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第４回農林水産消費安全技術センター部会 

 

日時：平成３０年７月１７日（火）     

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：２８～１６：０２       

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 平成２９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２８分 開会 

○中田調整班課長補佐 ただいまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消

費安全技術センター部会を開催したいと思います。 

 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、中田でございます。どうぞよ

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、非常に暑い中、農林水産省独立行政法人評価有識

者会議に出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、本日の会合ですが、委員６名全ての方に出席いただいております。簡単ではあり

ますが、各委員のご紹介をさせていただきます。 

 まず、最初に池田公認会計士事務所所長、池田雄二郎委員でございます。 

続きまして、石川県立大学客員教授兼東京農工大学客員教授、岡崎正規委員でございます。 

前信州大学学術研究院教授、後藤哲久委員でございます。 

神奈川県農業技術センター病害虫防除専門員、小林正伸委員でございます。 

静岡大学副学長農学部教授、鈴木滋彦委員でございます。 

全国地域婦人団体連絡協議会事務局長、長田三紀委員でございます。 

 

 それでは、議事に入ります前に総務課長の森より、ご挨拶を申し上げさせていただきま

す。 

○森総務課長 総務課長の森でございます。いつもお世話になっております。本日は委員

の先生方、この大変な猛暑の中、本日のセンター部会にご出席を賜りまして、誠にありが

とうございます。皆様方には日頃から消費安全行政にご指導を賜っておりますことに、こ

の場をお借りいたしまして改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 さて、最近の情勢について少しお話しさせていただきます。農林水産省では、農政改革

の推進に取り組んでまいったところでございますけれども、昨年、農業競争力強化支援法

が成立しまして、この中で農薬や肥料などの生産資材に関する規制制度の見直しを行うと

いうことが盛り込まれたところでございます。 

 これを受けまして私どもといたしましても、これらの規制制度の総点検を進めてまいっ

たところでございますが、その第一弾といたしまして、この通常国会に農薬取締法の改正

案を提出いたしまして、先頃、全会一致で可決成立されたところでございます。この改正
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におきましては、最新の科学的な知見に照らして農薬の再評価を行う仕組みでございます

とか、農薬の登録審査方法の見直しを行うなどの改正事項が盛り込まれているわけでござ

いますけれども、ＦＡＭＩＣが実施している農薬関係の業務の運営にも大きな影響がある

改正となっているところでございます。 

 これらの資材関係制度の見直しに対応いたしまして、実務を担っているＦＡＭＩＣにお

いても、最新の科学的知見に対応したものに見直していくということが、今後とも必要で

あろうと考えておりますので、ぜひ、そういう観点から業務の改善に取り組んでいただき

たいと期待いたしているところでございます。 

 さて、本日の議題でございますけれども、平成29年度のＦＡＭＩＣの業務実績の評価で

ございます。私もこの会議は３度目となりましたけれども、これまで委員の皆様から頂戴

いたしましたご意見を踏まえまして、いろいろ工夫をしてまいってきてございます。特に

昨年度からは、業務の実施過程で法人自らが努力・工夫した内容などを評価に加味して、

メリハリがつくような評価する取り組みを始めてございまして、今回が２年目になります

けれども、この考え方をさらに進めた評価を準備したところでございますので、この後、

ご議論をお願いしたいと思ってございます。 

 また、あわせまして、先般、農林水産省に報告されましたＦＡＭＩＣの財務諸表につい

て、報告をいただいた後に誤りがあったという事案がございました。こういった事案も考

慮して、評価する必要があると考えているところでございます。いずれにいたしましても、

本日も忌憚のないご意見を賜りまして、よりよい評価ができますようにお願いしたいと思

います。 

 簡単ではございますが、ご挨拶にかえさせていただきます。本日はよろしくお願いいた

します。 

○中田調整班課長補佐 それでは、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、木村理事長より挨拶をいただきますとともに、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したいと思います。 

○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。今回の私ど

もの業務実績に関しまして、ご説明を申し上げる場を設けていただきまして本当にありが

とうございます。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いてご説明を申し上げさせていただきます。 
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 ＦＡＭＩＣは、科学的知見に基づき食品安全行政を推進する行政執行法人として、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いて農林水産大臣から指示された年度目標及び

関係法令等に基づき、平成29年度も正確・確実な執行に努めたところです。また、農業競

争力強化プログラムの一環といたしましてＪＡＳ法が平成29年度に改正されました。これ

に対応いたしまして、国際的な基準に合致した認定業務を実施するため、本年４月にＦＡ

ＭＩＣ内に認定センターを新たに設置するなど、組織体制面での対応も進めているところ

です。 

 さて、総評についてですが、まず、平成29年度の自己評価の考え方についてご説明させ

ていただきます。ＦＡＭＩＣでは、平成29年度より組織パフォーマンスの向上を目的とす

る新しいマネジメントシステムを構築し、運用しているところです。これは業務実績の目

標達成状況に加えまして、実績に至った過程、さらには取組状況などの中で特筆すべき事

項を加味してプロセス評価を行い、これに人事評価と職員表彰制度を連動させるものです。

詳細につきましては後ほど自己評価の説明の中でさせていただきます。 

 平成29年度はこのマネジメントシステムに基づき、創意工夫や業務改善等の取組を積極

的に明らかにし、その上で自己評価を行いました。その結果、創意工夫等の取組によるプ

ロセスの評価によりＡ評価とした小項目が昨年度は７項目でしたが、29年度は18項目にな

りました。それにより、中項目でも３項目をＡ評価としていります。Ａ評価としたものに

つきましては、本日の机上配付資料として項目ごとに説明資料を作成いたしました。この

ような自己評価のもと、ＦＡＭＩＣで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、効率的かつ効果的な業務運営を図り、的確に遂行したものと考えまして、

平成29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

させていただきました。 

 一方、先ほどの総務課長のご説明にもありましたけれども、財務諸表等を農林水産省に

報告した後、記載内容に誤謬があることの指摘を受け、訂正を行いました。これは法人の

信用にかかわる業務遂行上、さらには内部統制上の問題として重く受けとめており、後ほ

ど担当よりご説明しますけれども、しっかりと改善策を講じて参る所存です。それでは、

業務実績の詳細につきましてはこの後、企画調整部長から机上配付資料を中心にご説明さ

せていただきます。また、財務諸表等につきましては総務部長からご説明させていただき
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ます。 

 最後になりますが、今国会では農薬取締法の改正が行われるなど、農政の新たな展開に

おいてもＦＡＭＩＣは重要な役割を担っていくこととなります。行政執行法人として農林

水産省とより一層、緊密な連携のもとで科学的知見や先進技術を取り入れ、高い水準かつ

科学的、効率的に業務に取り組み、農林水産行政を科学的、技術的側面から支えて参る所

存ですので、これからもどうかよろしくお願いしたいと思います。 

○中田調整班課長補佐 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29年度業務実績の評価につ

いて」でございます。最初に、ＦＡＭＩＣより平成29年度の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、最初に「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質に向上に関する事

項」から説明していただきたいと思います。それでは、ＦＡＭＩＣ企画調整部長から説明

をお願いいたします。 

○森山企画調整部長 企画調整部長、森山でございます。座って説明いたします。 

 それでは、資料１の評価書の５ページをお開きいただけますでしょうか。中段の表に、

年度目標、事業計画、主な評価指標、法人の業務実績・自己評価等々となっております。

先ほど来、お話がありますように、今回は目標への達成度に加えまして、それに至りまし

た実施方法の工夫とか、高度化を著しく行ったものについては、プラスの評価にしており

ます。 

 そのプラスの評価をしたものにつきましては、評価書の中で既にご覧いただいていると

は思いますけれども、特筆事項を記載するとともに、机上配付資料でございますが、ポン

チ絵に整理しております。時間の関係もございますので、自己評価でプロセスの評価等に

よりまして、Ａ評価をした小項目を中心にご説明させていただきたいと思います。なお、

中項目の評定は小項目の結果を積み上げて行うこととなっておりまして、先ほど理事長の

挨拶にもございましたが、全20項目のうちＡ評価が３、Ｂ評価が15、業務がなかったもの

が２となっております。 

 それでは、まず、肥料及び土壌改良資材の関係業務でございます。（１）でございます。 

 ６ページから７ページにかけてでございますが、農林水産省からの緊急要請業務でござ

います。机上配付資料の１番目になりますが、こちらもご参考にお開きいただければと思
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います。これは除草剤の成分でありますクロピラリド、これが含まれた輸入飼料を与えた

家畜のふん、これを原料として作った堆肥を使った場合に作物に生育障害を及ぼしたとい

うことがございまして、分析方法の適用範囲の拡大とか、実態調査の緊急要請がございま

した。 

 その依頼を、こういったものがあるのではないかということで想定いたしまして、共同

試験先の確保ですとか、効率のよい試験設計等の事前準備を進めておりまして、適用範囲

を拡大するための確認試験を非常に短期間で実施いたしました。また、残留実態調査を効

率的に実施するとともに通常のルーチンの分析、これは地域センターで分担するというこ

とで組織力を発揮した点、これを評価いたしております。 

 それから、７ページにまいりますけれども、下段で肥料の登録申請がございます。これ

は全て標準処理期間内に処理いたしております。 

 それから、８ページにまいりまして③の肥料取締法に基づく立入検査でございます。机

上配布資料は２番目になります。相次いで昨年に発生しました緊急立入検査、これを通常

業務に優先して実施し、特に悪質なケースにつきましては、普通は管轄の地域センターで

対応するということなんですけれども、こういった場合は本部の職員も出向きまして、本

省の方、都道府県の肥料担当部局、また、環境部局、こういったところと関連情報を共有

いたしまして、効率よく確実に違反事実を確認いたしました。また、不正な肥料の流通を

阻止いたしました。さらに、そのときに収去いたしました肥料とか原料の分析・鑑定、こ

れも地域センターで分担しまして、効率的に進めて短時間で報告したという点を評価して

おります。なお、29年度から表示の検査が主体になっているような立入検査につきまして

は、地方農政局が実施することになりましたので、こういった地方農政局職員に対しまし

て研修とか検査への同行等、こういった支援も実施しているところでございます。 

 次は９ページになります。④の土壌改良資材の立入検査業務でございます。また、その

次の⑤の牛海綿状脳症のまん延防止関係業務、それから、10から12ページの⑥のその他肥

料の安全確保等に関する業務、これらの業務につきましては、いずれの項目も標準処理期

間内の処理率とか、周知率ですとか、調査実施率等の指標を全て達成しているところでご

ざいます。 

 次は13ページでございます。肥料の調査研究でございます。調査研究業務の評価につき

ましては、課題数目標をクリアしていること、それから、外部委員の方を含めました研究
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評価委員会がございまして、こちらできちっと評価されていること、この点を前提にしま

して、さらに取組内容とか、成果が優れているという場合につきまして、評価を引き上げ

ているところでございます。机上配布資料になりますと３番目になります。 

 肥料の場合は、目標課題数は９以上ということでございましたので、これをクリアいた

しまして、内容も研究評価委員会で全てＡの評価をいただいております。特に肥料登録の

申請で義務づけられております栽培試験でございますけれども、これにつきまして、これ

までＦＡＭＩＣで蓄積してきましたノウハウ、こういったものを我が国初の解説書として

取りまとめて公表しております。肥料の品質等の保全に貢献した点、この点を評価してＡ

ということにしたところでございます。 

 続きまして、14ページからの農薬関係業務でございます。 

 15ページの①は該当する事案がございませんでした。②の農薬の登録検査業務、それか

ら、16から17ページにまいりましての農薬の立入検査等業務、17ページの④の農薬の登録

検査に附帯する業務のアにつきましては、いずれも標準期間内にきちっと処理しておりま

す。また、19ページにかけましてですが、④のイ、ウについても求められた技術的知見の

提供を実施させていただいております。 

 19ページの中段の⑤でございます。農薬の使用状況及び残留状況調査業務になります。

こちらは机上配付資料では４になりますが、机上配付資料は４－１と４－２に分かれてお

りますけれども、まず、４－１ですけれども、産地の防除暦、これを活用いたしまして戦

略的に分析対象農薬を拡大とか、調査対象地域の集約化による効率化、こういったところ

を積極的に本省に提案させていただきまして、調査内容の充実及び効率化に貢献したと思

っております。また、４－２でございますけれども、農家等との調整とか交通手段等の検

討を綿密に行いまして、１回の調査で複数の地域からより多くの試料を採取するような方

法をとりまして、業務の効率化を図ったというところで、これら４－１、４－２の点を自

己評価しているところでございます。 

 それから、20ページの調査研究業務でございます。こちらは目標課題数７以上をクリア

しております。内容につきましても、研究評価委員会において全てＡ評価がされていると

ころでございます。机上配布資料は５になります。 

 例を二つ載せていますけれども、まず、新たな作物分類に関する検討では作物群での農

薬登録、これが進められているところでございますが、幅広い観点から膨大なデータを調
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査・解析いたしまして、葉菜類の分類を行いました。これによって野菜の分類案とか、代

表作物案を提案させていただいて、農薬行政の施策立案に貢献したと思っております。ま

た、例２でございますが、残留農薬分析業務における分析法の検討ということで、抽出方

法とか精製の工程、これを改善いたしまして、効率的で信頼性の高い新規一斉分析法、こ

れを確立いたしました。これによって、残留農薬分析業務への導入を可能といたしました

点を評価しているところでございます。 

 次は、（３）の飼料及び飼料添加物関係の業務でございます。 

 23ページをお開きください。まず、①の農林水産省からの緊急要請業務、24ページです

が、②の飼料等の立入検査等業務、③の愛玩動物用飼料の立入検査等業務、25ページにか

けましての④の安全性確保に関する検査等業務につきましては、いずれも実施率、標準処

理期間内の処理率等の定量的指標を全て達成しております。 

 それから、25ページの中段からのウがございまして、ウはまた中身が分かれているとこ

ろでございますけれども、まず、ウの（ア）、これは二つの小項目から構成されています

が、まず、基準・規格及び検討資料の妥当性の調査ということでございます。これは机上

配付資料の６になります。これは本省で飼料添加物の試験方法、これの全面改正が行われ

るということでございまして、それに資するために膨大な試験方法につきまして有害な試

薬とか、現時点では入手困難な器具、こういったものを用いる方法などを抽出する作業を

行いました。本部と各地域センターで分担して実施いたしまして、農業資材審議会の関係

部会に間に合うよう短期間で報告しております。 

 それから、26ページの下になりますけれども、試験方法等の開発・改良でございますが、

机上配付資料は７になります。これは飼料分析基準に関する新しい試験方法、これにつき

まして試験の実施時期を分散化するとか、それまでの担当者中心の進め方からチーム体制

へ移行したり、進捗を見える化をしたり、こういった効率的な実施を図りまして、飼料分

析基準検討会における評価は９課題全てＡ評価ということになりましたので、この点を評

価しているところでございます。 

 27ページの（イ）、次に、（ウ）、28ページにかけての⑤でございますけれども、検定

等関係業務、それから、⑥のアからウにつきましては、いずれも実施率とか、標準処理期

間内の処理率等の定量的指標を全て達成しているところでございます。 

 29ページと30ページにかけてのエでございまして、飼料等の輸出に関する製造状況等の
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確認ということでございます。こちらは机上配付資料の８になります。過去にＢＳＥが我

が国で発生いたしましたので、飼料等の輸出のときには相手国の要求に基づく検査証明書、

これを付けることが必須になっております。特に輸出件数が多い台湾につきまして検証を

実施いたしまして、それまで必須としてきましたＥＬＩＳＡ検査、これは省略できるので

はないかということを確認いたしました。 

 その結果、関係機関ともご相談いたしました結果、ＥＬＩＳＡ検査を省略する形で輸出

検査規定が改正されたところでございます。それによりまして、７日間程度の処理期間の

短縮、１検体当たり約65,000円のＥＬＩＳＡ検査にかかるコストの削減が図られたという

ことで、輸出業者の利便性の向上とか負担の軽減に資することができましたので、評価し

ているところでございます。 

 それから、30ページのオ、カ、それから、31ページにかけてのキにつきましては、いず

れも実施率等の定量的指標を全て達成しているところでございます。 

 それから、31ページから32ページにかけての⑦、ＯＩＥ関係業務でございます。こちら

は机上配布資料の９番目になります。ＦＡＭＩＣは、ＯＩＥの世界初の飼料安全分野のコ

ラボレーションセンターでございますけれども、海外からの分析研修の受け入れ等を実施

しているところでございます。29年度におきましては、参加者の属する地域の現状を十分

考慮したテーマを選択して、地域の実情を踏まえ、複数の機械での分析実習を行う等、効

果的なプログラムを実施いたしまして、受講者の満足度というのは５点満点中で4.8点と非

常に高い評価をいただきました。 

 また、この研修に当たりましては、通訳を一切使わずに全て英語で職員が実施いたしま

した。なかなか、苦労したところでございますけれども、今後、国際的なラボのネットワ

ークの構築に向けまして、職員のスキルアップにも効果があったのではないかと思ってお

ります。また、ＷＴＯの協定上、先進国の義務でありますが、途上国への技術移転、これ

にも積極的に貢献したのではないかということで、Ａ評価としたところでございます。 

 32ページ下段の調査研究業務につきましては、目標としました課題数１以上をクリアし

て、内容も一定の評価を得ているというところでございます。 

 次は、（４）の食品表示の監視に関する業務でございます。 

 34ページで、①は該当する事案はありませんでした。②、35ページにかかっていきます

が、食品表示に関する立入検査、それから、35ページ中段にあります③の食品表示の科学
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的検査業務のアにつきましては、いずれも標準処理期間内の処理率、報告処理率、検査実

施率等の定量的指標を全て達成しているところでございます。 

 36ページのイ、検査対象の重点化でございます。机上配布資料は10ですが、10－１と10

－２ということで分かれているところでございます。10－１は、原産地表示検査の対象品

目の拡大というのが非常に求められていますけれども、その中で主力機器であるＩＣＰ－

ＭＳという機器がありますが、今はフル稼働している状態でございまして、なかなか、新

しい品目拡大へ振り向けることが難しい状況にありましたが、塩蔵ワカメの検査において、

まずＩＣＰ－ＭＳにかける前に原子吸光という機器にかける簡単な一次検査法を導入した

検査方法を開発いたしました。それによりまして、それまでの塩蔵ワカメの検査でのＩＣ

Ｐ－ＭＳの利用が２割程度にまで縮減できたという点でございます。 

 それから、机上配付資料10－２ですが、果実飲料に糖が入っているかどうかの判別の方

法ですけれども、今までの検査方法では凍結真空乾燥機という高価でＦＡＭＩＣの地域セ

ンターではあまり保有していない機器を使っていたのですけれども、これをもっと汎用性

のある恒温真空乾燥機に代替ができるのではないかということを確認いたしまして、また、

その適用品目につきましても再検証して対象を拡大したところでございます。それにより

まして、検査件数は約４割増加することができるのではないかということで、これらの点

を評価しております。 

 それから、38ページにかけましての④の食品表示110番等対応業務については、実施率

100％を満たし、また、⑤の調査研究業務では、目標課題数18以上をクリアしたということ

でございます。 

 それから、39～40ページになりますが、（５）の農林水産物等の品質の改善等に関する

業務、いわゆるＪＡＳの関係の業務でございます。 

 40ページの①は該当する事案はございませんでした。②でございますが、ＪＡＳ法に基

づく立入検査業務は、標準処理期間内の処理率なり、報告処理率、また、定量的指標を全

て達成しているところでございます。 

 41ページの③でございます。登録認定機関等に対する調査等の業務ということのアでご

ざいまして、机上配付資料は11になります。こちらは、平成29年６月に改正されました新

ＪＡＳ法による認定業務を円滑に実施するために、各種の研修とか委員会等に職員を積極

的に派遣して力量を確保したところでございますし、得られた知見も活用して認定プログ
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ラムの構築、これと基準文書類を整備したところでございます。また、この認定業務を独

立的に実施する認定センター、これの設立準備を行いました。実際、今年４月に設置いた

しましたけれども、こういった体制整備とか、改正ＪＡＳ法の発展に貢献したという点を

評価しているところでございます。 

 それから、42ページのイ、登録認定機関等に対する定期的調査では調査実施率とか、重

大な不適合に関する改善率は100％を達成しております。それから、43ページから44ページ

にかけてでございますが、ＪＡＳ規格の制定等に係る業務のうち、原案作成の部分につい

ては実施率100％ということでございます。 

 43ページの真ん中あたりですが、日本産品の優位性の発揮につながる新たな規格の作成

でございます。こちらは机上配布資料の12になります。こちらは、数値目標は２規格でご

ざいましたが、日持ち生産管理切り花、べにふうき緑茶中のメチル化カテキン、ウンシュ

ウミカン中のβクリプトキサンチンの３規格を制定いたしました。加えまして、新ＪＳＡ

制度の普及と新規格の提案等、こういったものの促進のための説明会を延べ39回、約2,700

人の関係事業者が参加いたしました。事業者等から、接着合わせ材、木材の関係ですが、

ほか、木質ぺレットですとか、納豆、こういったものに対しての多数の規格が提案された

ところでございまして、規格策定の支援に着手したというところを自己評価したところで

ございます。 

 44ページの⑤国際規格に係る業務のうち、国内委員会の開催につきましてはＩＳＯの食

品専門委員会、関連する分科委員会等の国内審議団体といたしまして国内の意見の取りま

とめを行うとともに、45ページに移りまして、委員会につきましては必要に応じて参加と

いうことで、職員とか専門委員を国際会議に11回派遣いたしまして、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。 

 46ページからは、（６）の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。 

 47ページは該当ありませんでした。48ページの②でございます。サーベイランス・モニ

タリング年次計画に沿った分析業務でございます。机上配付資料は13でございます。当初、

予定しておりました分析及び報告につきましては、実施率100％でございました。これに加

えまして、緊急調査として麦類のフザリウムかび毒、これが50点追加されました。これに

つきまして、対象物質の絞り込みをやりまして解析時間の短縮など、こういったものの工
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夫をいたしまして非常に短期間で成果を出しました。また、学会の発表とか論文投稿を積

極的に行いまして、これまでの調査で得られた食品安全に係る知見の普及、こういったと

ころにも取り組んだというところを自己評価したところでございます。 

 次に、49ページから50ページにかけてでございますが、食品安全に係る有害化学物質の

分析能力の確立でございます。机上配布資料の14ということになります。まず、農林水産

省の指示に対する報告件数というのは、実施率100％ということでございまして、そういっ

たことに加えまして、有害物質のピロリジジンアルカロイド、これがグリーンティに含ま

れているという海外の報告がありまして、緑茶というのは国内での消費とか輸出産品とし

ての位置づけということを鑑みて、緊急に対応しないといけないというご指示をいただき

まして、ただ、なかなか、国内外での知見とか、有用な情報、分析法がほとんどない中で

試行錯誤を重ねまして、信頼性の高い結果を提供できる分析手順を確立いたしました。そ

れによって実態把握に貢献したということで、その点を自己評価しているところでござい

ます。 

 50ページの下段の④につきましては、実施率100％ということでございます。 

 51ページの⑤につきましては、ＩＳＯ17025への適合性の維持につきましては、認定機関

により認定が更新されたところでございまして、認定試験所としての体制が維持されたと

ころです。 

 52ページからはその他の業務ということでございます。 

 53ページ、カルタヘナは対象がございませんでした。 

 54ページから55ページにかけてでございますが、①ホームページ等による情報提供とい

うことで、ホームページとかメルマガとか広報誌を通じまして、食品、農薬、飼料、肥料

等の安全性に関する情報等を提供いたしました。顧客満足度の平均というのは、いずれも

指標であります3.5を上回っていましたというところでございます。 

 それから、55ページの最下段から56ページにかけてということで、②の事業者等からの

講師派遣依頼等でございます。机上配布資料の15になります。こちらは、加工品の原料原

産地表示、これはいろいろと内容が複雑になっているところもございまして、制度内容と

か用語解説などの啓発が非常に必要でありました。そのため、相談窓口を全国７カ所に設

置いたしまして、151件の相談を受け付けたところでございます。そのために対応マニュア

ルを改善いたしまして、相談への対応の質の向上を図りました。そのほか、受け付けた相
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談内容につきまして全国４カ所での技術講習会によりまして情報提供を図るといった積極

的な対応を行いまして、原料原産地表示の普及に大きく貢献したと評価しているところで

ございます。 

 それから、57ページは、講習会の開催につきましては計画数以上を開催いたしまして、

いずれも５段階評価で3.5以上ということになりました。 

 58ページの①の分析業務の精度管理でございます。机上配付資料は16になります。ＦＡ

ＭＩＣは分析機関でございます。従来から国際規格でありますＩＳＯ17025やＧＬＰの考え

方に基づきまして、分析の精度の管理を実施しているところでございます。例えば有害物

質等分析調査統括チームというのがあり実際にそういった認定を受けているところでござ

いますが、こういった考え方を徹底するために、本部の全検査部門がそれぞれ分析法を選

定いたしまして、それを対象に実際の認定と同様の取組をしているといったことを宣言す

る自己適合宣言に取り組みました。これによりまして、その時々で生じた課題がいろいろ

ございましたが、これに職員全体で取り組みまして、それを通じまして国際的に通用する

ＩＳＯ規格に準拠したマネジメントシステムを各検査部門に構築できた点を評価している

ところでございます。 

 それから、59ページは技術研修の実施なり、60ページの国際技術協力要請におきまして

は、それぞれの実施率は100％ということになりました。 

 駆け足で申しわけありません。以上でございます。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 続きまして、農林水産省から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  

 まず、今ほど業務の質の向上に関する事項の自己評価の説明がございましたが、農林水

産省としての評価についてご説明を申し上げます。 

 資料の３ページに総括表がございますけれども、項目別の評定は細分化された小項目の

積み上げによって評価しております。これが全体像ですけれども、１の業務の質の向上に

ついては農薬関係業務と食品の安全性に関するリスク管理に資するための分析業務につき

ましてＡ、残る５項目についてはＢにいたしてございます。詳細は後ほどご説明を申し上

げます。なお、この評価に当たりましては、昨年度に引き続きまして法人自ら業務を工夫
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し高度化・効率化を図ったことを的確に評価するために、実績に至った経緯や取り組み状

況などを加味して評価を行ってございます。 

 これらの評価の前提となりました細目の評価について、特筆すべき点を順次、ご説明申

し上げます。 

 まず、４ページからの肥料及び土壌改良資材関係業務でございますが、ＦＡＭＩＣの自

己評価では３項目は実績がないのでこれを除きまして、Ａが３項目、Ｂが11項目となって

ございますが、このうち８ページの肥料の立入検査業務では自己評価をＡとしております

が、立入検査を的確に行うという初期の目的を達成するために、通常、必要な努力をされ

たことと評価いたしまして、評定を１段階引き上げる成果とは認められませんので、この

項目につきましては主務大臣としての評定をＢといたしてございます。他の項目について

はＦＡＭＩＣと同様の評価といたしてございます。 

 次に、14ページからの農薬関係業務でございますが、ＦＡＭＩＣの自己評価では、実績

のない１項目を除きましてＡが２項目、Ｂが11項目となってございます。主務大臣評価に

おきましても同様の評価といたしてございます。この小項目を積み上げて中項目の評価を

行いますが、積み上げた点数は28点で、Ａの基準点31.2に届きませんが、資料の19ページ

にある実績について、評価指標がなく小項目では評価できていない農薬登録制度の見直し

に関する検討の部分ですが、さまざまなご検討をいただいた努力を加味して評価をさせて

いただいて、中項目としてはＡの評価にいたしたところでございます。 

 次に、21ページからの飼料及び飼料添加物関係業務でございますけれども、こちらにつ

きましては自己評価ではＡが４項目、Ｂが20項目となってございます。このうち29ページ

の工程管理及び品質管理等に関する検査業務につきましては、自己評価としてはＡの評価

となってございますけれども、この項目につきましては台湾向けの輸出検査の内容を法人

自らで検証され、ＥＬＩＳＡ試験を省略することが可能であるという判断に至りまして、

関係機関とも調整して、この検査を省略したことは、法人自体の業務の効率化が図られた

ほか、国民経済にとってもプラスとなるという成果を得てございますので、初期の目標を

上回る顕著な成果と判断いたしまして、自己評価でＡのところをＳの評価といたしてござ

います。 

 次に、33ページからの食品表示の監視に関する業務ですが、これにつきましては実績の

ない１項目を除きまして、ＦＡＭＩＣ自己評価でＡが１項目、Ｂが５項目となっておりま
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して、主務大臣評価でも同様の評価といたしてございます。 

 次に、39ページからの農林水産物等の品質の改善等に関する業務でございますが、実績

のない２項目を除きまして、自己評価ではＡが２項目、Ｂが６項目となっているところで

ございますが、41ページからございます③ですけれども、登録認定機関等に対する調査等

の業務につきましては、改正ＪＡＳ法に対応して必要な体制を整備されたということでご

ざいまして、組織として当然の対応ということで、評定を１段階引き上げるほどの成果で

はないということでＢの評価といたしてございます。 

 また、43ページのＪＡＳ規格の制定にかかる業務につきましても、自己評価はＡですけ

れども、ここは民間が提案してくる規格をサポートするという業務の性格がありまして、

法人の取組は従来のサポートにとどまっているというところでございまして、主務大臣評

価としては通常のＢ評価とし、８項目全てをＢ評価にいたしてございます。 

 次に、46ページからの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

業務につきましては、ＦＡＭＩＣ自己評価では実績のない１項目を除きまして、Ａが２項

目、Ｂが２項目となっておりまして、主務大臣評価においても同様の評価といたしてござ

います。この結果、中項目の評定におきましては、基準点を超える評価になって中項目と

してＡの評価といたしたところでございます。 

 52ページからのその他の業務につきましては、実績のない２項目を除きまして、自己評

価ではＡが２項目、Ｂが７項目となっており、主務大臣評価においても同様の評価といた

したところでございます。 

 以上でございます。 

○中田調整班課長補佐 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質問がございましたらお願いします。まずは

肥料及び土壌改良資材につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたしま

す。どうぞ。 

○小林委員 ４ページの一覧表の肥料の登録件数ですが、これは肥料メーカーの申請をＦ

ＡＭＩＣは受けるだけだと思いますが、この件数が急激に減っている理由があるのかどう

かを教えていただければと思います。 

○森山企画調整部長 登録件数は大体年間1,000件ぐらいで推移しております。今回の資料

では27年からのデータを掲載し、それ以前のデータは掲載していないんですけれども、26
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年だと899件だったり、年ごとに振れがあります。実は、27年と28年は少し多目になってい

るんですけれども、これは肥料の表示の偽装事案で、ある大手の肥料メーカーの生産が中

止になったということがありまして、その代替の肥料の生産の需要が他社に生じたという

ようなことがあったことが、27、28年に登録件数が多かった理由になっているのではない

かと思っております。競争力強化支援法で、肥料銘柄の集約や合理化を進めるということ

になっていますので、ＦＡＭＩＣといたしましても内容が類似した肥料は、集約するよう

に助言しているところでございます。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

○小林委員 最初にこの推移を見たときに、全農さんあたりでも肥料を集約するという話

をしていたので、その成果が出てきたと思ってのですが、まだ、そこまでは至っていない

ということですね。 

○森山企画調整部長 27、28年がむしろ多かったということです。 

○小林委員 ありがとうございます。 

○中田調整班課長補佐 ほかはございませんでしょうか。どうぞ。 

○岡崎委員 12ページから13ページの牛ふん堆肥の中のクロピラリドの問題ですが、日本

では農薬登録されていないものですけれども、すごく低濃度のものを正確に分析できるよ

うにしたということは、高く評価したいと思いますが、これと同じように国内で登録され

ていない農薬が堆肥等に入ってくることが、これからもあるかもしれないですので、同様

の事例があった場合の対応指針などがございましたら、ご説明いただければありがたいと

思います。 

○安岡農産安全管理課長 農産安全管理課長でございます。今、最初のお話は、クロピラ

リド以外にも、同様の事例がこれからもあるのではないかというお話だったかと思います。

おっしゃるとおりで、今回、クロピラリドが出てきていますけれども、他にもこれからあ

るかもしれないという目線で、こういったものに関してもほかにリスクがあるものはない

か、そういうことは見ていかなければいけません。まだ、幸い今の時点でこれというもの

はありませんけれども、今後、ＦＡＭＩＣで行っていただく調査研究であるとか、我々と

してもそういう物質があるかというのは、常に注視していかなければいけないと思ってい

ます。そういう意味では、クロピラリドの事例は、これから考える上では非常に重要な目

線なのかなというふうに思っているところです。 
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 また、クロピラリドの基準値の設定に関しては、まだ、現在の知見では求められる水準

が明確にわかっているわけではありませんし、作物によって感受性が相当違いますので、

作物によって感受性の違うものを、一律の基準で扱うのかどうかということを考えなけれ

ばいけません。また、非常に低い水準、１ppbぐらいの濃度で感受性がある作物があるよう

ですから、こういう水準の濃度を本当に測って管理していくのかどうかということもあり

ますので、これからもう少し知見を重ねていって、対応の仕方を考えていきたいと思って

います。 

 当面は分析よりも、対処すべき品目は決まっていますから、品目に対する現場の取り扱

い方、堆肥の使い方に関して、非常にセンシティブな品目については堆肥の取り扱いを避

けるというようなことであるとか、濃度を測定するよりは、例えば実際、ポットに使って

みて植物に影響があるかどうかといった生物検定のような手法の検討も必要と思っている

ところです。 

○岡崎委員 どうもありがとうございました。 

○中田調整班課長補佐 よろしいですか。 

 ほか、ございませんでしょうか。どうぞ。 

○後藤委員 13ページの調査研究課題の主要な業務実績には11課題と書いてありますが、

調査研究課題一覧を見ると13課題があるように見えます。どう見ればいいのか、教えてい

ただきたい。 

○森山企画調整部長 実は、調査研究課題としては13課題をやっているんですけれども、

そのうちの２課題は堆肥中のクロピラリドの測定法に関するものなんです。これは整理上、

緊急要請のほうでカウントしております。ダブルカウントになると問題なので、課題数と

すれば13なんですけれども、緊急要請のほうに２課題を持っていきまして、試験研究の部

分としては11課題と、こういう形にしております。 

○後藤委員 それともう１点、15ページの調査研究課題数ですが、年々、減っているよう

に見えますが、これは何か政策的な問題でしょうか。 

○森山企画調整部長 農薬関係のほうの調査研究でございますか。 

○後藤委員 15ページの一番上の欄です。 

○森山企画調整部長 特に農薬の調査研究につきましては、登録検査業務に資するような

もの、必要な知見の収集とかをやっているんですけれども、特にその時々に本省と協議い
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たしまして取り組むべき課題を設定しているんですけれども、年度で差があるということ

だけでありまして、特別、年々下がっているということではありません。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

 そのほか、ございませんでしょうか。どうぞ。 

○小林委員 調査研究全体に関わる話ですけれども、調査研究課題で後ろの３ページに評

価基準が出ていまして、この評価基準だと今回のＦＡＭＩＣの業務実績の評価基準と一ラ

ンクずれています。そうすると、調査研究課題は全部Ａ評価だから業務実績評価もＡ評価

だという理解になりますけれども、実は調査研究でのＡというのは業務実績評価ではＢな

んですよね。それで、今回、特別の理由を加味して評価にしますというお話だと思います

が、できれば、双方の評価基準の整合を図っていただくと、我々とすると非常に評価しや

すいと思います。 

○森山企画調整部長 おっしゃるとおり、今の基準ですと調査研究の評価がＡの場合は、

実績評価ではＢになるということなんですけれども、今回の研究評価につきましては、少

なくともＣとかいうものがなくて一定の評価がきっちりされています。事業の課題数の目

標も達成している上に、プラスの評価があったという場合についてＡにしております。た

だ、今、おっしゃられましたように評価基準が異なっているということになりますので、

今後、基準を含めて検討したいと思っております。 

○山本理事 調査研究の評価とそのプロセスを加味するというところを整理したい。ここ

は今まで従来の評価基準でＡになったものは、業務実績評価でＢにするというような読み

かえ的になっていたんですけれども、そこはしっかりと整理していきたいと思います。 

○中田調整班課長補佐 ほかはよろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、続きまして農薬関係について、ご意見、ご質問等がございましたら

お願いしたいと思います。どうぞ。 

○小林委員 14ページの一覧表の農薬の登録の件数が急に増加していることに関しまして、

総務課長のご挨拶の中にもありましたが、農取法が非常に大きな改正がされて、我々、現

場のほうには直接響いてくるような改正はありませんが、多分、ＦＡＭＩＣさんとすると

非常に大きな改正になっていると思います。今回、この改正が響いてきている件数の増加

だとは思いませんが、将来的な展望等がありましたら、聞かせていただけたらと思います。 

○森山企画調整部長 まず、登録検査業務、数の問題ですけれども、これは申請者からの
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申請に基づくもので、表にしたときに区切る年度によって見え方が少し変わってしまいま

す。例えば平成25年だと195件、平成26年だと123件になっていまして、27年は少なくなっ

ています。これはあくまで申請に基づくものなので、どの年度で区切るかによって急に上

がっているように見えているということです。それから、今、委員がおっしゃいましたよ

うに、農取法の改正がございましたので、再評価制度の導入や農薬使用者に対する影響評

価、こういった様々な審査業務を行うということが必要なので、業務の効率化とか、もち

ろん、本省と連携のもとですけれども、いろいろと検討を進めて、また、そういったこと

に対応できるような人材を確保していきたいと思っているところでございます。 

○小林委員 多分、先が読めないところだとは思いますが、我々からすると、この点をし

っかり対応していただかないと、逆に現場のほうで混乱が出てくることもあり得ますので、

ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

○安岡農産安全管理課長 再評価制度が加わったという意味では、業務は明らかに増える

部分もあります。それと、今まで行っていなかった新しい審査、評価もありますので、そ

の点はＦＡＭＩＣと、また、我々本省の審査体制も一緒になって、連携して効率的にやっ

ていきたいとも思っています。それと現場への影響というのは、今回の農取法の改正の中

でも議論になったお話ですので、現場に影響がないように配慮して取り組んでいきたいと

思っております。 

○小林委員 ぜひ、よろしくお願いします。 

○中田調整班課長補佐 そのほか、ございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、続きまして飼料と飼料添加物の関係で何かございますでしょうか。 

 続きまして、食品表示の監視に関する業務と農林水産物等の品質改善等に関する業務に

つきまして、何かございますでしょうか。どうぞ。 

○長田委員 35ページの③の食品表示の科学的検査業務の主要な業務実績で6,747件のモ

ニタリング検査及び検査要請に的確に対応した検査を実施したということにつきまして、

その中の137件について疑義があったと書いてあるわけですが、結構、パーセンテージが高

いと思いまして、どういう疑義があったのかを教えていただけたらと思います。 

○森山企画調整部長 ２％につきましては、実は大体毎年、それぐらいの数値で推移して

おりまして、３％近いときとか1.5％ぐらいのときもあるんですけれども、大体２％内外で

推移しております。この結果はあくまでも疑義でございまして、ＦＡＭＩＣで行っている
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のはスクリーニングでして、それを本省などが立入検査などによって再確認するというこ

となので、この２％は全て必ずしも事業者の不適正だというところまではいかないという

数字ということでご理解いただければと思います。 

○長田委員 別に高い数字ではないということでしょうか。 

○山本理事 検査のほうは、黒のものをだけをひっかけるというよりは、疑わしいものを

幅広に調査をかけるというスクリーニングですので、一定の割合で疑義のあるようなもの、

疑わしいものをひっかけるというスクリーニング試験ですので、これが全部、違反という

ことでは決してありません。 

○長田委員 わかりました。いずれにしろ、こういう検査はとても重要だと思っています。

これからもぜひやっていただければと思っています。 

○森山企画調整部長 ありがとうございます。 

○中田調整班課長補佐 そのほか、ございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、続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

質の分析業務とその他の業務につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。

もしないようでしたら先に進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。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、また、よろしく

お願いいたします。 

 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」をご説明させていた

だきます。最初にＦＡＭＩＣよりお願いいたします。 

○森山企画調整部長 それでは、評価書案の61ページからでございます。業務運営の効率

化に関する事項で、まず、業務運営の改善でございます。61ページ、62ページでございま

す。役員会で四半期ごとに予算の執行状況とか、業務の進行状況に係る審議をいたしまし

たし、また、業務運営懇談会ということで外部有識者の方に意見を聴取する機会を設けた

というようなことでございますが、このほかに二つの新たな取り組みをしております。机

上配付の概要資料の17－１と17－２でございます。 

 まず、17－１でございます。本委員会でご意見を賜りまして、目標達成に至るまでの困

難の克服とか効率化、質の向上、こういったプロセスを適切かつ積極的に評価する仕組み

をこの法人評価に導入させていただいたということでございます。そういった観点をさら

に進めるために、これに表彰制度と職員個々の人事評価制度を連動させて、職員の法人へ
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の貢献度合いを明らかにするということで、職員のモチベーションを高めて、さらに成果

の質の向上を図る新しいマネジメントシステム、これを構築いたしまして、今、着実な実

施に取り組んでいるところでございます。 

 これが机上配付資料17－１でございまして、次に17－２ということでございます。こち

らは、クラウドで勤務時間管理システムを導入いたしました。職員の出退勤の状況、これ

を正確に把握できるようになりまして、あわせて規程類を整備いたしまして、柔軟なフレ

ックスタイムの勤務形態を促進するというようなこと、そういったことの効率的で働きや

すい職場環境の整備、こういったものに寄与したのではないかと思っております。 

 出勤簿の管理等の事務の簡素化、省力化はもとよりサービス残業廃止の対策、退勤とパ

ソコンで入力していてもずっと残って仕事をしていると、パソコンの記録を見ればわかっ

てしまうので、ちゃんと帰るときは帰りなさいと、また、残業するときはちゃんと記録を

つけなさいというようなことで、時間外勤務の縮減にも活用しているところでございまし

て、政府の進める働き方改革にも対応しているのではないかというように評価したところ

でございます。 

 続きまして、63ページからでございまして、業務運営コストの縮減ということでござい

ます。これにつきましては、一般管理費、業務経費とも目標削減率がございますけれども、

これをクリアしております。また、コスト縮減の具体的な取り組み内容として、アウトソ

ーシングなり、分析機器の集約化、点検方法の見直し、プロジェクトチームによる一般管

理費の削減の検討、こういったものを実施しているところでございます。 

 65ページでございます。人件費の削減でございます。ＦＡＭＩＣは、行政執行法人でご

ざいまして公務員の身分を有しております。給与水準は、国と同水準を維持しておりまし

て、平成29年度のラスパイレス指数は98.5になっております。また、総人件費につきまし

ては2.1％削減したということでございます。 

 それから、次は調達等合理化で67ページ、調達等合理化の取り組みということで調達等

合理化計画を策定、実施いたしましたほか、調達情報の提供推進、仕様書の見直し、公告

期間の延長、こういった取り組みを行った結果、一者応札なり、応募の割合は件数で44.7

ということで、目標の45％以下をクリアしているところでございます。 

 68ページの中段の随意契約の部分ですが、競争性のない契約件数というのは９件でした。

いずれも取扱業者が特定されまして、競争の余地のないものとして随意契約による事由を
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明らかにするとともに、その理由につきましては契約監視委員会におきまして事後評価を

行い、その妥当性を確認したところでございます。 

 以上です。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 続きまして、農林水産省からの評価案の説明をお願いいたします。 

○森総務課長 改めて３ページの総括表をご覧いただきたいのですが、業務運営の効率化

に関する事項につきまして、業務運営の改善につきましては自己評価と同様にＡの評価、

残る３項目についてはＢの評価といたしてございます。 

 細目について特に申し上げる点といたしましては、61ページの業務運営の改善でござい

ますけれども、先ほどもご紹介がございましたように、目標計画に掲げられた効率的、効

果的な業務運営の推進、改善に取り組んでいるほか、職員の能力を向上させる観点からの

業務実績評価、人事評価及び表彰制度を連動させたマネジメントシステムの構築をやって

いるということ、また、ワークライフバランスの充実に向けた職場環境の改善にも、積極

的に取り組んでいることを評価いたしまして自己評価同様、Ａの評価といたしたところで

ございます。他の３項目については法人と同様にＢの評価となってございます。 

 以上です。 

○中田調整班課長補佐 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、ご質問等がございましたらお願いい

たします。どうぞ。 

○池田委員 人件費の関係で、いわゆる基準は達成されていますが、調査指導業務の給料

手当が前期に比べて4,200万ほど減少して、逆に一般管理費の給与手当が7,100万ほど増え

ているのは、人事の中で業務関係の人員が一般管理費のほうに回っていると捉えてよろし

いのでしょうか。 

○坂東総務部長 後ほど回答させてください。 

○池田委員 それに絡んで退職給与の関係の費用も、業務関係が6,800万ほど減って、一般

管理費が4,400万増えているので、その辺も連動しているのでしょうか。 

○坂東総務部長 人員構成の変動だと思いますが、後ほど報告とさせてください。 

○池田委員 一者応札の基準が45％というのが判定の基準になっていますが、世間一般的

に高いというか、普通、一者応札というと100件あったとしても数件ぐらいじゃないかと思



 - 23 - 

いますが、何か特徴はあるんでしょうか。 

○坂東総務部長 これは特徴がございまして、例えば高額分析機器の修繕をするという場

合に、例えばダルトン社製とか島津社製とか、大方、決まっている業者しか修繕出来ない

という状況がございます。宇宙開発とか自衛隊ですと、そういう場合の特命随契が認めら

れていますが、つくばの研究機関も他省庁の研究機関もＦＡＭＩＣもそうですが、特命随

契がその場合、認められていないので、どうしても一者応札になるという傾向がございま

す。特に総務省とか会計検査院に農研機構を中心に、何とか配慮いただけないかというお

願いはしていますが、東京と大阪に支店があれば、支店間競争も可能であるということで、

認められていないことから、急激に下がらないという事情がございます。 

○池田委員 わかりました。 

○中田調整班課長補佐 ほかはございませんでしょうか。ないようでしたら、先に進めさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして「Ⅲ．の財務内容の改善に関する事項」と、あわせまして「Ⅳ．

のその他の事項」と、最後に、総合評定結果をご説明いただければ思います。最初に、Ｆ

ＡＭＩＣより業務実績と自己評価の説明をお願いいたします。 

○森山企画調整部長 69ページになります。まず、第３の財務内容の改善の関係ですが、

保有資産の見直し等ということで、保有しております庁舎、敷地、ほ場、分析機器等につ

きまして、利用・稼働状況に係る調査に基づき、保有の必要性、これを見直しました。そ

の中で使用が見込めない分析機器につきましては処分いたしました。また、保有する特許

権は２件あるんですけれども、役職員で構成する職務発明審査会、これで必要性の検証を

行いまして現状維持という形にしているところでございます。 

 続きまして、70ページで自己収入の確保でございます。講習事業につきましては、アン

ケート調査等によりましてニーズの把握に努めるとともに、依頼に基づく講習及び講師派

遣等につきましてホームページとかメールマガジン、広報誌等を通じまして周知・広報を

行ったところでございます。 

 続きまして、72ページでございます。予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び

資金計画でございます。予算の執行、これを適切に行いました。業務経費、一般管理費の

削減に取り組んだところでございます。資金の配分につきましては予算不足が生じないよ

う、定期的な執行状況の把握とともに、適切かつ効率的な資金配分を行ったところでござ
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います。 

 73ページ、短期資金の借入金の限度額、短期借入金実績はございませんでしたので、こ

こは評価はございません。 

 74ページ、その他事項のほうに入ります。職員の人事に関する計画ということでござい

ます。本人の希望等も尊重しつつ、職員個々の能力や実績を総合的に勘案いたしまして人

材配置を行いました。また、法人のプロセス評価に連動した人事評価の実施を図るため、

人事評価マニュアルを改正して趣旨の徹底を図ったところでございます。 

 75ページの中段でございますが、女性登用の促進というところでございます。役員に占

める女性の割合は現状維持の16.7％でございました。管理職に占める女性の割合は、前年

から1.1ポイント減少し、7.1％になりましたけれども、目標の6.9％以上は達成したところ

でございます。 

 それから、77ページ、内部統制の充実・強化というところでございます。まず、77ペー

ジの（１）につきましては、理事長のリーダーシップのもとで効果的・効率的な業務運営

を推進するために内部統制委員会、これを開催いたしまして、リスク管理対応体制の改善

等に取り組んだところでございます。 

 78ページの（２）でございますが、業務上のリスクの識別、評価、管理の適切な実施の

ため、リスク管理表の利便性の向上のほか、改善の機会を管理することとしまして、手引

書を作成したところでございます。また、リスク管理委員会に地域センター所長、こうい

った地域の所長の参加を求めまして、体制の充実を図ったところでございます。 

 中段の（３）でございますが、適切なガバナンスの確保のために役員会を15回開催いた

しまして、重要事項を審議したところでございます。また、各部長等への指示も徹底した

というところでございます。それから、Webシステムを使いまして、各地域センターともつ

なぎまして地域センター所長にも内容の周知徹底を行ったところでございます。 

 その下、（４）の監事監査の体制整備ということで、監事の補佐として業務監査室の職

員２名を任命いたしまして、体制整備を進めたところでございます。監事会、これは15回

開催いたしましたけれども、において監事間での意見交換のほか、必要に応じまして内部

監査部門ですとか、業務実施部門等から説明したところでございます。 

 （５）の内部監査でございますが、業務監査室という理事長直轄組織のもとで実施いた

しまして、検出した不適合が６件ありましたが、これらはいずれも軽微なものでしたけれ
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ども、必要な再発防止措置等を行ったところでございます。 

 79ページの中段以下になりますが、（６）でございます。マネジメントレビューでござ

いますけれども、平成29年度の内部監査結果なり、28年度の業務実績評価等を踏まえて実

施いたしました。対応すべき重要な課題について、理事長から職員に対して指示をしたと

いうことになっております。 

 80ページにかけての（７）でございますが、役職員の法令遵守を徹底するために、ネッ

トワークを利用してコンプライアンスに関する意識啓発、各階層別の研修におけるコンプ

ライアンスに係る講義等を実施したところでございます。 

 80ページの（８）、情報の公開及び個人情報の保護ということで、こちらにつきまして

は法律に基づき適切に対応するとともに、職員向けの説明会も開催いたしまして、周知徹

底したところでございます。 

 （９）につきましては、事故及び災害及び健康障害の未然防止のため、労働安全衛生マ

ネジメントシステム手順書、これを制定いたしました。そのほか、健康保持・増進の取り

組みとしまして、ストレスチェックを実施したところでございます。 

 （10）につきましては、業務活用における環境配慮の計画的、体系的な推進のために、

環境配慮の基本方針、環境配慮への行動目標、これを定めまして環境負荷の低減に取り組

みました。また、環境配慮・無駄削減推進委員会におきまして、それぞれ各部内の取り組

み状況の検証を行ったところでございます。 

 81ページの（11）につきましては、大規模災害等に備えまして避難訓練を実施したとこ

ろでございます。 

 それから、82ページのほうでございますが、82から84ページにまたがっておりますが、

情報セキュリティ対策ということでございます。これは、先ほどの机上配付資料の一番最

後のページになります情報セキュリティ対策の推進というページでございますが、これは

情報を扱う職員個々の意識改革が必要であるということで、職員がインターネットを起動

したときに情報セキュリティに関する重要事項とか、また、そのテキスト問題なんかを掲

示するようにいたしまして、短時間でも多頻度で何回も目にすることで、情報セキュリテ

ィに関しての意識の定着とか、向上を図ったという点、それによって職員にアンケートを

とっても、効果があらわれているというようなことでございまして、効率的に情報セキュ

リティ意識の向上を図ったというところを自己評価しているところでございます。 
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 それから、85ページでございます。こちらは、施設及び設備に関する計画ですが、施設

整備補助金を利用した実績はございませんでした。 

 それから、最後は86ページでございます。積立金の処分に関する事項ということで、前

年度に繰り越しの積立金139万2,454円につきまして、契約に基づいて他の資産とか、前払

い費用への充当等のために89万4,799円を取り崩しました。 

 以上でございます。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 続きまして、財務諸表の説明を行っていただきますが、その前にＦＡＭＩＣの平成29事

業年度財務諸表作成過程におきまして、誤りがあったことが判明しておりますので、この

経緯及び今後の対応策について説明をいただいた後、財務諸表の説明をお願いしたいと思

います。それでは、ＦＡＭＩＣの総務部長から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。座ってご説明をさせていただきます。 

 机上配付資料の一番最後のほうの１枚紙を見ていただきたいと思います。平成29年度財

務諸表の記載の誤謬についてというペーパーでございます。 

 まず、最初に経緯のところを見ていただきたいと思いますが、通則法に基づきまして大

臣宛てに提出いたしました財務諸表におきまして、消費・安全局総務課での審査におきま

して誤謬、誤りが確認されまして再提出となりました。記載はないですが、単に間違った

箇所を直して公文書を再提出というだけではなくて、こういった場合には平成15年に総務

省、財務省から事務連絡文書が出ておりまして、単に法人からの公文書だけでなくて、監

事の監査報告書、また、会計監査人の監査報告書につきましても再提出をお願いして、両

方を沿えて再度、公文を再提出すべしというふうな決まりになっておりまして、それを今

回、行わせていただいたということでございます。 

 直接の原因は担当者の集計誤り、突合・確認の懈怠ということになりますが、そこには

内在しております内部統制上の問題があったと認識しております。いずれにしましても、

公文の誤り、再提出でございまして、非常に申しわけなく、かつ深く反省いたしておりま

す。 

 ２番の具体的な誤謬の箇所でございますけれども、ここに記載しているだけでは箇所も

内容もわかりづらかろうと思いますので、少し財務諸表のほうの説明を進めさせていただ

いて、その中で最初の方に出てまいりますが、こことここがこういうふうに間違っており
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ましたという説明をさせていただいた後に、最後に３番の内部統制上の問題点と再発防止

策についてご説明を聞いていただきたいと思います。 

 それでは、参考５の財務諸表を見ていただきたいと思います。参考５、「平成29事業年

度財務諸表等」という資料でございます。いくつかの帳票が並んでいますが、先に、下の

方に記載がありますが、８ページまで進んでいただきまして、「重要な会計方針」という

ページがございます。 

 １番にある運営費交付金収益の計上基準つきましては28年度より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、期間進行基準を採用しております。 

 ２番の減価償却の会計処理方法について記載しているところでございますけれども、減

価償却の会計処理方法につきましては、定額法ということで耐用年数を月単位で割って一

定額を減額していく方法である定額法を採用しておりまして、有形固定資産、無形固定資

産、リース資産につきまして主な資産の耐用年数を記載しておりますけれども、建物です

と２年から50年と幅がありますが、そこに記載しているように定額法を採用しております。 

 また、３番の賞与に係る引当金及び見積額の計上基準のところでございますけれども、

いずれも運営費交付金で財源措置がされておりますため、民間企業とは違いまして引当金

は計上しておりません。 

 それから、めくっていただいて５番のほうの棚卸資産の評価基準及び評価方法につきま

しては、低価基準ということで購入時の額、製剤時の人件費を除いた購入時の薬剤の価格

で計上しています。 

 それから、７番の（２）のところに国債の率が0.045というところですが、これは最後の

ほうでご説明させていただきますけれども、行政サービス実施コスト計算書におきまして、

機会費用計算がありますけれども、10年利付国債の利回りを計算する際に、0.045％で計算

しております。ちなみに昨年度は0.065％でございました。 

 それから、10ページの注記事項のほうに移っていただきたいと思います。二つ目の損益

計算書というところにファイナンス・リース取引の損益に与える影響額というところがご

ざいます。ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は６万562円であり、当該影響

額を除いた当期総利益は１億1,043万6,470円ということですけれども、ここの額が非常に

単純な確認ミスで間違っていということがございます。もう少し後ほど原因を説明させて

いただきたいと思います。 
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 めくっていただきまして、今度は11ページの下のほうに、積立金の国庫納付等と記載の

箇所がございます。そこの１番で、前事業年度のということで記載が始まっているのです

けれども、ここの表記につきましても後ほどご説明しますけれども、用語の修正漏れとい

うふうなことがありまして間違いがございました。 

 それから、12ページに表がございます。不要財産に係る国庫納付等という表でございま

す。ここが一番最初に、消費・安全局総務課の審査で誤謬が発見されたところございます

けれども、そもそも、ここの記載というのは帳簿上、50万円以上の残額となったときに国

庫へ返す、返還するというふうな仕組みになっているのですけれども、例えば政府出資で

すとか、施設整備補助金で交付を受けたもので、例えば左側ですと高速液体クロマトグラ

フということで、分析機器を購入したというものが長年、年数が経過して耐用年数も経過

して使用に耐えられないと、精度が落ちたというときに売り払いをするわけですけれども、

その売り払った額が133万2,780円と記載しておりますが、これは正しいですけれども、後

ほどご説明させていただきますが、ここが1,422,250円ということで、記載に差額があった、

間違っていたということがございます。理由は、単純な電卓の積み上げミスということで

すけれども、間違いがございました。 

 横に、自動車リサイクル料金預託金の還付金９万8,810円というのがございます。これは

間違っておりませんでした。これはどういったことかと申しますと、10年ほど前に独法化

になる前に自動車を購入していたと、そのときにスクラップするときに備えて、先にリサ

イクル料金を払っておきますが、何年かたって独法化した後に、その車を処分するときに

スクラップにはしないで中古車で売れたというときには、お金が返ってくるというものが

ございます。そういったものが合わせて50万円を超えると、財務省のほうに返還するとい

う仕組みになってございます、でありますので、こういった国庫納付というのは数年に１

度ぐらい起こることですけれども、ここの取得価格、国庫納付額の左の液クロのところの

額に誤記があったということでございます。 

 少し進めさせていただき、損益計算書、貸借対照表等、財務諸表の説明をさせていただ

いた後に、もう一度、もとに戻っていただいて問題点とか、対策について誤謬の関係の説

明をお聞きとめいただきたいと思います。 

 まず、１ページ、２ページのところの「貸借対照表」につきまして説明させていただき

たいと思います。 
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 それでは、資産の部のⅠの流動資産でございます。現金及び預金の当期末残高は６億4204

万3,173円となっております。対前期、対前年度でございますけれども、対前期比較では減

少しております。この主な理由としては、未収金で昨年度は施設整備補助金がありました

けれども、それがございませんものですから増になった要因、また、未払い金の増加によ

る増があるものの、運営費交付金の額の減少と当期末処分利益の減によるところが大きい

ところでございます。記載はないですけれども、対前期で１億634万8,900円の減少となっ

てございます。 

 次に棚卸資産でございます。これは飼料の抗菌性物質、標準製剤、肥料の標準飼料の期

末の在庫でございます。記載はございませんけれども、前期に比べますと21万1,874円の増

加となっております。 

 次は前払い費用でございます。これは公用車の自動車重量税及び損害賠償保険料の費用

価額でございます。これにつきましても記載はなくて申しわけないですけれども、前期に

比べますと９万8,991円の減となってございます。 

 次に未収金でございます。これも記載がないので恐縮ですが、5,738万あまりの対前期比

較で大幅な減額となってございます。これは前期の施設整備補助金の国からの入金が、工

事のおくれがございまして29年４月に入金されるというふうなことが前期にはあったので

ございますけれども、今期はそういったことがございませんので、未精算額が減少したこ

と等によるものでございます。 

 合わせまして当期流動資産合計は６億4,359万2,280円となります。これも記載はないで

すけれども、前期末と比較いたしますと１億6,362万4,845円の減少となっております。 

 次に、Ⅱの固定資産についてご説明いたします。 

 まず、建物でございますけれども、横浜地域センターの空調設備ほかの取得による増も

ございますけれども、減価償却による減が大きいところでございます。同様に、構築物に

つきましても減価償却により、対前期比較で減となっております。機械・装置につきまし

ては、名古屋地域センターの特殊ガス設備の取得による増がございましたけれども、これ

も減価償却により、対前期減となっております。また、車両運搬具につきまして増加要因

はなく、減価償却により、対前期減となっております。工具器具備品につきましては、分

析機器類ほか取得による増がありますが、減価償却による減が大きいところでございます。 

 この部分につきまして、恐縮ですけれども、少し後ろのほうに附属明細書というものが
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ございます。そこの２ページを見ていただきたいと思います。附属明細書の２ページをお

開きいただきたいと思います。そこに資産の増減について、増加と減少ということで品目

をいくつか整理してございます。増加のほうにノーツサーバーですとか、給与システムも、

工具器具として資産が増加したとなっているのですけれども、これは独法会計基準に沿っ

て会計監査法人ともよく相談しているのですけれども、物として目で見える形で管理がで

きるハードと一体となっておりますので、こういったノーツサーバー等につきましては、

ソフトウエアではなくて工具器具備品で整理することとしております。また、下のほうの

減少につきましては、除売却、処分した、売り払ったということによる減ということにな

ります。 

恐縮です。もとの貸借対照表のほうに戻っていただきたいと思います。最初のページのと

ころで、中ほどに２番の無形固定資産という箇所がございます。ここで特許権について減

価償却による減がございました。ソフトウエアにつきましては、農薬検査部のほうで命名

ソフトの取得による増がございましたが、減価償却による減が大きゅうございました。こ

れら有形固定資産及び無形固定資産に、投資その他の資産847万2,980円を加えた固定資産

の合計は75億42万9,154円となりまして、前期末残高と比較しますと記載なく恐縮ですけれ

ども、２億9,646万7,022円の減となっております。 

 以上、資産合計といたしましては81億4,402万1,434円となり、記載はございませんけれ

ども、前期残高と比較しますと４億6,000万あまりの減となっております。なお、固定資産

の取得処分、減価償却の明細及び現損損失累計額の明細につきましては、先ほどの附属明

細書の１ページに記載しておりますので、後ほど確認をお願いしたいと思います。 

 以上が資産の概要となります。 

 次に負債の部、下半分のほうでございますけれども、負債の部の概要を説明させていた

だきます。 

 まず、Ⅰの流動負債の未払金でございますけれども、定年退職金は４月に支払いますけ

れども、昨年度と比較しまして退職者が15名から14名と１名減少したことによる退職金未

払額の減がございました。また、給与システム、ノーツサーバー及び地域センター用のフ

ァイルサーバーなどの固定資産の取得及び備品消耗品の調達に係る未払い金が多かったと

ころでございます。これに短期のリース債務、未払い消費税、３月分給与から控除した所

得税等の預かり金その他の流動負債に加えた流動負債の合計は５億3,477万5,703円となり
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まして、これも記載がないですけれども、前期に比べますと866万5,284円の増となってご

ざいます。 

 次に、固定負債でございます。まず、長期のリース債務でございますけれども、リース

期間の最終年となりまして、１年以内にリース債務を短期のリース債務に振りかえたとい

う会計上の処理がございまして、これによる減がございました。それから、資産見返運営

費交付金でございますけれども、５億5,318万8,618円となっておりまして、運営費交付金

による資産の取得による増はありませんでしたが、記載にはないですけれども、減価償却

によりまして前期に比べまして2,441万1,792円の減となってございます。また、現在、入

居している合同庁舎を退去した場合の原状回復に係る経費などを資産除却債務として２億

9,846万8,655円を計上しております。 

 固定負債の合計は８億5,173万6,640円となり、流動負債と合わせた合計額は13億8,651

万2,343円となりました。記載はないですけれども、前期に比べて1,382万4,746円の減とな

ってございます。なお、資産の除去債務につきましては、先ほどの附属明細書の４ページ

に記載しておりますので、これも後ほど確認をお願いしたいと思います。 

 以上、負債合計は合わせまして13億8,651万2,343円となります。 

 次に２ページでございます。Ⅰの資本金でございます。これにつきましては、法人につ

きましては政府出資金ということになりますけれども、当期末の残高は101億1,014万5,328

円となっておりまして、当期不要財産に係る国庫の納付を行いましたので、記載はござい

ませんけれども、合わせまして資本政府出資は6,215万7,199円の減少となっております。 

 次に、Ⅱの資本剰余金でございます。資本剰余金については、施設整備補助金で整備し

た資産等の損益外で計算すべき資産の状況を表しております。贈与資本金剰余金施設費に

つきましては、不要財産に係る国庫納付を行ったため、対前期減となっております。損益

外固定資産除売却差額ですけれども、出資に係る不要財産の国庫納付による資本金の減収

によりまして、対前期、こちらも減となっております。減価償却に伴う増を合わせまして、

資本剰余金の当期末残高はマイナス34億6,363万1,104円となっており、これも記載はない

ですけれども、前期末と比較いたしますと２億1,222万8,498円の減となってございます。 

 当期末処分利益でございますけれども、１億1,049万7,212円となっておりまして、記載

はないですけれども、前期に比べますと１億7,128万3,752円の減となってございます。こ

れは運営費交付金収益の減少に伴う利益の減があったことによるものでございます。前事
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業年度の繰越積立金と合わせまして、利益剰余金は１億1,099万4,867円となっておりまし

て、これも記載はないですが、前期末残高と比較しますと１億7,188万1,424円の減となっ

ております。これらによりまして、純資産の当期末残高は67億5,750万9,091円となりまし

て、これまた、記載がないですけれども、前期末と比較いたしますと４億4,626万7,121円

の減となっております。 

 以上が純資産の概要となります。負債純資産の合計は81億4,402万1,434円となり、記載

はございませんが、前期に比べまして４億6,000万あまりの減となってございます。 

 以上が貸借対照表の概要となります。なお、純資産の詳細につきましては、先ほどの附

属明細書の５ページから６ページに記載しておりますので、こちらにつきましても後ほど

の確認ということでお願いしたいと思います。 

 続きまして、めくっていただきまして、３ページ、４ページ、「損益計算書」の説明に

移らせていただきたいと思います。少し概要的な説明とさせていただきます。 

 まず、Ⅰの経常費用につきまして説明いたします。給与、賞与及び諸手当につきまして

は、人事院給与勧告の影響によりまして、記載はございませんけれども、2,829万3,786円

のこちらは増となっております。退職金費用が退職職員の減によりまして、記載はござい

ませんが、2,461万5,246円の減となっております。外部精度管理斡旋業務等の外部委託の

減により、記載はございませんが、1,701万9,637円の減となったこと、また、埼玉合同庁

舎２号館の電力監視設備保全整備業務ですとか、分析機器の保守点検業務の増により、保

守修繕費の記載はございませんが、こちらは2,571万7,601円の増となってございます。 

 次に、Ⅱの経常収益についてご説明させていただきます。ページの下から４分の１ぐら

いのところに、経常収益合計がございます。当期は66億7,082万5,441円となっております。

記載はございませんが、前期と比較しますと１億4,913万6,330円の減少となっておりまし

て、これは運営費交付金収益の減少ということが原因でございます。 

 次に、Ⅲの臨時損失についてご説明させていただきます。４ページの方でございます。

当期は32万2,376円となっており、記載はないですけれども、これも前期と比較しますと244

万5,648円の減となっております。これは固定資産除却損が減少したということが原因でご

ざいます。 

 次に、Ⅳの臨時利益でございます。当期は327万1,012円となっております。記載はござ

いませんが、前期と比較しますと1,277万4,637円の減となっております。これは固定資産
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売却益が減少したことによるものでございます。 

 これらの結果から、当期の純利益としてⅤの当期純利益のとおり、１億960万2,413円を

計上しております。これにⅥの前事業年度繰越積立金取崩額89万4,799円を合算いたします

と、当期利益は１億1,049万7,212円となります。記載はございませんけれども、前期比較

で１億7,128万3,752円の減となっております。なお、この当期利益は貸借対照表の当期末

処分利益と一致しておりますので、後ほど確認をお願いいたします。 

 次に、資金の増減状況、資金繰り越しについてご説明いたします。５ページをめくって

いただきまして、「キャッシュ・フロー計算書」をご覧いただきたいと思います。こちら

はページの中ほどに業務活動によるキャッシュ・フローの合計額を計上しております。こ

の業務活動によるキャッシュ・フローというのは、独法の通常の業務の実態に係る資金の

状態を表しておりまして、サービスの提供等による収入ですとか、原材料、消費またはサ

ービスの購入による支出、人件支出等が該当するということでございます。この帳票の場

合、三角、マイナスがたくさん立っておりますけれども、マイナスということは支出をし

たと、三角がないのはプラスで収入を得たとご理解いただきたいと思います。 

 当期は、業務活動によるキャッシュ・フローがマイナス5,902万3,898円となっておりま

す。記載はございませんが、前期比較で3,821万1,681円の減となってございます。この主

な要因は、人件費の支出で人事院給与勧告の影響によりまして、記載はないですけれども、

１億460万532円の増となったこと、また、運営費交付金収入で１億1,347万8,000円の減と

なったこと、国庫納付金の支払い額で当期計上額が前期に比べて１億9,002万1,912円の増

加したことによるものでございます。 

 下から７行目ほどに投資活動によるキャッシュ・フローの合計額を計上しております。

この投資活動によるキャッシュ・フローと申しますのは、将来に向けた運営基盤の確立の

ために行われる投資活動に係る資金の状態をあらわしておりまして、固定資産の取得です

とか、売却等による収入・支出、施設整備補助金の交付による収入が該当いたします。登

記はマイナスの4,256万9,323円となっており、記載はないんですが、前期比較で8,966万

5,512円の増となってございます。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出でござ

いまして、7,449万9,372円の増及び施設費による収入で、国からの未精算額の支払いがあ

ったことによる2,713万5,650円の増によるものでございます。 

 また、下から４行目に財務活動によるキャッシュ・フローの合計額を記載しております。
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この財務活動によるキャッシュ・フローといいますのは、リース債務の返済額、また、不

要財産に係る国庫納付が該当します。ここのところで、不要財産に係る国庫納付等による

支出ということで、三角の143万1,590円というのがございますけれども、先ほど財務諸表

の注記事項で記載が間違っておりましたというときに、ここと見合わせて突合しておけば、

本来、気がつかなければいけなかったのでございますけれども、そこの照合ができていな

かったということによってミスが発生したというのがここの箇所でございます。当期はマ

イナスの475万5,679円を計上しておりますけれども、リース債務の返済分と不要財産の国

庫納付による支出を計上しております。 

 業務、投資及び財務のそれぞれの活動によるキャッシュ・フローの合計から、Ⅳの資金

減少額はマイナス１億634万8,900円となってございます。これにⅤの資金期首残高を加え

ることにより、Ⅵの資金期末残高は６億4,204万3,173円となります。なお、Ⅵの資金期末

残高は貸借対照表の流動資産、現金及び預金と一致しておりますので、後ほどご確認をお

願いいたします。 

 以上が資金の増減状況の概要でございます。 

 次に、６ページの「利益の処分に関する書類」について説明させていただきます。Ⅰの

当期末処分利益は１億1,049万7,212円となります。この未処分利益につきましては、独法

通則法の第44条の規定に基づきまして、Ⅲの利益処分額の積立金への振りかえを行うこと

となります。また、Ⅱの前期事業年度繰越積立金49万7,655円は、独法会計基準の96条の規

定に基づきまして、Ⅲの利益処分額の積立金への振替を行うこととなります。 

 以上が利益の処分に係る概要でございます。 

 なお、センター法第11条の規定に基づきまして、積立金の処分を行った上、残余の額を

国庫納付する予定でございます。これにつきましては、平成30年度において29年度財務諸

表の利益処分案について、農林水産大臣の承認を得た後、積立金の総額１億1,099万4,867

円のうち、前払費用、棚卸資産、自己収入財源で取得した財産の残余簿価については、対

応する収益がないことから損益均衡を図るため、150万5,335円を繰り越す予定とし、残額

の１億948万9,532円を国庫納付する予定でございます。 

 次に、７ページをめくっていただきまして、「行政サービス実施コスト計算書」につい

て説明いたします。一番下の行にⅦで行政サービス実施コストがございます。当期は69億

4,598万7,779円となっておりまして、記載はございませんけれども、前期と比較しますと
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２億2,863万7,836円の減となります。この主な理由は、Ⅴの引当外退職給付増加見積額が

ございます。記載はございませんけれども、２億1,841万5,219円の減となっております。 

 冒頭の特記事項のところで、退職金の引き当てはしておりませんと申し上げたのですが、

この行政サービス実施コスト計算書を行う場合には、引当金を積んでいた場合ということ

で、計算することになっております。今回、退職金が3.3％、調整率が下がりました。１人

当たり80万円ほど減少になりました。この影響がありまして、ここが下がっているという

ことでございます。 

 以上が行政サービス実施コスト計算書でございます。 

 次に、少しめくっていただきまして、非常に分厚い資料となってございますけれども、

「事業報告書」がございます。この事業報告書についてでございますけれども、決算に関

する分につきましては、ただいまご説明いたしました財務諸表と説明が重複しますので、

省略させていただきたいと思います。 

 少しめくっていただいて、事業報告書があります。監査報告書の一つ前、決算報告書の

ところでございます。細かい文字で恐縮ですが、横表になっている決算報告書がございま

す。前期からは、28年度からはセグメントごとに予算と決算を比較しております。業務達

成基準に移行した関係でございます。 

 まず、収入の部でございますけれども、各セグメントの運営費交付金は、予算の概算決

定時の各セグメントの業務費に、業務共通費及び人件費予算を案分して計上した額の合計

額を予算額としております。２段目、下の欄の右のほう、合計欄をご覧いただきたいと思

います。運営費交付金につきましては全額交付されましたので、予算どおりの収入となっ

ております。諸収入につきましては、ＧＭＰ確認検査手数料収入等の増によりまして、収

入合計で66億4,964万5,644円となりまして、予算に対して753万644円の増となってござい

ます。 

 支出につきましては、各セグメントの予算設定時期と執行時期との時間的なずれにより

まして、各セグメントにおきまして予算と決算に差額が生じております。また、人件費に

つきましても、人件費予算額を人員比で配分しておりますため、ほとんどのセグメントで

予算と決算とに差額が生じております。合計額の一番下の段をご覧いただきたいと思いま

す。予算額が66億4,211万5,000円に対しまして、決算額は65億4,021万6,674円となってお

ります。差額の主な要因としては、人件費で7,900万円の差が生じたことによるものでござ



 - 36 - 

います。 

 次に、独立監査法人による監査報告の概要につきまして説明させていただきます。「独

立監査人の監査報告書」をご覧いただきたいと思います。ＦＡＭＩＣは資本金が100億円を

超える法人でありますので、独法通則法第39条の規定に基づきまして、農林水産大臣から

選任された今回、優成監査法人という会計監査人でございますけれども、そちらの監査を

受けてございます。この監査結果につきましては、資料のとおり報告を受けております。

報告の内容といたしましては、財務諸表、利益の処分に関する書類、事業報告書、決算報

告書ともに適正に行われているとの内容となっております。 

 以上が独立監査人による監査報告の概要となります。 

 大変雑駁な説明となりましたが、以上をもちまして平成29年度決算等の説明とさせてい

ただきます。 

 それでは、最初の机上配付資料のほうに戻っていただきたいと思います。１枚紙で、一

番最後に説明すると言いました「平成29年度財務諸表の記載の誤謬について」というペー

パーでございます。２番の具体的な誤謬箇所について、先ほど財務諸表の説明の中で一度、

説明させていただきましたけれども、いま一度、ご説明させていただきます。 

 （１）でございますけれども、不要財産に係る国庫納付等の高速液体クロマトグラフ質

量分析装置等の譲渡収入金の帳簿価額が、正しくは先ほど見ていただいたとおり、133万

2,780円ですけれども、ここが142万2,250円と当初の公文書では記載しておりました。これ

は非常に申しわけないですけれども、単純な電卓の集計ミスでございました。ただ、先ほ

ど申し上げましたように、そこはちゃんと照合する箇所がございますので、そこの照合さ

えちゃんとやっておれば、事前に気づかなければいけなかったということでございます。

なお、この国庫納付というのは、３月15日に既に納付は終わっております。 

 （２）の損益計算書の当期総利益金額が何十円とわずかでございますけれども、正しく

は先ほど見ていただいたとおりの１億1,043万6,650円でございますけれども、そこのとこ

ろが最後の何百何十円のところで、470円と650円というところの額の誤謬がございました。

これは、減価償却費の集計作業中に誤りが確認されまして、ＦＡＭＩＣの中で会計監査法

人に最初は提出する前に、損益計算書の方は修正したんでございますけれども、注記事項

の当該事項の修正をするのを忘れてしまったというふうな非常に単純な申しわけない間違

いでございました。 
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 （３）の積立金の国庫納付等の記載内容の誤謬でございます。先ほどの箇所でございま

すが、「前事業年度繰越積立金期末残高」とすべきところ、「前中期目標期間繰越積立金

期末残高」と記載してしまいました。これは注記事項の今年のバージョンをつくるときに、

前年度の資料を上書きする形で修正した際に、金額のほうは直したのですけれども、言葉

の部分といいますか、前中期目標期間というのを前事業年度というふうに修正すべきとこ

ろを失念してしまったというふうな単純なこれもミスでございました。 

 ちなみに、前中期目標期間というのは、26年度まではＦＡＭＩＣは中期目標期間型の独

法でございました。27年度からは単年度型の行政執行法人に移行しております。その中期

の時代の最後の26年度に、標準製剤の材料となります薬品を購入したのですけれども、27

年度に繰り越したのですけれども、さらに27年度も売払いが全部終わりませんで、28年度

まで、26、27、28と繰り越したものがございましたので、昨年度の今頃は28の決算の書類

なんですけれども、前中期というふうなものが残っていたと、そこを直さずに金額だけを

直してしまったというふうな間違いでございました。 

 ３番の内部統制上の問題点と再発防止策でございます。法律に基づきまして、農林水産

大臣宛てに提出した公文書の誤謬でございますので、法人として重く受けとめております。

以下の再発防止策を実施することとしております。 

 まず、問題点等でございますが、直接の原因は、２番の（１）から（３）のいずれも関

連資料の突合・確認の懈怠でございました。その背景の問題点といたしましては、経理事

務に関するスキル及び情報共有の不足、また、支援体制の不十分さ、リスク管理に係る意

識が深化していなかったということがあろうかと思います。内部統制上の問題点として、

役員からも総務部門に対し、指摘、指示を受けていたところでもございました。 

 改善策は５点を考えてございます。 

 財務諸表の作成手順及びチェック体制を見直し、業務手順書を作成ということでござ

います。こうした誤謬が発生しましたので、３名で決算事務をやっておりますけれども、

１名が作成しました資料を残り２名が確認したという証に認印を押して、それを会計課

長が確認した上で決裁に回すということで、厳重なチェックを図りたいというのが①で

ございます。 

 ②番でございますけれども、経理事務の高スキル者の採用も含めた人員配置を検討して

まいりたいと思っています。具体的には、ＦＡＭＩＣでは３名の職員で決算事務をやって
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おりますけれども、例えば規模が違いますけれども、農研機構は12名の陣容でやっておら

れます。そうした人数ですと育成もできますし、処遇もできているとこともあろうかと思

いますけれども、ＦＡＭＩＣの規模ですと、それもなかなか難しい面というのが正直ござ

います。 

 したがいまして、例えば農研機構のところで長らく決算事務のご経験があって、春に定

年退職でお辞めになるという方がいらっしゃって、再任用でＦＡＭＩＣにきていただける

ような方がいらっしゃれば、即効で効果があると、ＯＪＴにもなると考えてございますの

で、そうした方を雇い入れることができないかとか、また、育児休業で休まれる職員がい

たときに、給与で支払う職員として臨時的任用ということが可能になっておりますけれど

も、単なる事務補助の方ではなくて、民間企業等で経理事務のスキル経験の高いような方

をたとえ単価が高くなっても、お迎えできないかということも近々に検討してまいりたい

と考えております。 

 それから、③の職員の会計事務処理能力向上を図るため、法人会計業務に係る研修等を

実施ということで、これは早速８月、９月のところで公認会計士の方をお呼びして研修を

するとか、先ほどのような他独法の実務経験の真っ最中のような方にも来ていただいて、

勉強会ということも考えていきたいと考えております。 

 ④番の相互牽制機能を強化するためということで、非常に内部の話で恥ずかしいのです

けれども、情報が十分伝わらなかったということもありますので、私ですとか、両課の課

長、補佐、専門官による今まであった会議とは別に連絡をとる会議を開催しております。

明日開催して５回目となるのですけれども、続けてまいりたいと考えております。 

 ⑤番の横展開ということでございますけれども、総務部会計課でこういったチェックが

十分でないという事案が発生しましたので、それは総務部のそれ以外の総務課、人事課、

管財課でも起こり得る話だということで十分に検証しまして、リスク管理表に反映してい

くということ、また、ほかの分野でも必要があれば業務手順書を作成するという必要な改

善策を講じてまいりたいと思います。 

 大変長くなりましたが、以上でございます。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、ＦＡＭＩＣの監事から監事監査結果の報告に加えまして、財務諸表の誤謬

について監事としての対応状況等をあわせてご説明をいただければと思います。よろしく
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お願いいたします。 

○二階堂監事 今、お話をということでございます。まず、監事でございますが、隣にお

ります碓井監事、私、二階堂の両名が監事でございますが、先日、監査報告を提出してお

ります。これは参考６ということで、お手元の参考６をあけていただきたいんですけれど

も、このような形で既に報告を出させていただいておりますが、今からその内容及び今、

ご説明がありました財務諸表の誤謬について、監事としての対応状況を説明するようにと

のご指示ですので、本来、独任制の監事それぞれの立場から説明を申し上げるべきとは考

えましたが、時間も限りがございますので、あらかじめ両監事で意見を調整いたしました

ので、常勤監事でございます二階堂より説明し、補足事項として何かあれば非常勤の碓井

監事から補足いただくということで今から説明をさせていただきます。失礼ですが、座ら

せていただきます。 

 平成29年度の監事監査ですが、今、申し上げましたお手元の監査報告のⅡ、監査の結果

に記載のとおりでございます。監査計画におきまして、あらかじめ財務、会計に関する内

部統制システム整備の進展、経理不正防止のための取り組みの進展、これを平成29年度の

監査の重点事項とあらかじめ定めまして取り組んでおります。この内容は、この資料の付

属資料の監事監査の概要の最終ページに記載させていただいているとおりでございます。

また、一層の監査の充実に向けまして、監査人や業務監査室といった監査にかかわる者と

の情報の共有、対話に引き続き努めたところでございます。 

 なお、近年、我が国企業における監査報告の長文化や金融庁が取りまとめております投

資家と企業の対話ガイドラインといった、社会が経営者に期待している経営への取り組み

も意識して、今般の報告書としてまとめたところでございます。 

 監査の結果はここにございますように、法人の業務の実施状況についての意見、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、役員の職務遂行、財務諸表、事業報告

等々につきまして記載のとおり、書かせていただいたとおりでございます。 

 特に法人の内部統制システムの整備及び運用についての意見に記載させていただいたこ

とでございますが、これが業務運営の改善にも連動しておりますので、少し強調してご説

明させていただきます。これが予算の計画的執行、管理及び成果との連動に努力したこと

は認めております。役員会で管理していることとなっている予算の執行状況、配分見直し

に影響を与える執行の見積もりに、今般、一部に誤りがございました。その原因に牽制不
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備が確認されたこと、しかしながら、監事の指摘にもかかわらず、その原因究明を先延ば

しにしたこと、そのほか、総務系の各種のシステム管理上において教育の機会、情報の共

有の面での課題が挙げられました。 

 これらは監事が過去に助言してきた内容を理解せず、リスクとしての認識が低く、事前

防止対策を行わず、結果として連絡・情報共有、牽制の不備といった内部統制システムの

整備が十分ではなかったと考える事象が既に散見されていた中で、今般の財務諸表の誤謬

が起きたものと認識してございます。一方、同部署におきましては、内閣府公共サービス

改革推進室の実施した業務フローコスト分析に基づき、コスト削減効果を期待して旅費請

求の手引などを作成し、旅費関係業務全体の従事時間の軽減効果が期待される等の努力も

見られるところでございます。こういったよい面を伸ばしつつ、リスク低減に向けたバラ

ンスのとれた業務運営となるよう、適切な人員配置、教育の機会、情報の共有等の目配り

をすべきであるとも感じております。 

 独法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、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などの業務知識継承体制の構築には時間や予算、処

遇など課題がございます。総務部門系の人材育成には、法人の長のマネジメントが大きく

問われるものと考えております。法人の長のマネジメントに関しましては、業務監査上、

気になった点で役員会でも口頭で話しておきましたので、これを参考までにこの場でご紹

介いたします。 

 29年度は、特に法人のモチベーションと組織全体のモチベーションの貫徹に努めるべく、

新たな人事評価システム、表彰制度などを見直し、人材管理のための枠組みづくりに取り

組んだことを確認いたしました。一方で、総務部門系の業務の深化に対応した人事、教育

の機会に関する状況の把握、問題点の分析・対応が十分であるとの心証は得られませんで

した。総務部門、検査など業務部門ともにＦＡＭＩＣの業務の将来を担う人材育成に当た

っては、29年度に取り組んだ新たな枠組みが職員に理解され、機能し、効果を発揮するよ

う、その運用を適切に行うことが重要でございます。 

 これは法人がプロセス評価と称して、１年間、整理してきた内容に関して常勤監事とし

て申し述べた意見です。参考までにこの場でも意見開陳させていただきました。 

 なお、今回の誤謬は財務諸表等の利用者が経済的な意思決定に重要な影響を与える程度
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のものではないと判断してはいるものの、財務諸表等が公文書であるので、組織及び監査

にかかわる者のさまざまな段階で誤りを発見できなかったことは残念な事態であり、重く

受けとめてございます。 

 財務諸表の誤謬については、他の独立行政法人で会計検査院から指摘された事例もあり

ます。こういった事例は、従前から監事より組織へ助言、注意喚起、会計監査人に対して

も注意喚起してきたところでございますが、引き続き改善を求めていきたいと考えてござ

います。また、理事長にはリスク管理、危機管理のあり方について総務部門に限定するこ

となく、検証を行っていただくことを願っております。 

 昨年も申し上げましたが、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。理事長には現状を正しく分析、

理解、改善しながら、所管省庁と独法の将来について今後の人材も含め、投資のあり方に

ついてすり合わせていただきたいと願ってございます。 

 今、申し上げたことは監事しか述べることができない領域と考え、あえてこの場でお話

しさせていただいた次第です。 

 以上です。 

○中田調整班課長補佐 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。 

○森総務課長 再び資料１の３ページにお戻りください。財務内容の改善に関する事項で

ございますが、４項目がございますけれども、ＦＡＭＩＣの自己評価と同様に３項目はＢ、

それから、実績がない短期借入金については対象外にいたしてございます。 

 Ⅳ番、その他の事項についてでございますけれども、職員の人事に関する計画、情報セ

キュリティ、積立金の処分についてはＢということで、施設及び設備に関する計画はござ

いませんので対象外ということでございますが、内部統制の充実・強化についてはＣの評

価といたしてございます。 

 76ページからの内部統制の充実・強化につきましては、今ほどご説明がございました財

務諸表という法人にとって基本的な資料の誤りがありまして、チェック体制が十分でない

ことも認められておりますので、リスク管理のための取り組みに努力されていることは前

向きに評価するものの、中項目全体の評価としてはＣといたしたところでございます。 
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 また、82ページの情報セキュリティ対策の推進につきましては、自己評価でＡとなって

ございますけれども、これらの取り組みにつきましては、アウトカムが明らかにできてい

ないということでございますので、評価を一段引き上げる成果とは認めず、Ｂということ

に評価いたしてございます。 

 以上、業務を含めて全体の評価結果を２ページに整理いたしました。評価項目20項目の

うち、Ａが３項目、Ｂが14項目、Ｃが１項目、評価の対象外は２項目でございまして、評

価基準に基づきますと全体としてはＢの評価ということでございます。 

 また、２の法人全体の評価でございますが、基本的に業務については計画どおり、順調

な組織運営を行っていると評価いたしてございますが、３の主要な課題、改善事項の欄に、

内部統制の充実・強化について統制の強化に努める必要があるということを記載させてい

ただいております。 

 以上です。 

○中田調整班課長補佐 これまでの項目につきまして、ご意見、ご質問等がございました

らお願いいたします。どうぞ。 

○池田委員 70ページになります。自己収入の確保ということで、評価基準が27年までは

定量的な金額の評価がありましたが、去年からそれがなくなっています。先ほど予算の評

価では、予算では達成されているようですが、絶対的な金額ですと29年度は4,180万ですが、

28年度は4,250万と若干下がっているところがありまして、この評価の基準の中に定量的な

具体的には金額的なものを今後、入れていく考えというのはあるのかどうか、これは農水

省にお聞きすることだと思いますが、いかがでしょうか。 

○中田調整班課長補佐 定量的な目標の設定ができるかということにつきましては、ＦＡ

ＭＩＣとも相談しながら、検討させていただきたいと思います。この場で確実にできます

というお答えは難しいかと思いますので、今後、検討させていただければと思います。 

○小林委員 定量的な目標の設定が以前にあったときに、私から逆にＦＡＭＩＣさんは行

政執行法人で収入を目的にしていないので、そこを数字で評価すると、おかしくなるんじ

ゃないかというご意見を一度、出させていただいたことがあります。 

○中田調整班課長補佐 そういった面も含めて、また、検討させていただければと思いま

す。 

○長田委員 情報セキュリティ対策ですけれども、いろいろ努力されて効果が上がってい
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るということが紹介されているのですが、84ページのところにある、まず、取り組みに対

して肯定的意見が75％で、９割の人がさまざまな対策を実施していて、攻撃型メールの訓

練では0.8％しか開封しなかったということになっていますが、一人でも開封してしまえば

意味がないと思いますので、対策も100％の人が実施しなければいけないのではないかと思

います。 

○森山企画調整部長 そうなるように努めてまいりたいと思います。 

○中田調整班課長補佐 そのほか、ございませんでしょうか。 

○池田委員 先ほどキャッシュ・フローのご説明があって、今年を見ますと業務活動、投

資活動、財務活動全てマイナスと、去年もそうでしたし、一昨年もそういう傾向にあって

資金が右肩下がりで減ってきているという中で、今後、どういうような見通しなのかとい

うのがわかっておられれば教えていただきたいと思います。 

○坂東総務部長 運営交付金が減少していく局面でございますので、なかなか、増加とい

いますか、そちらのほうに向かうということは、想定しがたいなという状況で考えており

ますけれども。 

○中田調整班課長補佐 そのほか、ございませんでしょうか。 

 もしないようでしたら全体を通して、もしくは今後の業務等に関するアドバイスなどが

いただけるようでしたらありがたいのですが、何かございますでしょうか。 

○長田委員 私ども消費者にとっては例えば遺伝子組換えとか、原料原産地の表示などを

見ても、それが科学的に正しいのかどうかは見ただけではわからない、それを検査の技術

でカバーしていただくということにすごく期待しています。より今後、その幅を広げてい

ただければいいと思っています。 

 また、こういう組織があるということを国民側ではどれだけ理解しているのかというと、

ホームページを見るとキャラクターもあったりしますが、なかなか国民には浸透していな

いというところが非常に残念だなと思います。行政執行法人としてやるべき仕事がたくさ

んおありだと思いますけれども、国民の理解の中で応援されているということも大切と思

いますので、どういう業務をしていて、それが我々にどう役立っているのかを伝えるとい

う努力もぜひしていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○森山企画調整部長 そのとおりでございまして、できるだけ一般の消費者の方にわかり
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やすいようになるようにしていきたいと思っておりますし、例えば広報誌を発行しており

ますが、オールカラー化とか、デザインのリニューアルとかを昨年度、大幅に行いました。

加えまして、配布先も業務関係というよりも、市町村の図書館を中心に2,200カ所と、それ

まで200カ所ぐらいだったのを大幅にふやしたりしております。できるだけ、実績とか取り

組みが一般の消費者の目にも届くように努めているところでございます。 

 ホームページはアンケートをとると80％ぐらい、いいよという回答の一方で、なかなか、

見つけにくいというような回答もいただいておりますので、こういったところもまだまだ

改善の余地があると思っておりますので、ホームページも含めまして、そういうように広

く国民にアピールするようにしていきたいと思います。 

○中田調整班課長補佐 ほかはございませんでしょうか。どうぞ。 

○鈴木委員 コメントでございます。私自身も法人に所属しておりまして、内部統制の充

実・強化の話であったり、情報セキュリティというのは、日々感じているところでありま

して、どの法人におかれましても非常に関心の高いところだと感じています。 

 全体の評価の話につきましては、ＦＡＭＩＣさんの法人の性格上、Ｂという評価という

のは、この評価では特に全体の評価に影響を与えるような、そうした事象がないというコ

メントもありましたように、Ｂというのは着実に仕事をしていっている、高評価であると

いう理解でよろしいのでしょうか。もう１点、前段で意見を申し上げるべきだったかもし

れませんが、ＪＡＳ規格の国際化に関しては、対外的な国際的な動きというのは読めない、

動向が十分把握できないような場合もありますし、緊急の対応もあろうかと思いますが、

国際動向を検証するとか、分析するとか、そういうような仕事も多分されていると思いま

すけれども、今後、そういうところは強化する必要があるのではないかなという印象を持

ちました。 

○森総務課長 ありがとうございます。 

 評価の意味でございますけれども、ご指摘のとおり、目標を100％達成することでＢの評

価になるという基準でございます。一方で、この場でもここ数年、ご議論いただいた内容

を踏まえまして、より工夫したところをプラス評価できるようにしてきているところでご

ざいます。 

○森山企画調整部長 まさしく委員がおっしゃったように、国際規格とも連動を見据えな

がら、そういった的確に対応できるように各種の研修を職員に受けてもらうとか、国際会
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合などに極力、積極的に参加して、そういった機会をふやすことで人材の育成を図るとか、

そういったことは今もやっていますが、引き続き進めて参りたいと思います。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、以上で本日、予定しておりました議事は全て終了いたしました。本

日の議事録につきましては、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開することといたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 本日の資料でございますが、卓上にそのまま置いていっていただければ後ほど郵送させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 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いたします。委員の皆様方には長時間にわたり、貴重なご意見を

賜りまして、まことにありがとうございました。ありがとうございました。 

午後４時０２分 閉会 


