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第５回農林水産消費安全技術センター部会 

 

日時：令和元年７月１２日（金）     

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：２７～１５：５６      

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 平成３０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２７分 開会 

○中田調整班課長補佐 全員そろったようですので、ただいまから農林水産省独立行政法

人評価有識者会議農林水産消費安全技術センター部会を開催させていただきたいと思いま

す。 

 本日の司会進行を務めさせていただきます消費・安全局総務課調整班の中田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様にはお忙しい中、また、お足元の悪い中、農林水産省独立行政法人評価有識

者会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の会合でございますが、委員６名全ての方がご出席いただいております。また、今

年度は任期満了に伴います委員の改選がございました。新たに４名の方に委員をお引き受

けいただいたところです。 

 簡単ではありますが、各委員をご紹介させていただきます。 

 最初、新たに委員をお引き受けいただきました、秋田県立大学生物資源科学部生物環境

科学科教授の金田吉弘委員でございます。 

新たに委員をお引き受けいただきました、熊谷公認会計士事務所所長の熊谷麻貴子委員

でございます。 

新たに委員をお引き受けいただきました、麻布大学生命・環境科学部食品生命科学科教

授の小西良子委員でございます。 

引き続き委員をお引き受けいただいております、静岡大学農学部特任教授の鈴木滋彦委

員でございます。 

新たに委員をお引き受けいただきました、東京農工大学大学院生物システム応用科学府

教授、豊田剛己委員でございます。 

引き続き委員をお引き受けいただきました、前全国地域婦人団体連絡協議会事務局長の

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、消費・安全局総務課長の沖よりご挨拶申し上げます。 

○沖総務課長 消費・安全局総務課長の沖と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中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、日頃より消費・安全行政にご指導を賜っておりますことに、この場をおか
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りいたしまして改めて御礼申し上げます。 

 最近の情勢について簡単にご紹介をさせていただきます。 

 当省では、農薬や肥料などの生産資材について、規制制度の総点検ということを進めて

おります。昨年はその第１弾ということで、農薬取締法の改正が行われており、現在はそ

の第２弾ということで、肥料制度について見直しを行っているところでございます。 

 その見直しに当たりましては、生産や使用実態に即した見直しをしていくことが大事で

ございまして、今日いらっしゃっていますＦＡＭＩＣの皆様にも、見直しに必要なデータ

の収集に必要なご協力を賜っておりまして、大変お世話になっているところでございます。 

 先ほど、当方の中田のほうからご紹介申し上げましたけれども、この４月に委員の改選

がございまして、２名の方には再任をいただき、４名の方に新たにご就任をいただいたと

ころです。 

 ＦＡＭＩＣの評価につきましては、これまでも委員の皆様から頂戴したご意見を踏まえ

まして、さまざま工夫をしてまいりました。例えば一昨年度からは、業務の実施過程で法

人みずからが努力・工夫した内容などを評価に加味をする、メリハリをつけることを実施

してきたところでございます 

 本日、案を作成しました平成30年度のＦＡＭＩＣの評価につきましても、このような考

え方を踏まえて案を準備しておりますので、この後、ご議論をお願いできればと考えてお

ります。 

 ぜひ、皆様から忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござ

いますが挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

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

理事長よりご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。 

○木内理事長 木内でございます。ＦＡＭＩＣを代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げ

るとともに、業務実績及び自己評価についてご説明をさせていただきます。 

 まず、今回、私どもの業務実績などに関しましてご説明を申し上げる場を設けていただ

き、本当にありがとうございます。私ども役員全員、本年４月及び６月で交代いたしまし

て、新しい体制でＦＡＭＩＣの運営に携わっております。説明に不慣れな点もあるかもし

れませんが、よろしくご指導をお願いいたします。 
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 平成30年度業務と自己評価の総評に当たり、初めに、自己評価の考え方についてご説明

をさせていただきます。 

 ＦＡＭＩＣは、科学的知見に基づいて食品安全行政を推進する行政執行法人として、農

林水産大臣から指示された検査・分析などに係る年度目標及びそれらを踏まえた事業計画

を正確・確実に達成することが、まず求められております。 

 その上で、ＦＡＭＩＣのパフォーマンスをさらに高めるため、平成29年度に新しいマネ

ジメントシステムを構築し、運用しております。これは、業務実績の自己評価に当たり、

目標達成状況に加えて、実績に至った過程での特筆すべき創意工夫や努力、優れた成果を

加味して評価するもので、これを私ども内部の職員表彰制度などにもつなげております。

このマネジメントシステムによって、年度目標などの定量的指標だけでは計れない実績を

評価し、職員の技術力向上あるいは業務改善へのモチベーションを高める、そういった形

でＦＡＭＩＣ全体の能力の向上を図っております。 

 業務実績につきましては、年度目標、事業計画のほとんどの項目で目標を達成するとと

もに、目標にかかわらず農林水産省の重要な政策課題に対し、ＦＡＭＩＣがこれまで培っ

てきた科学的・技術的知見を提供するなど貢献をしてまいりました。また、農薬取締法の

改正に対応しまして、業務の変更、それから人員の配置の変更を行うなど、組織体制面で

の対応も行いました。 

 内部統制につきましては、リスク管理体制の充実に力を注ぐなど、信用を失墜させる事

象の防止に取り組んでまいりました。 

 総じて、この平成30年度の業務実績につきましては、ＦＡＭＩＣ全体で目標達成に向け

て真摯に取り組み、成果を上げたと考えております。 

 自己評価におきましては、調達における一者応札の割合、それから女性管理職の割合と

いう重要かつさまざまな要因が影響するこの２つの事項について、目標を達成できません

でしたが、全体としては、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、Ｂ評価とさせていただきました。目標未達成

のこの２つの項目については、引き続き達成に向けてあらゆる努力を講じてまいります。 

 一方で、評価の小項目では、これまでゼロであったＳ評価が２項目となるなど、新しい

マネジメントシステムの成果が徐々にあらわれてきていると考えております。この小項目

をＳまたはＡとした事項につきましては、後ほど説明させていただきます。 

 最後に、ＦＡＭＩＣは行政執行法人として、現在検討されている肥料や農薬の取締制度
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の見直しなど農林水産行政の展開に合わせて、農林水産省とより一層緊密に連携しつつ、

新たな科学的知見や先進技術を取り入れて、効果的・効率的に業務を行い、農林水産業性

を科学的・技術的側面から支えてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたし

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30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30年度の業務実績及び自己評価を説明して、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、資料１の４ページの「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」から説明をさせていただきます。 

 それでは、ＦＡＭＩＣの企画調整部長から、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 企画調整部長、森山でございます。座って失礼いたします。 

 ご説明させていただく資料につきましては、資料１と、机上配付資料として資料の一番

後ろに添付していますＳ評価又はＡ評価業務の概要、この２つを用いてご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、資料１の評価書の５ページの中段に表題がございまして、左から年度目標、事業

計画、主な評価指標、法人の業務実績・自己評価、主務大臣の評価という形になっており、

当方は、法人の業務実績・自己評価につきましてご説明をさせていただきます。評価の最

小単位であります小項目ごとにご説明いたしますが、いろいろプラスの評価をしたものを

中心にご説明させていただければと思います。 

 それでは７ページから、ここは肥料及び土壌改良資材関係の業務です。 

 まず、７ページの中段の肥料の登録の関係でございまして、肥料の登録申請につきまし

ては、全て標準処理期間内に処理しています。 

 下の③の肥料の立入検査等業務でございます。全て標準期間内に処理しておりまして、

これについては、机上配付資料の１ページ、１をご覧いただければと思います。 

 分析結果の信頼性を対外的に示す手法といたしまして、試験所の能力を証明する規格で

あるＩＳＯ１７０２５という国際的な規格がございます。これに適合しているということ
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を認定機関で認定していただく方法と、それと同等であることを国際的な宣言方法に沿っ

て自ら宣言する自己適合宣言という２つの方法がございます。ここでは、肥料の立入検査

に係る収去品の分析項目である汚泥肥料中の重金属について、例えば、分析結果がばらつ

く程度を示す指標である不確かさにつきまして高度な知識が必要ですけれども、分析担当

者なら誰でも簡単に積算できるツールを作成するというような創意工夫をいたしまして、

自己適合宣言することができました。これにより、肥料分野における分析の信頼性が向上

でき、効率的な分析業務の運営により短期間で農林水産省へ検査結果報告を行うことがで

きたということで、Ａ評価とさせていただいております。 

 資料１に戻っていただき、８ページの下から９ページにかけてですが、④に土壌改良資

材の立入検査業務、また⑤に牛海綿状脳症の発生防止関係業務、10ページ以降12ページま

でが⑥のその他肥料の安全確保等に関する業務でございます。これらは、いずれの項目も、

標準処理期間内の処理率、周知率、調査実施率といった指標をクリアしています。 

 次に13ページでございます。⑦の肥料の関係の調査研究業務がございます。 

 この調査研究業務につきましては、昨年まで、評価基準が実績評価の基準とずれている

という趣旨のご指摘をこの委員会でいただきまして、今回、調査研究の評価の仕方を修正

しています。具体的には、各部門に評価のための第三者委員会が設置されていますが、こ

の委員会で、計画に対する実施状況と創意工夫などの特筆事項を合わせて、研究課題ごと

に総合評価をいただきました。その上で研究課題ごとの評価を点数化しまして、調査研究

業務全体を評価しております。 

 肥料の調査研究業務につきましては、12課題を適切に実施したということでＢ評価にな

っています。 

 続きまして、14ページからは農薬関係業務でございます。 

 15ページ①の農林水産省からの緊急要請業務につきましては、該当するものがなく評価

しておりません。 

16ページ②の農薬の登録審査業務、17ページ③の特定試験成績の信頼性の確保に関する

業務、④の農薬の立入検査等業務これらにつきましては、いずれも標準処理期間内に処理

をしています。また、⑤の農薬の登録審査に付帯する業務につきましては、求められた技

術的知見の提供を適切に実施したところでございます。 

 このうち、18ページのイの（イ）につきまして、蜜蜂への農薬の影響、19ページの（ウ）

の農薬の作業者一日許容量等の農薬使用時の安全性評価につきましては、机上配付資料の
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２、３をご覧いただければと思います。総務課長のお話にもありましたように、昨年、農

薬取締法が改正されまして、安全性審査の充実が求められています。特に蜜蜂への影響評

価ですとか農薬の使用者への安全性評価については、私ども、限られた時間の中で、ヨー

ロッパですとかアメリカなどでの評価方法、評価事例、また、これらはそのまま我が国に

適用できない部分もございますので、我が国の状況を踏まえた分析及び評価シミュレーシ

ョンをして、データや原案を農林水産省に提示させていただいたところです。これらにつ

きましては、非常に複雑で膨大な作業を、着実かつ迅速に行わないといけなかったという

こともありまして、立入検査等の通常業務を部全体で要員調整やスケジュールの調整とと

もに、本省との役割分担の見直しをさせていただいて、予定される新たな評価法の成立に

貢献させていただいたということで、Ａ評価にさせていただいております。 

 また資料１の20ページから21ページにかけて、机上配布資料では４の再評価の導入等で

ございます。 

 新しい農薬登録制度の設計の中で、農薬の再評価が導入されまして、それのために必要

な技術的事項の検討につきましても積極的かつ膨大な、かつ広範囲に取り組んだというこ

とでございます。先ほどの２、３と同様に、非常に複雑で膨大な作業を着実に迅速に行う

ために、作業の効率化といった創意工夫を行い、農薬取締制度の見直しに大きく貢献させ

ていただいたことから、Ａ評価にさせていただいております。 

 続きまして、資料１の21ページの⑥です。農産物に係る農薬の使用状況及び残留状況調

査業務につきましては、標準期間内に全て処理しています。 

 22ページの調査研究業務につきましては、７課題を適切に実施したということでござい

ます。 

 資料１の23ページからは、飼料及び飼料添加物の関係業務になります。 

 25ページをご覧ください。①農林水産省からの緊急要請業務です。これは机上配付資料

では、５－１と５－２になります。５－１のシアヌル酸関係ですが、シアヌル酸は飼料の

中の見かけのたん白質含量を高める欺瞞剤という使い方をされることがありまして、これ

は家畜への健康被害のおそれもあるということがございまして、これが混入している事案

があり、農林水産省から汚染原料の特定、汚染した飼料の流通の拡大防止、また、リスク

管理手法の確立について緊急に対応するようご指示をいただきました。そのために、短期

間で汚染原料を特定し、その原料を使用した事業場の現地調査及びサンプルの分析を実施

してきました。また、サンプル送付にあたっては、手渡しでの輸送、郵便局留めを使うな
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どの工夫と努力により、迅速な対応で汚染飼料の流通拡大の阻止に貢献したということで

ございます。シアヌル酸のリスク管理手法の開発につきましても、リスク管理手法を短期

間で確立をしたということが、一つの要素としてございます。 

 次に５－２のエコフィード実態調査でございます。ご存知のように豚コレラの発生があ

りまして、肉製品を原料に含むような食品の残渣を使用した飼料をエコフィードといいま

すが、これをつくられている製造事業場で適正に加熱していれば問題ないということで、

農林水産省から加熱実態を把握するための立入調査の実施を緊急に要請され、事前に調査

チェックリストなど周到に準備いたしまして、２日間で調査先の選定や事前調整を実施い

たしまして、２週間で全国54事業場の立入検査を実施して、結果を迅速に報告させていた

だきました、また、加熱処理が不十分な事業場には指導し、豚コレラの感染リスクの低減

にも貢献させていただいたということでございます。 

 この緊急要請業務につきましては、２つの要素ともに非常に迅速に取り組んだというこ

とで、Ｓ評価とにさせていただいております。 

 続きまして、27ページの②の飼料等立入検査等業務、それから28ページ③の愛玩動物用

飼料の立入検査等業務、これらにつきましては、実施率と標準処理期間内の処理率といっ

た定量的指標につきましては全て達成しているところでございます。 

 同じ28ページ④の安全性確保に関する検査等業務のアですけれども、机上配布資料の６

をご覧ください。本部飼料部門におけるＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５認定の取得でございま

すが、これは牛肉の輸出解禁の交渉で、相手国からＦＡＭＩＣの飼料分析でＩＳＯを取っ

ていないのではないかというご指摘をいただきまして、農林水産省から、可及的速やかな

ＩＳＯ認定取得が指示されたところでございます。 

 当時、自己適合宣言に取り組んでおりましたとうもろこしのかび毒の定量試験につきま

して効率的な審査への対応や工程管理の見える化等々、部門一丸となって計画的に作業を

進めたことにより、通常１年近くかかるものを４カ月で認定を取得したということでござ

います。 

 さらに、飼料の動物由来ＤＮＡの検出試験につきましても、追加の指示があり同様に短

期間で認定を取得したところでございます。 

 これによりまして、飼料分析技術の信頼性向上や安全性確保等々、また、牛肉の輸出促

進にも貢献できたということで、Ａ評価にしております。 

 29ページから31ページにかけてのイ、ウでございますけれども、それぞれ標準期間内の
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処理率または各実施率といった定量的指標を全て達成しているところでございます。 

 31ページ⑤の検定等鑑定業務につきましても、標準処理期間内に全て処理しているとこ

ろでございます。 

 32ページ⑥の工程管理及び品質管理等に関する検査等業務のうち、アのＧＭＰガイドラ

イン対応についてです。机上配布資料の７をご覧いただきたいと思います。ＧＭＰの審査

基準の見直しという表題になっております。このＧＭＰガイドラインは、飼料の取扱業者

が取り組むべき基本的な事項を示したものでございまして、ＦＡＭＩＣではこのＧＭＰへ

の適合の確認審査を担当させていただいているところでございます。適合確認申請数が

年々増加する中で要員の負担も増えており、また、業界からも、受審をするための準備の

負担が非常に大きいという声がありましたことを踏まえ、チェック項目を、それまで227項

目を101項目に整理するとともに、調査内容を重点化することをさせていただきました。ま

た、判定基準も弾力化し、あわせまして審査手順の国際規格化のための国産規格に準拠し

た品質マニュアルも策定いたしました。こういったことを通じまして、私どもの要員負担

の削減もございますけれども、業者が対応すべき事項の明確化によって、ＧＭＰの取り組

み促進、また適合確認業務の公平性の確保が図られて、ＧＭＰ自体の普及推進に貢献した

ということで、Ａ評価とさせていただいております。 

 33ページのイ、ウ、エ、オにつきましては実施率等、カにつきましても開催率となって

おりこれは全て指標を達成させていただいております。 

 35ページ⑦のＯＩＥの関係業務につきましても、指標をクリアしております。 

 次の36ページ⑧の調査研究業務についても、２課題を適切に実施しているところでござ

います。 

 37ページからは、食品表示の監視に関する業務でございます。 

 38ページ①の農林水産省からの緊急命令業務は対象はございませんでした。 

②の食品表示法に基づく立入検査等業務のアでございますけれども、机上配布資料８－

１と８－２をご覧ください。 

 ８－１の立入検査は私どもの主たる重要な業務でございますが、これを的確に実施をす

るためには、専門知識も必要ですし経験も必要でございます。私どもの職員の世代交代が

進んできますので、いろいろ経験豊富な職員の知識を有効に活用して継承していくことが

求められるわけでございます。そこで、これまでの立入検査等で得た知見を生かしまして、

偽装とかミスのチェックポイントを整理いたしまして、「食品表示検査の目のつけどころ」
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というマニュアルを取りまとめました。これを研修等に使うことによって、立入検査等に

係る力量の向上とか組織的な検査技術の継承を図ったということでございます。 

 ８－２ですが、これは、これまで長年、産地の偽装が疑われておりました乾しいたけに

つきまして、これまでも農水省、ＦＡＭＩＣ、関係県などで合同調査をしたり、何度も立

入検査をしたりしていたのですけれども、従来の帳簿類の突合というような方法では、な

かなか疑義解明に至らなかったという事案がございました。そこで、私どもＦＡＭＩＣの

発案によりまして、従来とは異なる新しい手法の調査手法、ノウハウでございまして、あ

まり具体的にご説明できないところはございますけれども、例えば製造機械メーカーへの

聞き取りといった関連情報から、鍵となるような数値をピン留めしまして、そういうとこ

ろから追及することによりまして、長年の疑義の解明に至りましたということでございま

す。 

 こういった検査の手法につきましては、この乾しいたけではなくて、他品目でも活用可

能でございますので、立入検査能力の向上ということで、この２点の新しい取り組みを評

価いたしまして、本項目につきましてはＳ評価にしているところでございます。 

 39ページ下段のイと41ページまであります③の食品表示の科学的検査業務、41ページ下

段の④の食品表示110番等対応業務につきましては、いずれも実施率、件数増加率等の定量

的指標を全て達成しております。 

 42ページ⑤の調査研究業務につきましては机上配布資料の９をご覧いただければと思い

ます。この食品表示に係る調査研究業務につきましては、先ほどご説明しました部門ごと

に設置した評価の第三者委員会におきまして、18課題あったうちの９課題がＡ評価以上と

なり、調査研究業務全体としてもＡ評価ということになりました。特に事例にありますよ

うに、義務化が迫っています加工食品の原料原産地表示の判別方法の検討ですとか適用範

囲の拡大といったところで、行政課題への対応ということにも大きく貢献させていただい

ているのではと考えたところでございます。 

 43ページからはＪＡＳの関係、農林水産物等の品質の適正化に関する業務ということで

ございます。 

 44ページからの②のＪＡＳの制定等に関する業務のうち、新規格の原案作成についてで

ございます。机上配布資料の10－１、10－２をご覧いただければと思います。 

まず10－１でございます。一昨年にＪＡＳ法が改正され、その趣旨でもありますＪＡＳ

規格を利用した国際競争力の強化のために、提案者、それから農林水産省とも連携をいた
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しまして、新規格の原案を戦略的に策定したところでございます。私どもＦＡＭＩＣ自ら

試験方法規格の原案を提案したこともございますし、ＳＤＧｓ、海洋資源の持続可能な利

用、これに寄与するような新規格の活用・海外普及を検討するということで積極的に対応

させていただいた、また、新規格の普及や今後の提案につながるような支援活動につきま

しても、積極的に対応させていただいたということがございます。 

 次に10－２、国際規格に関する業務ということで、諸外国では、有機については当該国

の認証がないと、有機という名称表示ができません。しかし、国家間でそれぞれの認証が

同等だと認められれば、自国の有機認証を相手国の有機認証として取り扱うことが可能に

なっておりまして、この仕組み・考え方を有機同等性と申します。有機食品の認証制度に

関しまして、諸外国と同等性の協議を農水省で進められているところですけれども、相手

国からの訪日調査等への対応とか、地域も含みますけれども、10カ国の相手国に対して、

どのような有機制度となっているかとかいう調査などを担当させていただきまして、農林

水産省が行う有機同等性の協議の円滑な対応に貢献したということで、この項目は、この

２つの取り組みから、Ａ評価にさせていただいたところでございます。 

 次に、資料１の47ページの③国際規格に係る業務でございます。ア、イにつきましては、

いずれも適正に実施をしたところでございますが、48ページにかけまして、ウの国際会議

への対応力強化につきましては、机上配布資料の11をご覧いただければと思います。 

 これは、ＪＡＳを利用して国際競争力を強化するというためには、そもそもＪＡＳの基

準とか認証とかマークというものを国際的に通用させる、知っていただくという環境の整

備が必要でございます。まず、新たな試験方法のＪＡＳをＩＳＯ規格として提案するため

に、有識者によるタスクフォース会議を設置いたしまして戦略を検討いたしました。また、

アメリカで開催されましたＴＣ３４の総会において提案予定の規格案件を説明しまして、

参加国から非常に好意的な反応を引き出すことができました。 

 海外におきましてＪＡＳを普及する、利用拡大していくということになりますれば、そ

のために国際協力事業に協力しまして、ベトナムですとかミャンマーの大学でＪＡＳ制度

について講義をいたしました。また、シンガポールでのワークショップでは、試験方法の

ＪＡＳを講義いたしまして、ＡＳＥＡＮ諸国との関係強化、海外でのＪＡＳの普及、こう

いったことに貢献をさせていただいたということで、Ａ評価ということにしております。 

 48ページからの④の登録認証機関等に対する調査等の業務、50ページ以降の⑤ＪＡＳ法

に基づく立入検査等業務につきましては、いずれも標準処理期間内の処理率、調査実施率、
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報告処理率等の定量的指標を全て達成しております。 

 51ページ一番下、⑥の認定制度に関する業務につきましても、認定センターを４月に設

置するということで体制整備を的確に行ったところでございます。 

 53ページ以降が、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

ということでございます。 

 54ページから55ページになりますけれども、サーベイランス・モニタリング年次計画に

沿った分析業務についてでございます。机上配布資料の12をご覧いただければと思います。 

 これは、当初計画では、フザリウムという麦の中のかびが出すかび毒の分析を892件の計

画いただいたところでございますが、緊急に156件の追加調査の依頼があり、また、当初計

画にありませんでしたかび毒配糖体の予備調査52件ですとか、ピロリジジンアルカロイド

類の調査99件が、年度途中で追加をされ、短期的に実施しないといけないということがご

ざいまして、分析機材の使用計画、分析者の業務分担を迅速に見直して効率的に対応し、

農林水産省の依頼に全てお応えすることができたということで、Ａ評価にしているところ

でございます。 

 資料１に戻っていただきまして、56ページ③の食品安全に係る有害化学物質の分析能力

の確立、57ページ④の確認分析業務につきましては、それぞれ実施率100％を達成したとこ

ろでございます。 

 57ページ⑤のＩＳＯ１７０２５への適合性の維持ということで、こちらはかび毒につい

て既に認定を取っているところでございますが、認定機関による定期的なサーベイランス

で、適合していると評価されまして、体制も維持できたというところでございます。 

 次に、58ページ以降その他の業務でございます。 

 60ページ①のホームページ等による情報提供について、ホームページ、メールマガジン、

広報誌を通じまして、食品・農薬・飼料・肥料の安全性に関する情報を提供しましたとい

うことでございまして、顧客満足度の平均値は、いずれの媒体も指標である3.5以上でござ

いました。 

 61ページ②の事業者等からの講師依頼派遣等について、事業者等から依頼を受けまして

94回、参加者は延べで7,531名でしたが、講習会講師として役職員を派遣しました。これも

顧客満足度は、指標であります3.5以上でありました。 

 62、63ページにまたがっております③の講習会の開催について、こちらは机上配布資料

をご覧いただければと思います。１３の講習会の開催で13でございます。 
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 顧客満足度が５段階評価で4.2と、指標の3.5を大きく上回ったことということもありま

すし、また、食品安全マネジメントシステムへの対応につきまして、これはこれまで取り

扱ったことのないテーマでございまして、当該システムの要求事項はどういったものかと

いうのを分析したり、過去の食品偽装事例の検証などを実施することで、非常に質の高い

資料を作成して実施させていただいたということで、事業者から継続的な開催が望まれる

講習会の実施を可能とし、事業者の食品偽装防止の取り組み支援にも貢献をしたというこ

とで、Ａ評価にしております。 

 資料１に戻っていただきまして、63ページからの①の分析業務の精度管理ということで、

こちらも机上配布資料の14をご覧いただければと思います。 

 これまでご説明しておりますが、従来から国際規格でありますＩＳＯ１７０２５等の考

え方に基づいて、精度管理を実施してきたわけでございますが、実際に有害物質の関係の

ように、認定を受けている分析法もありますけれども、この認定は分析ごとに行われ、そ

うすると、費用が非常に膨大にかかることになります。私どものような分析機関ですと、

分析方法をいろいろやっておりますので、費用もかかるということもありまして、実際の

認定と同様な取り組みをしているという自己適合宣言、宣言自体も国際的な規格に基づい

た方法でございますけれども、これに取り組んできたわけでございます。 

 生じた課題には組織全体で取り組むことを通じまして、今、本部の全検査部門でそれぞ

れ選定しました分析法、最低１つは認定されるか、もしくは自己適合宣言ということがで

きたということでございます。 

 また、私どものところには地域センターがございます。この地域センターにおきまして

も、まだ全部ということではございませんが、２カ所におきまして自己適合宣言を行うこ

とができ、国際的に通用するマネジメントシステムを全体的に構築することができたとい

うことで、Ａ評価とにしております。 

 65ページの②の技術研修の実施、次の66ページの②国際技術協力要請につきまして、そ

れぞれ実施率が100％になっております。 

 ということで、このセクション、第１の国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項における各中項目の評定でございますけれども、私どもの評価は小

項目の結果を計算式で積み上げた結果でございまして、その結果、食品表示の監視のとこ

ろがＡ評価、それ以外の業務がＢ評価ということになりました。 

 この項のご説明は以上でございます。 
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○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。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。沖総務課長、お願いします。 

○沖総務課長 それでは、当省としての評価案について説明をさせていただきます。 

 まず、資料１の３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ３ページに評定の総括表がございます。今ご説明をいただきました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、７つの中項目からなっておりますけれ

ども、３ページの表の左側にまとまってございます。 

 平成30年度の評価につきまして、今、ＦＡＭＩＣのほうでは、４つ目にあります食品表

示の監視に関する業務をＡと評価し、あとはＢと評価をされたところでございますが、当

省案といたしましては、肥料及び土壌改良資材関係業務がＢ、農薬関係業務がＡ、飼料及

び飼料添加物関係業務はＡ、食品表示の監視に関する業務はＡ、そのほかはＢということ

で、ＦＡＭＩＣ自身の評価と異なっておりますのが、農薬関係業務と飼料及び飼料添加物

関係業務についてもＡと評価して構わないのではないかというように、案として作成をし

ております。委員の皆様のご見解をこれからお伺いできればと思っております。このよう

に考えました内容について、個々にご説明をさせていただきます。 

 まず、４ページ以下に肥料及び土壌改良資材関係業務についての評価がございます。 

 ５ページの右のほうに、主務大臣による評価案が出ておりますけれども、こちらにつき

ましては、私どもの評価もＡが２項目、Ｂが12項目ということで、小項目を積み上げた算

式によりましてＢと評価をいたしております。 

 これらの小項目の評価のうち、Ａといたしましたものについて若干コメントをさせてい

ただきます。 

 まず、７ページをご覧いただきたいと思います。 

 肥料の立入検査等業務についてでございます。先ほどのご説明にもありましたけれども、

汚泥肥料中の重金属試験について、ＩＳＯ１７０２５に係る自己適合宣言を達成したとい

うところを評価いたしまして、私どもも、ここをＡと評価してございます。 

 それから、11ページでございます。 

 11ページの中央のあたり、私どもの評価の欄ですと、⑥イ（ウ）というところでござい

ます。公定規格の設定に係る調査について、ＦＡＭＩＣでの評定案はＢでございますけれ

ども、目標にはなかった肥料制度見直しに関して必要なデータの収集に非常に役に立って

いただいたということで、私どもの評定案はＡとしてございます。 
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 肥料及び土壌改良資材関係業務については以上でございます。 

 続きまして、14ページからの農薬関係業務についてでございます。 

 15ページの上のところで、ＦＡＭＩＣにおける自己評価はＢとなっておりますけれども、

私どもは、これをＡと評価してはどうかと考えてございます。Ａが３項目、Ｂが12項目と

いうことでございましたので、積み上げ方式で試算を単純にいたしますと、これはＢとい

うことになりますけれども、内容において、後にご覧をいただきますけれども、蜜蜂への

影響評価法の検討や農薬使用者への影響評価法の検討など、私どもの新たな業務に対して

非常に示唆に富んだ対応をいただいたということで、私どもの農林水産省による評定案は

Ａとしております。 

 具体的な、特に高く評価をしたものについてご覧いただきたいと思いますけれども、18

ページ、19ページでございます。 

 18ページ、イの（イ）でございますが、先ほどもご説明ございましたとおり、新たに私

どもも取り組もうとしております蜜蜂への影響評価法の検討という新たな分野において、

さまざまな有益な情報をいただいた。その際には業務の効率化、体制整備、創意工夫、そ

のようなものも、私どもから見てもはっきりと目に見ることができたということで、ここ

は私どももＡと評価をいたしてはどうかと考えております。 

 同様に、その後ろにあります⑤イ（ウ）の農薬の作業者一日許容量及び推定暴露量に基

づく使用時安全性評価の導入につきましても、新しいことを考える上で必要な情報を適切

に与えていただいたということ、そのためにさまざまな体制の工夫をしていただいたとい

うことで、ＦＡＭＩＣの自己評価と同様、私どももこれをＡと評定してはどうかと考えて

おります。 

 次の20ページでございますが、これも新たな制度であります農薬の再評価制度の開始に

向けて、新たな農薬登録制度の設計のための検討に寄与するさまざまな知見を寄せていた

だいたということで、ＦＡＭＩＣの自己評価と同様、私どももＡと、当省の想定以上のご

貢献であると評価してはどうかとに考えてございます。 

 これらの評価の結果、単純に計算をいたしますとＢとなりますが、やはり質的に非常に

貢献いただいたと考えておりますので、主務大臣としては、Ａと評定して構わないのでは

ないかと考えているところでございます。 

 23ページから飼料及び飼料添加物関係業務でございます。 

 25ページにございますとおり、ＦＡＭＩＣにおける中項目の評定はＢとなっております
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けれども、私どもも、個別の項目の積み上げで機械的に計算をいたしますとＢということ

になりますけれども、以下ご覧いただきますとおり、内容面において、非常にこちらから

の目標を相当上回る成果をいただいたと評価をしておりますので、Ａと評価をして差し支

えないのではないかと考えてございます。 

 具体的に見てまいりますと、まず25ページ下のほうにございますけれども、①の緊急要

請への対応業務でございます。特に飼料の関係では、このシアヌル酸混入事案というのが

我々行政部局にとっても非常に危機感を持って対応すべき案件であったと認識をしており

まして、その迅速な対応につきましては非常に感謝をしております。また、アフリカ豚コ

レラ、豚コレラというような病気がもう目前に迫る、あるいはもう既に上陸をしていると

いう中で、食物残渣をもとにした飼料から侵入するのではないかということで、エコフィ

ード、食物残渣などをもとにした飼料について非常に危機感が高まっている中で、迅速に

実態調査に協力をいただいたということも、非常に私どもにとって行政の遂行上、本当に

役に立っていただいたと感じております。 

 このようなことから、ＦＡＭＩＣにおける評価と同様、私どももこれをＳと評価して差

し支えないのではないかと考えてございます。 

 28ページでございますけれども、安全性確保に関する検査等業務の関係ですけれども、

牛肉の輸出解禁というのが私どもにとって非常に大きな政策テーマでございますが、その

ようなことを背景に、検査の質の向上ということをＦＡＭＩＣにお願いをしたところ、迅

速にＩＳＯ１７０２５の取得をいただいたということでございますので、これについても

やはりＡと評価すべきものと考えているところでございます。 

 32ページでございますけれども、抗菌剤ＧＭＰガイドライン及びＧＭＰガイドラインに

基づく製造基準等への適否の確認ですが、先ほどご説明ありましたとおり、事業者がすべ

きことを明確にしていただくことで、このような動きに弾みをつけることができたと評価

をいたしております。ＦＡＭＩＣの自己評価と同様、私どももこれはＡと評価して差し支

えないのではないかと考えているところでございます。 

 以上が飼料及び飼料添加物関係業務についてでございます。 

 引き続きまして、37ページからの食品表示の監視に関する業務でございます。こちらに

つきましては、ＦＡＭＩＣにおける評価と同様、私どももＡと評価して差し支えないので

はないかと考えてございます。具体的には、Ｓが１項目、Ａが１項目、Ｂが４項目という

ことでございますので、ＳとＡにつきまして、私どもの見解についても申し述べさせてい
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ただきたいと思います。 

 38ページでございますが、先ほどご説明ありましたとおり、食品表示の監視というのは

なかなかノウハウが重要な分野でございます。当省の監視関係部局も、なかなか知見を次

の世代に引き継いでいくことができないで苦労しているところでございますけれども、そ

のような中で「食品表示検査の目のつけどころ」というものをつくっていただいて、その

ようなマニュアルを使って技術の継承を図っているというのは、非常にすばらしい取り組

みであると評価をいたしております。また、長年困っておりました乾しいたけの産地偽装

問題について、疑義解明の手法の開発をしていただいたということも非常に評価に値する

行動であったと考えております。 以上のことから、ＦＡＭＩＣにおける自己評価と同様、

私どももこれらの取り組みについては、Ｓと評価をして差し支えないのではないかと考え

ているところでございます。 

 また、Ａ評価が１つございます。42ページでございます。調査研究業務の関係でござい

ますけれども、今の表示の監視の世界では、今後、全面的に義務化をされます原料原産地

表示にどう対応していくかということが大事なテーマになっておりますが、そのような加

工食品の監視に役立つ材料になります大豆、小麦の産地判別についての研究で顕著な成績

を上げられたなど、やはり内容面において評価すべきものが調査研究業務に多く含まれて

いると認識をいたしております。したがいまして、通常の目標どおりの成果よりも上回る

Ａと評価して差し支えないのではないかと考えたところでございます。 

 続きまして、日本農林規格等に関する業務でございます。こちらにつきましては、44ペ

ージにありますとおり、Ａが２項目、Ｂが８項目ということで、この積み上げによりまし

て、評定は、ＦＡＭＩＣ案と同様、Ｂと考えてございます。Ａと評価をいたしましたもの、

こちらについてはＦＡＭＩＣの自己評価と同様でございます。 

 45ページをご覧いただきたいと思いますけれども、新規格の原案作成において、諸外国

との交渉に貢献をしていただいて、農産物輸出の拡大にも寄与するような取り組みをして

いただいたということで、こちらについては私どももＡと評価をいたしております。 

 それから、47ページですけれども、こちらにつきましても、先ほどご説明がありました

とおり、ＪＡＳ規格の国際化への貢献という観点から、通常以上の実績があると考えまし

て、私どももこちらもＡと評価をいたしております。 

 これらの要素も加味いたしますけれども、全体といたしましては、所定の計算式に従っ

てＢと評価をいたしてございます。 
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 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でご

ざいます。 

 有害物質の分析業務につきましても、私どもは、こちらをＢと評価をいたしてございま

す。こちらも小項目の積み上げで計算をしますとＢとなったということで、このようにし

ております。 

 小項目でＡが１項目ありますので、それについて一言申し述べますと、55ページでござ

いますが、サーベイランス・モニタリング年次計画に従った分析業務の中で、当初予定に

なかった分析依頼に対して的確に対応していただいたということがございますので、これ

については、そのような迅速な対応に評価をいたしまして、Ａと評価をしたところでござ

います。 

 最後に、その他の業務でございます。 

 こちらについても、59ページでございますが、Ａが２項目、Ｂが７項目ということで、

その積み上げに基づきまして、ＦＡＭＩＣと同様、Ｂと評価をいたしております。 

 Ａ評価について少し触れさせていただきますと、まず、62ページでございますが、講習

会の開催というところでございます。ご説明がございましたが、新たな講習テーマを企画

し、創意工夫を加えた事前の準備をしていただいて、質の高い内容を提供したことによっ

て、事業者から継続的な開催が望まれるような講習会を実現させたということでございま

す。これは優れていると評価ができますので、私どももＡと評価いたしました。 

 また、63ページからですけれども、ご説明にありましたとおり、国際的に通用するマネ

ジメントシステムを組織全体に適用するように業務を進めてこられたということでござい

ますので、これについても当初の想定以上の成果だということで、私どももＡと評価をし

たというところでございます。 

 以上、当省としての評価案についてご説明を申し上げました。ご議論よろしくお願いい

たします。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。ただいまの項目につきまして、ご意見、

ご質問がございましたらお願いしたいと思います。まずは、項目を切りまして、肥料及び

土壌改良資材関係業務につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いしたいと

思います。 

 何かございますでしょうか。 

○金田委員 ８ページ目の汚泥肥料中の重金属試験について、経験の浅い試験者の方たち



 - 19 - 

にも非常にわかりやすいツールをつくっていただいたということなんですが、実際に使っ

た経験の浅い人たちの評価はどうだったんでしょうか。 

○森山企画調整部長 通常使用している表計算ソフトで作成されたものですので、難しい

こと考えずにできたというようなことです。 

○金田委員 わかりました。 

○小西委員 全体的にわたって共通した質問ですけれども、特に机上配布資料の１番のと

ころで、重金属試験に係るＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の自己適合宣言というのをされたと

いうところがポイントになっていると理解したんですけれども、ＦＡＭＩＣではこのＩＳ

Ｏの認定というのは小麦及び大麦の10種のかび毒で取られていて、あととうもろこしの16

種のかび毒でまた新たに違う項目で取られていて、それからＰＣＲでも取られていますよ

ね。３つ正式に認定を取られているということと、自己適合宣言というものをやったとい

うものの差というもの、認定取得に対する努力と、自己適合宣言をするということに対し

ての努力、対外的な評価も含めて、これは同等と考えてよろしいのでしょうか。 

○森山企画調整部長 ここには書いていませんが、実はもう一つ、大豆等の組換えＤＮＡ

の定性試験でも認定を取っています。いずれにしても、国際的な標準に合致しているとい

うことを認定される、もしくは自己適合宣言をするということは、国際的にも技術力のあ

る試験所だというような認識をされる。 

 認定は認定機関で認定をしていただくわけですけれども、これは分析法ごとに認定をす

るということになりまして、そうすると、100万程度のお金がかかりまして、また維持する

のにもそれぞれのお金がかかるということがありまして、なかなか私どもの組織ですと、

いろんな分析法をやっていますので、全てに認定を取るということはちょっと難しい。 

 一方で、自己適合宣言というのはＩＳＯ１７０２５の要求事項を全て満たしていますと

いうのを自分で、満たしていますという宣言をするんですけれども、この宣言の仕方も、

勝手にするということではなくて、ＩＳＯの規定がございまして、それに基づいて宣言を

するということになります。１つは、やはりお金の問題もありますし、労力的にも、認定

を維持するとなると監査を継続的に受けないといけないというようなこともあって、それ

だけに時間をかけるというのも、本来の業務に差し障りもある部分がございますので、自

己適合宣言というような手法で対応しているところであります。 

 私どもの目標というか、当初考えたのは、検査部門が、今ご説明しましたように肥料・

飼料・農薬・表示と、ＪＡＳの部門がありますので、それぞれで少なくとも１つは認定も
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しくは自己適合宣言をしましょうと。そうすることで、分析法としては１つの分析法の中

身ですけれども、そういう中身自体、やり方自体をその部門で全部共有化できますので、

それによって体制も構築ということを言えるのではないかというような形にしているとこ

ろでございます。 

○小西委員 お伺いしたいのは、今ご説明をお聞きして、認定を取るということは非常に

負荷がかかることであるということがわかりましたが、それと自己適合宣言というのを同

等の評価として評価していいものかどうか。結局、自己適合宣言の場合は、机上配布資料

の６のように、外国からどうなのと言われたときには、あまり通用しないことになるわけ

ですよね、認定を取っているということのほうが評価されるのではないですか。 

○森山企画調整部長 認定を取っているということのほうが大きいのは大きいですね。 

○小西委員 大きいことは大きい。では、自己適合でもいいですよというところもあるわ

けですか、海外的には。 

○森山企画調整部長 それはその国々によって、どこまでご理解いただけるかというとこ

ろはありますけれども。 

○小西委員 そうなんですか。では、その負荷というか努力というのは、同等というふう

に評価されていいということで、両方ともＡ評価でよろしいと。 

○森山企画調整部長 ええ。 

○小西委員 わかりました。認定を取ったほうがＳ評価になるのかなとちょっと思ったも

のですから。 

○森山企画調整部長 認定取得を指示されて短期間で取りましたという部分はＳに相当す

るということで、Ｓにはしていますけれども、努力ということについては、多少は変わる

かもしれませんけど、基本的には同じことをやっておりますので、その差はないのではな

いか、両方とも評価していただいていいのではないかと私は思います。 

○小西委員 わかりました。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。ほかございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、次の項目の農薬関係につきましてご意見、ご質問等ございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、続きまして、飼料及び飼料添加物関係業務につきまして、何かござ

いますでしょうか。 

 では、次に進めさせていただきます。食品表示の監視に関する業務につきまして、何か
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ございますでしょうか。こちらも大丈夫でしょうか。 

 次に、日本農林規格等に関する業務につきましていかがでしょうか。 

 それでは、次に、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

につきましていかがでしょうか。 

 では、その他の業務につきましてはどうでしょうか。どうぞ。 

○長田委員 その他のところの広報というか、ホームページ等による情報提供の広報誌の

ところの記載がある資料１の58ページの表のアウトプットのところを拝見しますと、平成

29年度より平成30年度のほうがちょっと数字が下がっている。4.2が3.9になっているとい

うふうに見てよろしいのかなと思うのですけれども、これはなぜかなというふうに思いま

して、教えてください。広報誌の中身がとてもいいなと思っているのですけれども、何か

きっかけがあったかなと思いました。 

○森山企画調整部長 下がっている理由と言われますとなかなか難しいところはあります

が、いろいろアンケートをとらせていただいた中で、文字量が多いとか、専門的な表現が

多いとかという意見も評価が下がった一因と思っております。実は平成29年からだったと

思いますけれども、中身をすごく変えたのです。それまで専門的な事業者も対象としてい

るような中身だったのを、より消費者の方におわかりいただけるような形で平易なものに

しました。平成29年度の評価が高かった要因の１つは、変わったときのインパクトが非常

にあったのかなというところかもしません。 

○長田委員 慣れてしまうと。 

○森山企画調整部長 慣れたというとちょっと、適当じゃないのかもしれませんけど、非

常に見やすくなったなという評価は、平成29年度はあったのかなと。今後は、アンケート

の意見なども反映させて、写真とかイラストとか、できるだけ皆さんがわかりやすいよう

な説明文にするようにしたいと思います。 

○長田委員 ありがとうございます。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。ほか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。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、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、続きまして67ページからになりますが、「Ⅱ．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。 
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 最初に、ＦＡＭＩＣ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、私のほうから説明させていただきます。 

 資料１をご覧いただければと思います。67ページになります。業務運営の改善というこ

とで、67～68ページ、１の業務運営の改善でございまして、役員会におきまして、四半期

ごとに予算の執行状況、それから業務の進捗状況、これを比較する等して審議をしまして、

業務運営懇談会という第三者の方に私どもの業務の中身を見ていただく、評価していただ

くというＦＡＭＩＣの懇談会があるんですけれども、こういったところで外部有識者から

のご意見を賜ったりしたということでございます。その他のところでございますと、机上

配布資料の15ですが、これは昨年、クラウドを使いました勤務時間の管理システムを導入

いたしました。それを最大限に生かすために、これはお金もかかりますので、担当職員が

システム機能の問題点をいろいろ抽出したり、より利用しやすい操作の環境、こういった

ものの模索を一つ一つ対応いたしましてカスタマイズいたしました。 

 その結果、出張ですとか外勤状況の把握とか勤務時間管理の徹底とか手動集計の削減が

できまして、非常に事務作業の効率化ができた。また、外勤をするときの命令簿といった

ものも廃止をして、ペーパーレスということも実現できたということで、職員の利便性も

向上できましたし、限られた予算の中で、私ども行政執行法人でございますので、求めら

れる業務等の効率的かつ確実な執行に大きく貢献したのではないかということで、Ａ評価

としているところでございます。 

 続きまして、資料１の69ページからでございます。業務運営コストの縮減ということで、

69ページの下のほうから一般管理費、業務経費ともに目標の削減率がございますが、これ

をクリアしているところでございます。また、コスト縮減の具体的な取り組みとしまして、

アウトソーシングですとか分析機器の集約化とか分析機器の点検方式の見直し、またプロ

ジェクトチームで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。 

 続きまして、71ページの人件費の削減等でございます。人件費の削減につきましては、

ＦＡＭＩＣは行政執行法人でございまして、身分は公務員ということになっております。

給与水準は国と同水準を維持しているところでございます。平成30年度のラスパイレス指

数は97.8ということでございました。国と同水準でございます。また、総人件費は1.1％の

減額になっているところでございます。 

 それから、73ページで、調達等合理化の取り組みでございます。まず、調達等合理化の
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取り組みということで、入札不参加業者といった方にアンケートをするといった取組をし

たり、少額随意契約の集約化をして契約件数を増やすとか、いろいろと不断の努力をした

ところではございますが、競争性のある契約に占める一者応札の割合、応募の割合という

のは、残念ながら47.3％で、指標が42％以下でございましたので、達成できなかったとい

うことで、Ｃの評価をしているところでございます。 

 74ページの中段からは随意契約の関係でございます。競争性のない契約件数は12件でご

ざいました。いずれも取扱業者が特定されておりまして、競争の余地がないものというこ

とで、随意契約による事由、理由を明らかにして、その理由が正当なものかということで

契約監視委員会を設けておりますので、ここで事後的に評価を行って、その妥当性を確認

したところでございます。 

 それで、本セクションにおけます中項目の評定につきましては、小項目の数が少ないで

すが、業務運営の改善がＡ評価、調達等合理化の取り組みがＣ評価、その他の業務それぞ

れにつきましてＢ評価とさせていただいておるところでございます。 

 「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」は以上でございます。 

○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、次に農林水産省のほうから評価案を説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○沖総務課長 それでは、当省の評価案を説明させていただきます。 

 ３ページの総括表をご覧いただけますでしょうか。 

 ３ページ、今ご説明をいただきました「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」は、３ペ

ージの表の右側の上のほうにございます。当省としての評価案につきましては、今ご説明

のありましたＦＡＭＩＣにおける自己評価と同様、業務運営の改善についてはＡ、コスト

縮減と人件費の削減についてはＢ、調達等合理化の取り組みについてはＣと評価してはど

うかと考えてございます。 

 以下、ご説明をさせていただきます。 

 67ページをご覧いただけますでしょうか。業務運営の改善についてでございます。 

 これにつきましては、先ほどご紹介がありましたけれども、職員が主体的に取り組んで、

創意工夫により勤務時間管理システムをカスタマイズされ、それが成果を上げたというこ

とですので、そのような職員の自発的な取り組みというところを、主体的な取り組みとい

うところを評価いたしまして、私どももここはＡと評価すべきではないかと考えてござい
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ます。 

 したがいまして、この小項目が１項目だけですので、中項目もＡとしてはどうかと考え

ております。 

 続きまして、業務運営コストの縮減、それから人件費の削減、それぞれ69ページ、71ペ

ージから書かれておりますけれども、これらについては、どちらも当初の目標の水準とい

うものを満たしていると思いますので、ＦＡＭＩＣ案と同様、Ｂと評価してはどうかと考

えております。 

 そして、73ページからの調達等合理化の取り組みについてでございます。先ほどご説明

のありましたとおり、一者応札・応募の割合が高いという問題がございますので、こちら

についてはＣとせざるを得ないのではないかと考えております。 

 そして、74ページをご覧いただければと思いますけれども、74ページの右側に、まず私

ども農林水産省としてＦＡＭＩＣに求めたいことを書いてございます。一者応札・応募の

割合については、応札に参加しなかった事業者からのアンケートの分析など、これまでの

取り組みを強化していただきたいと思います。あわせまして、競争性を高めるためには、

少額の随意契約を集約することによって競争性のある契約数を増やすということも必要か

と思います。このことについて、契約担当者の方はご存じだと思いますけれども、実際に

発注をしております事業実施課の職員、そういう方々は何の意識もなく従来どおり少額随

意契約を結んでいるというようなところがあるのではないかと、私ども承知しております。

したがいまして、実際に事業を実施している課の実際に発注をされている方も、その発注

をまとめて競争性のある契約にしなくてはならないのだということを理解されるように、

皆さんのほうで周知をしていただきたいと考えております。 

 このようなことがございますので、調達等合理化の取り組みについてはＣと評定すべき

ではないかと考えているところでございます。 

 ぜひ、委員の先生方からのご意見、よろしくお願いいたします。 

○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意見、ご質問等ございましたらお願いしたい

と思います。 

 どうぞ、お願いします。 

○熊谷委員 業務運営コスト縮減につきましての70ページで、アウトソーシング等を実施

して業務の効率化を図られたということですけれども、決算書のほうを拝見しますと、外
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部委託費が前年比で2,200万円ほど増加していますが、こちらがアウトソーシングを積極

的に実施したためというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○山口総務部長 総務部長の山口です。私から回答させていただきます。 

 今のご質問でございますが、外部委託費2,200万の増につきましては、機器の保守管理、

修繕や標準試薬の調整等に要した経費によることが主な要因でありまして、資料１の70ペ

ージのアウトソーシング実施規定に基づくアウトソーシングを行っている業務と外部委託

費の増に、直接の因果関係はございません。 

○熊谷委員 そうしますと、アウトソーシングは増えているという理解では、そんなに増

えてはいないということですか。普通、アウトソーシングすると委託費が増えるのかなと

いう印象がありますけれども、増加の理由は、委託費をアウトソーシングしている分では

ないということで、金額的にはあまり増えていないという、そのことをどう捉えたらよろ

しいのでしょうか。 

○森山企画調整部長 アウトソーシングはそんなに増えていないです。 

○熊谷委員 アウトソーシングは増えていないということですか。 

○沖総務課長 でも、やったと書いてあります。 

○森山企画調整部長 実施はしておりますけれども、以前から実施しているので、そこが

大きく増えたということではないということです。 

○熊谷委員 では、去年と今年を比べて、大幅にアウトソーシングが増えたということで

はないということですか。 

○森山企画調整部長 そうです。 

○熊谷委員 そうすると、ここの記載にある業務について、アウトソーシングを行う業務

の効率化を図られたというのは、従来からやっているということの記載ということでよろ

しいですか。 

○森山企画調整部長 はい、そうです。 

○熊谷委員 今後、アウトソーシングをこれから進めていって、将来的には人員削減、あ

るいはほかの業務に人員を回して検査すべき範囲を広げていくとか、そういったような計

画というのはあるのでしょうか。 

○山口総務部長 計画というか、アウトソーシングの実施規程に基づいて外部委託した業

務につきましては、アウトソーシングした業務ごとに経費削減効果、労力削減効果などを

年度末に検証しておりまして、次年度への継続の要否を判断しているということでござい
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ます。 

 それで、資料１の70ページのところにアウトソーシングのことが記載してありますが、

参考までに残留農薬分析用混合標準液の調製作業につきましては、検証を行った結果、経

費削減効果としまして、ＦＡＭＩＣで行うと約1,300万円かかるところを、アウトソーシン

グによって委託費用を算出した場合約760万円となり、約550万円の削減の効果があったと

いうことが出ているということになっております。 

○熊谷委員 人件費じゃなくてほかのコストも含めてということですか。 

○山口総務部長 そうです。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

○熊谷委員 はい。 

○中田調整班課長補佐 ほかございますでしょうか。 

○鈴木委員 この評価にＣがあるというのがどういうものかというのは別途考えるとして、

この調達等合理化の取り組みのところは、この組織の使命といいますか、業務の内容によ

っては、一律にいろいろ物事を決められないところがあるようにも感じまして、この状況

といいますか、特殊性もあろうかと思うわけです。ですので、そこのあたりの事情をちょ

っと説明していただけるとよろしいと思うのですが。要は、一者応札・応募の割合が42％

以下という目標が、そもそも背伸びした目標値だったのか、あるいは分析をして、これは

目標値として妥当であろうというものを設定したところ、しかしながら今年度については

こうだったということか。そのあたりの我々には見えない特殊性といいましょうか、特殊

な状況などがもしあるようでしたら、若干の解説をしていただけるとよくわかりますが。 

○山口総務部長 今のご質問で、調達の関係につきまして、経緯などを含めてご説明させ

ていただきたいと思います。 

 競争性のある契約に占める一者応札・応募の割合というのが42％以下の目標になってお

ります。それに対して、今回47.3％となったことで、目標の水準を満たさなかったもので

ございます。 

 これにつきましては、庁舎の清掃であるとか空調設備点検等の複数年契約件数が、昨年

度の13件から本年度は２件に大幅に減少したことなどによって、目標の水準、この42％と

いうのは過去３カ年の平均をとっていますが、それを上回ったものでございます。一者応

札・応募の改善につきましては、これまでのメールマガジン等を活用した調達情報の提供、

仕様書の見直しや公告期間を十分確保する等の取り組みに加えまして、応札に参加しなか
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った事業者からのアンケートを分析して入札に反映するなどによる複数者応募の増加、こ

れが３件ございました。また、少額随意契約の集約による競争性のある契約数の増加が７

件ございました。 

 一者応札・応募の割合をこの関係で９ポイント抑制するなど、競争性の確保に向けて考

え得る手段を尽くして不断の努力を行ったところでございますけれども、分析機器やシス

テムの保守など、対応できる業者が１者のみの契約について改善に至らなかったために、

目標の水準を満たさなかったものでございます。 

 今後も競争性の確保に向けましては、不断の努力を継続していくこととしているところ

でございます。 

○鈴木委員 ということは、42％というのは妥当な目標だろうと。 

○山口総務部長 はい。これまでも42％以下という指標は、過去３カ年の平均ということ

で、目標に定められています。 

○中田調整班課長補佐 よろしいでしょうか。 

○鈴木委員 ありがとうございました。 

○中田調整班課長補佐 ほかございますでしょうか。 

 それでは、次に進めたいと思います。 

 続きまして、資料１の76ページからになりますが、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」

と、81ページからになります「Ⅳ．その他の事項」、及び総合評定の結果につきましてご

説明させていただきます。 

 最初に、ＦＡＭＩＣ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 76ページ、財務内容の改善に関する事項ということで、まず１の保

有資産の見直し等でございます。保有しております庁舎なり、敷地なり、ほ場、分析機器

等につきまして、利用・稼働状況に係る調査を行いまして、保有の必要性を、必要に応じ

て見直しを行ったということでございます。保有する特許権につきましては、職務発明審

査会がございまして、ここにおいて必要性の検証を行いまして、１件を放棄したという形

になっております。 

 77ページの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ておるところでございます。また、依頼に基づきます講

習なり講師派遣につきましては、ホームページとかメールマガジンとか広報誌等を通じま

して周知・広報を行っておるところでございます。 
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 79ページ、予算、収支計画及び資金計画ということでございます。予算の執行を適正に

行っており、業務経費、一般管理費の削減に取り組みを行っております。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を役員会等で行っており

まして、適切かつ効率的な資金配分を行ったところでございます。 

 本セクション第３の財務内容の関係の中項目につきましては、いずれもＢ評価でござい

ます。 

 続きまして、「Ⅳ．その他の事項」でございます。 

 81ページ、職員の人事に関する計画でございます。本人の希望等も尊重いたしながら、

職員個々の能力や実績を総合的に勘案して人材配置を行っております。また、人事評価シ

ステムの検証も行ったところでございます。 

 82ページ中段、女性登用の促進ということでございます。役員に占める女性の割合につ

きましては、現状維持の16.7％でございましたが、管理職に占める女性の割合は、いろい

ろ意識啓発の取り組み等に努めたのでございますが、残念ながら、前年から1.3ポイント減

少いたしまして5.8％になってしまいました。目標の6.9％以上は達成できませんでしたの

で、Ｃ評価としております。 

 次は、２の内部統制の充実・強化でございます。83ページですが、内容は84ページにな

ります。 

 （１）行動理念等の見直しにつきましては、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、内部統制委員会を開催いたしまして、リスク管理対

応の体制の改善に取り組んだところでございます。 

 （２）リスク評価の実施状況等につきましては、業務上のリスクの識別、評価、管理を

適切に行うという観点から、リスク管理表をつくりまして、この効果的・効率的な運用等、

リスク管理体制の充実を図ったところでございます。 

 85ページの（３）ガバナンスの確保状況につきましては、適切なガバナンスの確保のた

めに、役員会を13回開催いたしまして、重要事項を審議・決定しております。同時に、各

部長等へ指示を行っております。また、地域センター所長も参加をさせたウェブ会議をし

ておりまして、ここで迅速な周知徹底を行ったところでございます。 

 （４）監事監査の体制整備につきましては、監事補佐といたしまして業務監査室の職員

２名を任命いたしまして、監事監査の体制整備を進めました。また、監事会も17回開催い

たしまして、監事間の意見の交換、必要に応じました内部監査部門ですとか業務の実施部
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門等からも説明を受けたということでございます。 

 （５）内部監査につきましては、理事長直轄の業務監査室におきまして監査を実施して、

不適合を３つ検出したところでございますけれども、内容はいずれも軽微ではありました

が、必要な再発防止処置等を行ったところでございます。 

 次の86ページにまいりまして、（６）マネジメントレビューの実施状況ということで、

マネジメントレビューにつきましては、内部統制システムの改善を行いましたので、課題

ごとに設置をしている委員会でレビューをするほかに、この全体のマネジメントレビュー

会議として、総合的な経営戦略に資する議題について議論するという会議にしまして、実

施をしたところでございます。 

 （７）法令遵守状況ということで、役職員の法令遵守をもちろん徹底するために、ネッ

トワークを利用して、コンプライアンスに係る意識啓発ですとか、階層別に、クラス別に

研修しておりますけれども、こういったところで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。 

 （８）情報の公開及び個人情報の保護の関係でございますが、これはもちろん法律に基

づき適切に対応させていただきました。職員向けの説明会も開催して、法律の目的等につ

いて周知徹底を図ったところでございます。 

 次の87ページで（９）事故及び災害の未然防止の体制整備ということで、事故なり災害、

また健康被害の未然防止ということで、労働安全マネジメントシステム、こういった手順

書がありますけれども、これの見直しを行いましたほかに、健康保持増進の取り組みとし

てストレスチェックを行いまして、その内容に応じまして、結果に応じまして、面接の直

接の指導を行ったということもしたところでございます。 

 （10）環境負荷の低減に資する物品調達状況でございます。業務活動の中で環境配慮の

計画的、また体系的な推進状況につきましては、特別の委員会、環境配慮・無駄削減推進

委員会がございます。ここで検証を行いました。特定調達物品ごとの調達目標は、全て100％

を達成しておるところでございます。 

 （11）防災体制等の見直しにつきましては、大規模災害に備えまして避難訓練を実施し

ているところでございます。 

 続きまして、88ページ以降、情報セキュリティ対策でございます。 

 これにつきましては、情報セキュリティポリシーに基づきまして、各種取り組みを行い

ました。その結果、この評価の基準といいますか、評価のための情報セキュリティポリシ
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ー対策ベンチマークVer.4.5で自己診断したところ、スコアは4.0ということで、目標値の

3.5を上回っているところでございます。また、重大なインシデントは発生していないとこ

ろでございます。 

 91ページの施設及び設備に関する計画は実績がございませんので、最後92ページ、積立

金の処分に関する事項でございます。積立金の処分につきましては、前年度の繰越積立金

が150万5,335円ありまして、これにつきましては、計画に基づき棚卸資産ですとか前払費

用の充当のために、87万6,125円を取り崩したということでございます。 

 なお、この本セクションにおきます中項目でございますが、職員の人事に関する計画に

おいて女性職員の管理職登用の未達のところがＣでございまして、それ以外の業務につき

ましてはＢとしております。 

 以上です。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、ＦＡＭＩＣより財務諸表等について説明をいただいて、次に監事より、監

事監査の結果の報告をお願いしたいと思います。 

 まずは、財務諸表等について説明をお願いいたします。 

○山口総務部長 それでは、私から参考５、平成30事業年度財務諸表等につきまして説明

をさせていただきます。 

 具体的な財務諸表の説明をさせていただく前に、まず、参考５の８ページの重要な会計

方針につきまして説明をさせていただきます。 

 １の運営費交付金収益の計上基準につきましては、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いるところでございます。 

 その他の記載事項につきましては、おおむね前事業年度と同じになっております。 

 ９ページの７の（２）の行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計算方法に

おきましては、10年利付国債の当期利回りを用いて計算することになっていますけれども、

当期はマイナス金利であったことから０％で計算しております。なお、参考までに、前期

は0.045％でございました。 

 次に、10ページの注記事項につきましては、国からほとんどの経費の交付を受けている

ことから、記載することが義務づけられております。記載項目につきましては、前事業年

度と同様でありまして、それぞれの係数につきましては、当期末現在の状況にあわせた金

額としております。 
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 以上、簡単でございますけれども、重要な会計方針、注記事項の主な点を説明させてい

ただきました。 

 それでは、続きまして、具体的な財務諸表の概要につきましてご説明させていただきま

す。 

参考５の１ページに戻っていただきまして、１ページ、２ページの貸借対照表から説明

させていただきます。 

 まず初めに、１ページの資産の部、Ⅰの流動資産でありますが、当期の流動資産合計は

７億625万5,545円となり、記載はございませんけれども、前期末と比較しまして6,266万

3,265円増加しております。これは、未払金の増加による現金及び預金の増が主な要因とな

っております。 

 次に、Ⅱの固定資産につきましてご説明いたします。固定資産につきましては、有形固

定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分していますが、当期の固定資産合計は

72億2,314万4,712円となり、前期末残高と比較しますと、記載はございませんけれども、

２億7,728万4,442円の減となっております。これにつきましては、建物等有形固定資産の

減価償却による減が主な要因となっております。 

 以上、資産合計といたしましては、79億2,940万257円となりまして、記載はございませ

んけれども、前期末残高と比較しますと２億1,462万1,177円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減損損失累計額の明細につきまして

は、後ろの附属明細書の１ページに記載しておりますので、後ほどご確認をお願いしたい

と思います。 

 次に、負債の部の概要を説明させていただきます。 

 まず、Ⅰの流動負債の合計は６億5,159万7,998円となっておりまして、記載はございま

せんけれども、前期に比べて１億1,682万2,295円の増となっております。これにつきまし

ては、年度末退職者の増によります退職金未払額の増等の未払金の増が主な要因となって

おります。 

 次に、Ⅱの固定負債でございます。当期の固定負債の合計は８億408万4,423円となり、

記載はございませんけれども、前期末残高と比較しますと4,765万2,217円の減となってお

ります。これにつきましては、運営交付金により取得した資産の減価償却による減、及び

現在入居しています合同庁舎を退去した場合の原状復帰にかかる経費として計上している

資産除去債務の増が主な増因となっております。 
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 流動負債と合わせた負債合計は14億5,568万2,421円となりまして、記載はございません

けれども、前期に比べて6,917万78円の増となっております。 

 なお、資産除去債務につきましても、附属明細書の４ページに記載しておりますので、

後ほどご覧いただきたいと思います。 

 次に、２ページの純資産の部でございます。 

 Ⅰの資本金の当期末残高は、前期末残高と同額の101億1,014万5,328円となっておりま

す。 

 Ⅱの資本剰余金につきまして、当期末残高はマイナス36億9,108万5,043円となっており、

記載はございませんけれども、前期末残高と比較しますと２億2,745万3,939円の減となっ

ております。これは、施設整備費補助金で整備した資産の減価償却による減が主な要因と

なっております。 

 当期末処分利益は5,402万8,341円となっており、記載はございませんが、前期に比べる

と5,646万8,871円の減となっており、これは、人件費における不用額の減少によるもので

ございます。 

 前事業年度繰越積立金と合わせまして、利益剰余金は5,465万7,551円となっております。

これらによりまして、純資産合計は64億7,371万7,836円となり、記載はございませんけれ

ども、前期末残高と比較しますと２億8,379万1,255円の減となっております。また、負債

純資産の合計は79億2,940万257円となりまして、記載はございませんけれども、期に比べ

まして２億1,462万1,177円の減になっております。 

 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も、附属明細書の５ページ、６ページに記載しており

ますので、後ほどご確認をお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして参考５の３ページ、４ページの損益計算書の説明に移らせていた

だきます。 

 まず、Ⅰの経常費用につきましてご説明いたします。 

 ３ページ一番下に、経常費用合計がございますが、当期は66億8,422万174円となってお

り、記載はございませんけれども、前期と比較しますと１億2,004万8,510円の増となって

おります。これにつきましては、退職者数の増加に伴う退職金費用の増、及び人事院勧告

の影響に伴います給与等の増が主な要因となっております。 

 次に、Ⅱの経常収益につきましてご説明いたします。 



 - 33 - 

 ４ページやや中ほどのところに、経常収益合計がございます。当期は67億3,736万1,590

円となっており、記載はございませんけれども、前期と比較しますと6,653万6,149円の増

となっております。これは、運営費交付金収益が増加したことによるものでございます。 

 これらに臨時損失及び臨時利益を加えたⅤの当期純利益は、5,315万2,216円を計上して

いるところでございます。これにⅥの前事業年度繰越積立金取崩額87万6,125円を合算す

ることによりまして、Ⅶの当期総利益は5,402万8,341円となります。記載はございません

けれども、前期に比べて5,646万8,871円の減となっております。 

 なお、この当期総利益につきましては、２ページの貸借対照表のⅢの利益剰余金の当期

末処分利益と一致しておりますので、後ほどご確認をお願いしたいと思います。 

 続きまして、参考５の５ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧いただきたいと思い

ます。 

 Ⅰの業務活動によるキャッシュ・フローの最後に、ページの中ほどにありますけれども、

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。当期は１億6,919万1,630

円となっておりまして、記載はございませんけれども、前期に対し２億2,821万5,528円の

増となっております。この主な要因につきましては、運営交付金収入等が増となったこと

によるものでございます。 

 次に、下から７行目に、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。当期はマイナス１億393万5,096円となっておりまして、記載はございませんけれども、

前期に対し6,136万5,773円の減となっております。 

 次に、下から４行目に、財務活動によるキャッシュ・フローの合計額を計上しておりま

す。当期は、リース債務の返済分としましてマイナス252万3,602円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りますキャッシュ・フローの合計から、Ⅳの資

金増加・減少額は6,273万2,932円となっております。これにⅤの資金期首残高を加えるこ

とによりまして、Ⅵの資金期末残高は７億477万6,105円となります。 

 なお、Ⅵの資金期末残高につきましては、１ページの貸借対照表の資産の部の流動資産、

現金及び預金の額と一致しておりますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

 以上が、キャッシュ・フロー計算書の概要でございます。 

 続きまして、参考５の６ページの利益の処分に関する書類につきまして説明させていた

だきます。 

 Ⅰの当期末処分利益につきましては、5,402万8,431円となります。この未処分利益につ
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きましては、独立行政法人通則法第44条の規定に基づきまして、Ⅲの利益処分額の積立金

へ振り替えを行うこととなります。また、Ⅱの積立金振替額の前事業年度繰越積立金62万

9,210円は、独法会計基準第96の規定に基づきまして、Ⅲの利益処分額の積立金へ振り替え

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、今年度６月28日に農林水産大臣の承認が得

られましたので、積立金の総額5,465万7,551円のうち前払費用、棚卸資産等の相当額145万

725円につきましては、対応する収益がないことから、損益の均衡を図るために繰り越すこ

とといたしまして、その差引残額の5,320万6,799円を７月５日に国庫納付をいたしたとこ

ろでございます。 

 次に、参考５の７ページの行政サービス実施コスト計算書につきましてご説明いたしま

す。 

 一番下の行に、Ⅷの行政サービス実施コストがございます。当期は70億7,136万2,533円

となっており、記載はございませんけれども、前期と比較しますと１億2,537万4,754円の

増となります。この主な理由でございますけれども、Ⅵの引当外退職給付増加見積額が、

記載はございませんが、7,769万8,141円の増となったことによるものでございます。また、

これにつきましても、記載はございませんけれども、国民１人当たりの行政サービス実施

コストにつきましては、前期が54.8円に対し、後期は55.9円となり、1.1円の増となってお

ります。 

 以上が、国民１人当たりの行政サービス実施コストの概要となります。 

 次に、参考５の「平成30事業年度事業報告書」についてでございますけれども、決算に

関する部分につきましては、ただいまご説明いたしました財務諸表の説明と重複しますの

で、省略をさせていただきたいと思います。 

 次に、参考５の後ろのほうになりますけれども、「平成30事業年度決算報告書」につき

まして説明をさせていただきたいと思います。字が小さくて申しわけございません。この

決算報告書につきましては、平成28事業年度からセグメントごとに予算と決算を比較して

いる資料でございます。 

 まず、収入の部でございます。 

 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
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費及び人件費予算を按分して計上した額の合計額を予算額としております。 

 ２段目の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

付されていますので、予算額どおりの収入となっております。諸収入の決算額につきまし

ては、検査手数料収入の増等により4,399万8,269円となり、運営費交付金と合わせた収入

合計で66億8,542万6,269円となっております。 

 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や、人

件費予算全額を人員比で按分しているために生じるかい離により、ほとんどのセグメント

で予算と決算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66億8,352万7,000円に対

しまして、決算額が66億3,210万51円となっております。差額の内訳としましては、人件費

で約1,256万円、業務経費で約6,257万円、一般管理費でマイナス約2,371万円となっており

ます。このうち一般管理費におきまして赤字となった要因でございますけれども、当期は

会計システムの更新に伴う経費を捻出する必要があったことから、一般管理費における光

熱水料の予算配分を抑えまして経費の節減を図ったところでございますが、夏季及び冬季

の異常気象によりまして光熱水料の節減効果が得られず、結果的に執行予定額が大きく上

回ったことによるものでございます。 

 以上が、決算報告書につきましてのご説明となります。 

 次に、独立監査法人による監査報告の概要につきましてご説明を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、独立行政法人通則法第39

条の規定に基づきまして、農林水産大臣から選任されました太陽有限責任監査法人から監

査を受けております。また、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、独立監査法人による監査報告の概要となります。時間の関係上、雑駁な説明と

なりましたが、以上で平成30事業年度決算等の説明とさせていただきます。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございます。 

 次に、監事によります監事監査結果について報告をお願いいたします。 

○中野監事 改めまして、中野でございます。６月15日付で常勤監事として着任をしてお
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ります。また、隣におりますのが非常勤の監事でございます服部でございます。 

 それでは、お手元の参考６、平成30年度監事監査報告書のご説明をさせていただきます。

ただし、この報告書は実際には前任である監事によって作成、提出をされており、その点

はお含みおきいただきたいと思っております。 

 平成30年度は、監査計画に基づきまして、内部統制システムの状況を重点監査項目とし

て設定し、理事長、理事、内部監査部門及び関係役職員との意思疎通を図り、情報収集、

意見交換に努めたとのことでございます。 

 監査の方法につきましては、記載のとおり（１）～（４）ですが、基本的には関係各人

とのコミュニケーションをとりながら監査を進めたということでございます。 

 次に、Ⅱの監査の結果でございますけれども、総括としては、近年、食品の安全とその

信頼性にかかわるさまざまな法律制度の改正により、ＦＡＭＩＣの業務をより高度化・効

率化が期待されている中で、役職員の全員が業務に真摯に取り組み、あわせてその業務を

支えるべく関連部門も取り組みを充実されて、これらの活動が適切に行われたという意味

で事業報告書、今のご説明のあった財務諸表等にそれが正しく記載されていることが確認

できております。 

 ただ、１点補足をさせていただきますけれども、監査結果の（２）の法人の内部統制シ

ステムの整備及び運用についての意見ということで、前任監事のほうから、「平成30年度

に行った監事監査で、法人の長による検討及び協力が一部において認められなかった。」

との記載がございます。これについては、今回、全員役員がかわっておりますので、今後、

この新メンバーで監事監査の一層の充実とその実効性を担保するために、監査にかかわる

者との情報共有をさらに進めて対話に努め、相互理解を深めることが極めて重要というふ

うに考えております。 

 令和元年度の監査計画書も、内部監査システムの状況確認、監査プロセスの透明性、そ

して関係者とのコミュニケーションの深化・連携ということを監査方針として掲げており

ます。その実現に向けて、我々は努力をしていく所存でございます。 

 以上、平成30年度の監査報告とさせていただきます。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 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。沖総務課長、お願いします。 

○沖総務課長 それでは、資料１の３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 まず、先ほどご説明いただきましたⅢ、Ⅳの部分につきましての評価案でございます。 
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 ＦＡＭＩＣからの自己評価と同様、Ⅲにつきましては全てＢ、Ⅳにつきましては、職員

の人事に関する計画についてはＣ、それ以外についてはＢと評価することが適当ではない

かと考えております。 

 また、２点ばかり特記している事項がございますので、そちらについてご覧いただきた

いと思います。 

 まず、資料の79ページ、予算、収支計画及び資金計画という部分でございます。実績の

評価につきましては、私どもはＢということで差し支えないと考えておりますけれども、

右側の主務大臣による評価という欄の下のほうに、指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策を書いてございます。単年度管理型の経理であることを踏まえ、適正な資金配分、執

行に努めるべきであると、そのように課題を提起したいと思います。また、この予算等に

つきましては熊谷委員からも質問などいただいておりますので、この後で議論していただ

ければと考えております。 

 それから、81ページをご覧いただきたいと思います。女性登用の関係で、ＦＡＭＩＣの

評価もＣとなっていますが、私どもとしましても、目標の達成ができていないということ

でＣとせざるを得ないと考えております。 

 82ページをご覧いただきますと、右下に指摘事項、業務運営上の課題、改善方策という

ことで、当省からも記載しておりますけれども、女性職員の管理職登用については、登用

対象職員の意識改革を図るための研修及びセミナーへの参加のみではなく、対象者が常に

管理職への登用を意識するよう働きかけを行うなど登用の促進に努めていただきたいと考

えているところでございます。 

 中項目につきましては以上でございまして、全体について最後に農林水産省案を説明さ

せていただきます。 

 ２ページをご覧いただけますでしょうか。２ページ、１番に全体の評定案を記載してご

ざいます。この全体評定につきましては、参考３のとおり、独立行政法人の評定方法につ

いて農林水産省のルールがございます。そのルールに基づきまして中項目の点数、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄを点数化し、それを計算いたしますとＢとなります。また、法人全体の信用を失墜

させるような事象があった場合には、さらに評価を下げるとなっておりますけれども、そ

のような事象はないと認識をしておりますので、私どもといたしましては、全体の評定は

Ｂと評価して差し支えないのではと考えてございます。 

 また、２番「法人全体に対する評価」ですけれども、確かに中項目で見ますと、契約関
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係と女性登用の関係で２つのＣはございましたが、総じて業務面では、私どもの政策立案

などに、あるいは実際の執行に非常に役立っていただいておりまして、「法人全体の評価」

の２行目からございますが、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、創意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り、的確に業務を遂行する

ことができたことから、計画のとおり順調な組織運営を行っていると評価して差し支えな

いのではないかと考えてございます。委員の先生方のご意見、よろしくお願いいたします。 

○中田調整班課長補佐 ありがとうございました。 

 これまでの項目につきましてご意見、ご質問等ございましたら、お願いしたいと思いま

す。 

○熊谷委員 評価書の79ページの予算収支計画及び資金計画についての評価についてです

が、こちらに、予算の執行を適切に行ったという記載がありますけれども、過去の予算と

決算の状況というのが、先ほど、参考５の財務諸表等の後半に事業報告書がありまして、

そちらの18ページの（３）に予算及び決算の状況ということで、平成26年度から30年度ま

での予算と決算の数字が並んでおりまして、それの支出のところの業務経費なんですけれ

ども、これはセグメント別に業務経費の予算と決算の概況が推移として書いてありまして、

過去を見ますと、例えば農薬関係業務ですと大体１億9,000万、２億弱ぐらいの予算に対し

て、実績は１億4,000万とか5,000万という形で、5,000万予算未達という状況がずっと続い

ておりますし、飼料及び飼料添加物関係業務のほうも、２億3,000万程度の予算に対して、

実績はずっと１億8,000万前後で、5,000万ほど未達。 

 逆に、食品表示のほうに関しましては、ずっと１億円程度の予算を見ていますけれども、

実績は逆に予算を上回る形に、予算よりも倍以上の支出という形で決算が組まれている状

況でして、過去、予算と実績が大きくかい離している業務が多く見られるんですけれども、

予算どおりに、予算の執行を適切に行うためには、予算はある程度尊重されるべきもので

はないかと思いまして、そちらについて、実績はそんなに大きく動いていないように見受

けられますので、予算を見直すとか、逆に実績が下がっているものについては、ちゃんと

業務が予定どおり全て行われたのか、逆に超過したものについては、超過した部分につい

て適正な手続が踏まれて支出がされているのか、そういう点について、この評価に当たっ

ては説明が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○山口総務部長 お答えさせていただきます。 

 事業報告書18ページ（３）予算及び決算の概況における予算額につきましては、平成19
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年度の３法人統合時の予算額に交付金算定ルール、一般管理費３％減、業務経費１％減に

基づき積算した額となっております。事業内容や目標値は年度により異なる場合がありま

すが、予算要求の時期と年度目標、事業計画の承認時期のずれによりまして、その都度、

積算を変更することはできませんので、事業開始前に予算配分した後、実態に即した予算

の組み替えを行っているところでございます。なお、予算配分は、役員会におきまして決

定をすることとしています。ご質問がありましたとおり、各セグメントにおける予算額と

執行額にかい離が生じている要因としましては、計画時には想定していなかった業務の追

加要請や緊急要請の対応などの追加予算の執行や業務の効率化による予算の減などが考え

られておりますが、現状に沿った予算につきましては、消費・安全局とも相談しながら、

今後調整をしていきたいと思っております。 

○沖総務課長 ご指摘のとおり違和感がございますので、直していくようにしたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○熊谷委員 お願いします。 

○中田調整班課長補佐 ほかございますでしょうか。ないようでしたら、全体を通して、

あるいは今後、業務等に関するアドバイスなどがございましたら、ご意見等をいただけれ

ばと思いますが。 

○熊谷委員 人件費がこちらの組織で一番大きくかかっている費用だと思うんですけれど

も、人件費の今後の計画といいますか、今うたわれているのは、給与水準を維持して何％

前期比という形ですけれども、将来的にアウトソーシングを進めたり、結構ＡＩなどによ

り自動化されて、研究する人の手がある程度機械に移行したときに、将来的には人件費を

減らしていくのか、それとも、今やるべきことがたくさんあり、まだできていない部分が

あるので、人件費は維持したまま、人も維持したままで、企業でいえば売り上げですけれ

ども、検査の対象を広げて有効性とか研究を進めていくとか、そういう人件費に関して将

来的な計画というのがあれば教えていただきたいと思います。 

○山口総務部長 給与水準につきましては、国家公務員の給与を参酌するとともに、役職

員の給与のあり方、またその妥当性について検証はしているところでございます。 

 なお、人件費の削減における具体的な計画につきましては資料１の71ページの主な評価

指標の定量的指標のところに明記してございますように、人件費につきましては平成29年

度予算額以下、対前年度以下として指標を示しているところでございまして、今後も業務

の見直し及びまた効率化を推進し、人員構成の妥当性につきましても検証することによっ
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て、人件費の削減に努めることとしているところでございます。 

○熊谷委員 ありがとうございました。 

○中田調整班課長補佐 ほかにございますか。鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 いくつか質問させてもらってもよろしいですか。 

 主務大臣評定がＣの小項目で、管理職への女性登用についてです。実は我々大学でも大

変苦労していますが、教員の場合は途中から採用してくればいいわけです。なので、何と

か対応、努力していますが、事務方の管理職についてはなかなか大変だと思います。私の

質問は、「女性の管理職の割合はすぐには上げられないと考えられる。その場合、少し時

間がたてば次の候補の人がちゃんといるのかということを把握していて、そういう人を管

理職に登用できるよう配慮がされているかどうか。それでないと、ずっとこういう状況は

続くのでは」ということです。そのあたりはいかがでしょうか。 

○山口総務部長 まず、状況を先に説明させていただきます。 

 小項目がＣ評価になった管理職への女性の登用につきましては、管理職の女性割合は、

平成29年度には7.1％と、目標の6.9％以上を達成したところでございますが、部長相当職

の３名につきましては、農林水産省からの人事交流者でありましたので、人事異動によっ

て平成30年度では目標を達成できなかったというところであります。 

 つきましては、農林水産省と人事交流による女性管理職員の増減はありますけれども、

外的要因に左右されないＦＡＭＩＣの女性プロパー職員の新たな管理職への登用が必須で

あるため、今後、管理職の人事異動や定年退職者の状況を見きわめつつ、管理職への登用

対象者を把握するとともに、計画的に研修を通じた管理職登用への意識改革を推進して、

管理職への女性登用に取り組むこととしているところでございます。 

 今、鈴木委員がおっしゃられたとおり、女性登用の促進につきましては、現時点で短期

で改善するというのは非常に難しい面もありますので、長期的な観点から、今後の管理職

登用に向けて土台づくりが重要であると認識しておりますので、引き続き人事院が主体の

女性登用候補者層を拡大することを目的とした研修及びセミナーに積極的に参加を促した

り、管理職への登用に向けた意識啓発の取り組みにも努めることとしているところでござ

います。 

 また、女性の採用、登用の状況でございますけれども、今、採用状況というのは、非常

に女性職員の割合が高くなっております。また、中堅層についてもそれなりの女性候補者

がたくさんおりますので、今言ったような取り組みを進めていく上で、少しでも早い時期
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に、目標の達成に向け、女性職員の管理職への登用を図っていければと思っているところ

でございます。 

○鈴木委員 もう１点よろしいでしょうか。この評価の委員をやらせていただいて、昨年

度のＦＡＭＩＣの業務実績の全体評定がＢという評価は、安定感があっていいのかなとい

う思いと、このセンターの職務や使命から考えたら、Ｂというのは、よい評価をいただい

ているということなのではないかなと思うんですよね。常に上向きに向上していかなくて

はならない組織と、安定的に仕事をしなくてはならない組織とあろうかと思いますので、

このＢというのは実質的な評価としてはＡなのではないかという見方をしているところで

す。そこで１つ質問がございまして、自己評価でＢ、しかし農林水産省の評価でＡになっ

ている項目が何点かございますよね。それは、所定の自己評価の手法でやろうとするとＢ

と書かざるを得ないけれども、特徴であったり、その業務の特殊性を考慮すると、やはり

Ａだろうということになったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○森山企画調整部長 今のご質問は中項目の評定についてということでしょうか。 

○鈴木委員 「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」

の中項目で２つありましたよね。農薬関係業務では法人自己評価Ｂが主務大臣の評価で

はＡになっていますし、飼料及び飼料添加物関係業務もＢがＡになっています。そうい

うところというのは、法人みずからはルールに従ってＢと評定を下さざるを得なかった

けれども、特殊性があるというでしょうか。 

○沖総務課長 いただいたこの情報を使う農林水産省側といたしましては、やはり非常に

助かったというところでございまして、情報の提供者であるＦＡＭＩＣとすると、そこら

辺は評価しづらいんだと思うんですけれども、いただいた情報を使う側とすると、期待以

上のものをいただいたということでＡと評価をいたしました。 

○鈴木委員 わかりました。 

○木内理事長 自己評価をする中で、ＦＡＭＩＣの中でも、そこに至る経過をいろいろと

考えて、特段のいろんな創意工夫とかがあったら、少し引き上げております。ですから、

ＦＡＭＩＣの自己評価の中でも、もともとは第１段階ではＢだったものを、いろいろよく

背景を調べてみると、これはＡでいいんじゃないかというようなところで、引き上げてい

るところはございます。 

 その上で、農薬については、これぐらいで普通だろうというふうに、ＦＡＭＩＣの中で

はＢと判断したところですけれども、農林水産省のほうで、受けたインパクトが非常に大
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きかったということで、Ａに引き上げていただいたということであります。 

○安岡農産安全管理課長 ちょっと補足させていただきます。農薬の担当をしています安

岡でございます。 

鈴木委員がおっしゃるとおりで、もともとＦＡＭＩＣの評価は、全ての項目を数的に単

純に計算してＡかＢかということになっているので、それぞれの項目のインパクトみたい

なものはほとんど評価されていない形になっているということです。単純計算すると、こ

の場合はＢだということになりました。農薬は法改正をして、その中でも非常に難しいの

が今回評価した蜜蜂や農薬の使用者への影響評価の方法の検討です。こういうところの評

価をどうするかということを考えた際、そこで非常に大きく貢献していただいた。非常に

政策的にもインパクトのある話なので、これらのトータルで見させていただいて、今こう

いうときにＡにしなければいつＡにするんだろうというところもあって、農林水産省の評

価としてＡにさせていただいたという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。 

○鈴木委員 はい。どうもありがとうございました。 

○中田調整班課長補佐 ほかございませんでしょうか。ないようでしたら、今、評価書に

つきましては、現状、案として伝えさせていただいたところでございますが、本日、委員

の方からいただいた意見等を踏まえて追記等をさせていただく部分もございますので、そ

の点はご了承いただければと思います。 

 以上で、本日予定しておりました議事のほう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開することといたしておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  

 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といたします。 

 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、本当にありがとうござ

いました。 

午後３時５６分 閉会 


