り

組んでいただきました。その結果、自己収入の部分については、前年度比137％増加してお

り、自己収入の確保は図られ、改善されたということで、Ｂと評価をいたしてございます。 

それから、もう一つは、人事に関する計画でございます。資料で行きますと77ページの一

番下でございますけれども、こちらも昨年度Ｃ評価でしたが、昨年度は、役員に占める女

性の割合についてはクリアしていましたが、管理職に占める女性の割合が目標に満たなか

ったということでＣ評価でございましたけれども、本年度は２名女性管理職を増員した結

果、目標を達成してＢの評価になってございます。 

 以上が、財務内容の改善に関する事項及びその他の事項に関する目標の評価でございま

した。 

 以上、先ほどの国民に対して提供するサービスや業務運営の効率化の部分も含めまして、

全体の評価でございますけれども、資料１の２ページにお戻りいただきますと、これまで

随時ご説明してまいりました項目別の評価は20項目あったわけでございますけれども、こ

のうちＡが１項目、Ｂが18項目、評価の対象外は１項目となってございました。また先ほ
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どご報告ありましたように法人全体の信用を失墜させるような事態ということもなかった

ということでございますので、農林水産省の評価といたしましてはトータルでＢと評価を

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、それぞれの業務、各分野の業務の実施に当たり

まして、理事長のリーダーシップのもと、業務の進捗や予算執行の把握に努められて、ま

た業務運営の効率を図りながら、適格に業務を遂行しておられると認識をしてございます。

特に重大な業務運営上の課題も検出していないということで、計画のとおり順調な組織運

営を行っていただけたものと評価をいたしているところでございます。 

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す。 

 ただいまの項目について、何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○池田委員 運営費交付金ですか、これの収益計上基準が今年から費用進行基準から変わ

ったということで、脚注のご説明、あるいは監事さんのご説明で内容はよくわかったので

すが、最後に重要な会計方針の、財務諸表の８ページの１の最後に、「これにより全事業

年度と同一の方法によった場合に比べて、計上利益は２億5,390万450円増加し、臨時利益

は同額減少していますが、当期総利益及び行政サービスコストに与える影響はありませ

ん。」と記載されております。しかし、普通は計上基準を変えるとそこに差が出てくると

思いますが、差が出てこないというのは結果的に費用進行基準と同じような内容になって

しまっているのかなと思ったのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○坂東総務部長 管理部門の経費は費用進行基準でやっておりますし、全体ということに

なりますと、どうしてもそういう傾向になろうかと思いますけれども。 

○池田委員 要するに基準が違えば最終のものも利益が変わってくるというのが一般的じ

ゃないかなと思うのですけれども。農畜産業振興機構でも委員をやっているのですけれど

も、同じような書き方になっているので、お聞きしようかなと思ったのですけれども。 

○森総務課長 １年ごとに仕事が、今年度この目標ここまでというようなタイプの仕事だ

と、どうしてもそういう傾向になる印象を持ちましたが、いかがでしょう。 

○坂東総務部長 中期目標管理法人ではありませんので…… 

○西田調整班課長補佐 今の件については、後日ＦＡＭＩＣで調査の上、報告させていた
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だきたいと思います。 

○坂東総務部長 後ほどご報告をさせていただきます。 

○西田調整班課長補佐 お願いいたします。 

そのほかご意見ございませんでしょうか。 

もしなければ、全体を通してご意見、もしくは今後の業務等に関するアドバイスなり、

そういったものがいただけるとありがたいと思っておりますが、何かございませんでしょ

うか。 

はい。 

○小林委員 全体というか、各部門で調査研究の業務をやっていると思うんですけれども、

毎年目標に対する実績の数が非常に乖離をしているというか、ずれているんですよね。そ

れで、ちょっと課題選定プロセスを教えていただけたらと、どういうふうにして目標が設

定されて、どういうところで実施をされて実績として上がってきているのか。例えば単年

度で、それがぽんと増えるというのは、多分あるとは思うんですけれども、何か毎年毎年

数が目標に比べて実績が多いというのは、何かその辺のシステム自体にちょっと問題があ

るのかなという感じもするんですけれども。 

○森山企画調整部長 それでは、目標につきましては、農林水産省のほうで定められてお

るんですけれども、お聞きするところでは、もちろん行政上必要な課題等がどういうもの

かというのと、あと、こちらのほうの業務実施の状況というのも勘案していただいて、Ｆ

ＡＭＩＣで最低限これぐらいやってくれよというような課題として示されたものというふ

うに伺っております。ただ実際、私ども課題を設定するときは、この年度計画に示された

課題を前提といたしまして、これもまたそれぞれの担当部局がございますので、こちらと

協議しながらですけれども、さらに必要性とか重要性を踏まえて、できるだけ実施可能な

もの、こういった課題を自主的に追加をさせていただいております。その上で、外部有識

者の方の意見をもらいまして、理事長の決定という形にしておりまして、できる限りそれ

について頑張ろうとしている数字になってきておるところでございます。ただ、今、委員

のご指摘ありましたように、なかなか数というのが乖離があるというようなこともありま

す。また数だけでいいのかということもあって、今回ご案内のように数だけではなくて、

質といいますか、内容といいますか、こういったものも評価した上で、自己評価させてい

ただいいておりますし、また、29年の目標からは、これまで実施課題数という形で目標を

定めていたのを調査研究の実施状況ということで、例えば３課題以上とか、そういう表現
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の仕方をして、最低のところを示しながら、あとは質も見てというような形に変えていっ

ておるところでございます。 

○小林委員 あれですよね、実質の数字、今、実績として上がっているものというのも、

あくまでも農林水産省さんからの指示にＦＡＭＩＣさんとして独自に上乗せをして、計画

としてもそこがあると、それでなおかつ実績としてまた同じ数字が上がってきているとい

うことですね。 

○森山企画調整部長 そうです、はい。 

○小林委員 それなら何も問題はないと思うんですけれども。ただこれだけ見ると、何か

計画と非常に乖離をしているので、もう一段階計画が入るんですよね。 

○森山企画調整部長 そうですね、ＦＡＭＩＣで計画をするという行為が入りますので。 

○小林委員 その数字を書いたほうがいいような気もするんですけれども。 

○森山企画調整部長 そういったことで、29年からは少しより実態といいますか、評価の

実態を反映できるような形に変えさせていただいているところでございます。 

○小林委員 それがちゃんとできていれば何の問題もないと思いますので。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか、後藤委員お願いします。 

○後藤委員 内容が評価の対象になってきたというのは非常にいいこと、うれしいことだ

と思います。そうしないと国の中における技術者集団としての評価があるし、中身を評価

しないで数字だけでの評価で技術者を評価されたら、これちょっとたまらんなという思い

がずっとあったので、非常にそれはいいと思います。 

先ほど、二階堂監事が、ご懸念になっていた部分に関して、特に調査研究という部分だ

と、単年度というのが非常に大きな縛りというか、障害と言ったほうがいいかもしれない

ですが、予算的に単年度、計画的に単年度で縛っていくということが、調査研究が単年度

で、３月31日にすべてクローズできるものかという性質を考えたときに、かなり大きなも

のがあると。実際に調査研究の課題を見させていただいていると、開発、確立という言葉

で同じものを実際には２年にしているというような、極端な言い方をすれば、言葉の遊び

的なことでクローズを途中に持ってくるという、本来だったらしなくていい努力をしてい

るような部分もあるので、会計上非常に難しい部分もあると思うのですけれども、ある程

度長期的な視点でできる部分というのを今後形にできればいいなという思いがありますと

いうことを申し上げさせていただきます。 
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○森総務課長 ありがとうございます。 

 国の行政がまさにそういう世界で、国の予算を単年度で民主的に統制するという仕組み

の中で、予算単年度主義が厳格に行われております。国の事業でも基本的には単年度とい

うことが基本形になっていて、行政執行法人としてのＦＡＭＩＣもそれに影響を受けたよ

うな形になっているということだと思います。 

おっしゃるように、調査研究的な部分、分野というのは、長期的な視点を持って取り組

んでいく。国でも、１年目はここまで、２年目はここまで、３年目はここまでという、３

年ぐらいのプランを持った上で、もちろん２年目、３年目の約束は財務省がしてくれませ

んけれども、そういうプランを持った上で取り組むなどの工夫をいたしておりますので、

様々な運用の中でＦＡＭＩＣが出来ることもあろうかと思います。そういった部分は我々

も問題意識を持って考えていきたいと思います。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 行政執行法人としてＢの評価というのをどう考えるかというあたりをお教え

願いたいというのが１つです。 

意見書の中でも申し上げましたが、実は高く評価していいのではないかと。いろいろな

制約がある中で、Ｂという評価になっていると思いますけれども、特にこのような農学、

あるいは農業にかかわる科学技術が進歩している中で、サービス、あるいはその業務、特

にⅠの部分というのは大変難しい課題に取り組んでいらっしゃるように見えるのです。そ

こがきちんと評価されるようにどういう指標の立て方をしていくかというのは課題の一つ

かと思いますが、私のコメントは、要は実は高い評価なんだ、という見せ方にあります。

着実に仕事は進めなくてはならないし、しかし世の中の進歩に対応しなくてはならない、

幅広いところをどうカバーするかという課題もある中で、Ａがよろしいという意味ではな

いのですが、Ｂの評価の意味をしっかりお互いが理解すべきであると、そんなふうに感じ

ています。 

○森総務課長 ありがとうございます。  

 昨年も、そういったお話もいただきまして、我々も評価方法の見直しなどに取り組んで

いるところですけれども、Ｂの意味は、国としてお願いしたい仕事をきちんと的確にやっ

ていただいたという意味でのＢでございます。そこの意味ははっきりさせておく必要があ

ると思っております。その上で、そうは言ってもＦＡＭＩＣの仕事というのは何の分析を
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何件やってくださいという国の指示に対してそのとおりやりましたということだけでＢと

いうことだけでは、それぞれが現場での工夫などが評価の場に出てきにくいというご議論

が昨年もありまして、今年はプロセスでいろいろ工夫してきたところを前向き評価して、

プラス評価していく方法を始めたところでございます。若干反映できましたが、これで全

て反映できたとは思っておりません。これまで、遠慮されていたのかもしれませんけれど

も、これからは、いろいろなデータが現場でどういう具体的な取り組みが行われ、こうい

う結果につながっているという事例をどんどんもっと挙げていただいて、そういったもの

が前向きにプラスの評価とされていくような取組をこれからも継続的にやっていきたい、

その一歩を今年は踏み出したと思っております。 

○長田委員 昨年のときにも、今と同じようなお話が出ていたと思うのですが、私も、ほ

かの独法の評価や、ほかの省の評価をさせていただいている感じからすると、本当に農水

省さんの評価は厳しい。それと評価されるＦＡＭＩＣさんも、もうちょっとビジュアル的

に見せるということも有用ではないかと思っておりまして、私、専門のことよくわかりま

せんが、例えば事業者向けの講習会とかもいっぱいやっていらして、その中の満足度の程

度が高くていらっしゃるんですね。そういうときに使われたテキストの一場面をお見せい

ただくとか、もうちょっと見せるということをなさると評価も上がるのではないかなと思

います。もうだんぜん厳しいなと正直思っていますので、平成29年度の評価では、もう少

し何か工夫をしていただけるといいのではないかなと思いました。 

以上です。 

○森総務課長 ありがとうございます。 

 まさに、そういった考えを我々も持ってやっていきたいと思っています。 

 一つ付け加えさせていただきますと、平成29年度の業務目標の設定のときに、それぞれ

の分野の仕事の中身について、こういう工夫をしますということをちゃんと盛り込んでく

ださいとお願いしました。今、ＦＡＭＩＣでいろいろ取り組んでいただいていることだと

思いますが、そういったことも部門ごとに、じゃあうちの部門は今年はこういう工夫を盛

り込みますといったことをやってくださると思うので、来年度は、こういった工夫を盛り

込んだ実績が上がってきて、さらに積極的な評価ができるように取り組んでいきたいと思

います。 

○長田委員 もしそういう努力がどんどん行われるようになると、先ほどの二階堂監事の

ご指摘は、やっぱり大きな課題になってくると思うんです。やっぱり努力が実るというの
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もとても大切だと思いますので、農水省さんだけでどうこうできないことかもしれません

が、少し考えていただくべきだなと思っています。 

○森総務課長 そういう気持ちで取り組んでまいります。 

○西田調整班課長補佐 岡崎委員お願いします。 

○岡崎委員 各委員の先生の意見の中の一つかもしれないんですけれども、国際技術協力

に関して、もう少し評価高くしてもいいんじゃないかなというふうには思っているんです。

国際協力機構等からの要請がないとなかなか展開できないのかもしれないんですが、これ

だけの業務の上に要請があったら対応するということですので、数だけではなくて、これ

も何らかを加味する評価の方法で評価していただけたらと思います。 

 予算の経費の関係もありますので、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけれど

も努力していただければいいかなと思っているわけです。 

 以上です。 

○森総務課長 ありがとうございます。  

 私も国際技術協力関係は余り勉強する機会がなかったもので、今、大変参考になったと

ころでございます。確かに技術に立脚した法人でございますので、日本の高い技術を国際

的に協力していくというのは、ＦＡＭＩＣの大きな役割のひとつでもあると思いましたの

で、よく勉強してまいりたいと思います。 

○後藤委員 その点ですけれども、ＦＡＭＩＣさんの活動の中でＴＣ３４の活動、ＴＣ３

４の国内事務局を持っていらっしゃって、ＴＣ３４というのは、農産物、食品という縛り

のＴＣですけれども、ＩＳＯの世界の中で、日本が農産物とか食品を外に出していくとこ

ろでは、非常に大きなＫＥＹになってくる部分なのです。しかも、今回ＪＡＳ法が変わっ

て、今まで物の規格だったＪＡＳが、試験方法の規格もＪＡＳにできることとなり、ＪＩ

Ｓの場合は、規格を英訳してそのままＩＳＯに提出する仕組みがあるので、農水省さんも

ＪＡＳの国際化ということを考えているというお話もちょっと伺っておりますが、そうい

うときに、現在ＦＡＭＩＣさんがハンドリングされているＴＣ３４の事務局の役割という

のは非常に大きなものになってくる。現在残念ながらまだそれほど多くのＴＣ３４下のＳ

ＣがＰメンバーになってない。Ｏメンバーのものも幾つもあるというような状態なので、

その辺もぜひ日本の農産物、食品を外に売っていくきっかけとして、窓口としてＴＣ３４

の強化をぜひお考えいただければと思います。 

○森総務課長 ありがとうございます。  
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○食品産業局食品製造課 食品産業局規格専門官の船田と申します。 

法律が改正されまして、ＪＡＳですけれども、確かに多様な規格がつくれるようになり

ました。目的としては、国際化というのもありまして、その中でＩＳＯの関係につきまし

ては、ＪＡＳの規格化を足がかりとしてＩＳＯ規格を作っていこうということも考えてお

りますので、これからＦＡＭＩＣに重要な役割を担っていくただくことを想定しておりま

す。これからもよろしくお願いしたいと思います。 

○西田調整班課長補佐 それに伴いましてＦＡＭＩＣのほうの動きも少しご説明いただけ

ればと思います。 

○木村理事長 国際化のお話をしていただいたんですけれども、ちょうど改正法の中で、

ちょっと今お話がありましたように、やはり１つは、ＪＡＳ規格の拡大がございます。そ

れと同時に拡大の中でも国際規格化、こういうものを見据えた上でというのがあります。

したがいまして、今ちょうどおっしゃられましたように、今まさに動きの中で、国際化の

中にＦＡＭＩＣも入っていくということになるかと思います。できれば、こういう形でＪ

ＡＳの規格を足がかりにしまして、これから規格等の認証機関とか、さらには試験業務に

かかわる、そういうことに関してもＦＡＭＩＣは何らかの形で評価をするなり、ちょうど

今のＪＡＳの中におけるＦＡＭＩＣ、こういうふうな形で本省等と連絡を密にしながら、

まさに出発したところでぼちぼち入っていく、具体化していくと、今ちょうどそういうの

で、来年度この話ができるかも、そういうように考えておりますのでよろしくお願いした

いと思います。 

○後藤委員 ＪＩＳの場合には、ＪＩＳ化されたものを英訳して、そのままＩＳＯ化する

というファーストトラックというシステム、経産省が外部委託をしてやっていらっしゃる

部分もあるようなので、ＪＡＳもぜひそういう形で進んでゆければなという気がしている

ところです。 

○西田調整班課長補佐 鈴木委員も、何かお詳しいと思われますので。 

○鈴木委員 ＴＣ８９の国内審議会を仰せつかったときに、2008年にＴＣ８９の総会を日

本に招聘する際に、ＦＡＭＩＣさんに大変お世話になりました。会場も提供していただき

ました。ありがとうございます。 

 そこは、本当に力を入れるべきところだと思っております。感じております。 

○西田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 あとはよろしいでしょうか。全体を通して何かご意見、アドバイス等がありましたら。 
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よろしいですか。 

 それでは、以上で本日予定しておりました議事は全て終了させていただきます。 

 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表することとなりますのでよろしくお願い

いたします。 

 それから、本日の資料でございますけれども、机の上にそのまま置いておいていただけ

れば、後ほど、こちらのほうから郵送させていただきますので、お荷物になりますので、

ぜひこちらのほうで、置いておいていただければ送付させていただきます。 

 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農林水産消費安全

技術センター部会を閉会させていただきます。 

 委員の皆様方には長時間にわたり貴重なご意見賜りまして誠にありがとうございました。 

 

午後 ３時４８分 閉会 


