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第６回農林水産消費安全技術センター部会 

 

日時：令和２年７月１６日（木） 

会場：農林水産省消費・安全局第１会議室 

時間：１３：３０～１６：０５ 

出席者：別紙参照 

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 令和元年度業務実績の評価について 

  （２） 平成２７年度～令和元年度の業務運営効率化に関する評価について 

  （３） その他 

 ３．閉  会 
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午後１時３０分 開会 

○大西課長補佐 それでは、皆様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いたします。 

 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大西でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様にはお忙しい中、農林水産省独立行政法人評価有識者会議に御出席いただき

まして、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名の方のうち直接こ

ちらにお越しいただいた２名の方、そして、ウェブで参加の３名の方の５名で開催させて

いただきたいと思います。ウェブで参加予定でした熊谷委員は、ちょっと所用で今席を外

されているということですので、戻り次第参加いただけるということですので、もしかし

たら用事によっては参加できなくなる可能性もありますので、その場合は御容赦いただき

たいと思います。 

 それでは、まず委員の方の紹介をさせていただきます。今回ウェブで御参加いただきま

す秋田県立大学名誉教授の金田吉弘委員です。 

○金田委員 よろしくお願いいたします。金田です。 

○大西課長補佐 同じくウェブで参加いただきます熊谷委員の方は先ほど御紹介したとお

り、ちょっと所用で席を外されておりますので、戻り次第紹介させていただきます。 

○大西課長補佐 今回こちらの方に直接お越しいただきました東京農業大学応用生物科学

部栄養科学科教授の小西良子委員です。 

○小西委員 小西でございます。よろしくお願いいたします。 

○大西課長補佐 今回ウェブでの参加を頂きます静岡県立農林環境専門職大学学長の鈴木

滋彦委員です。 

○鈴木委員 鈴木でございます。この４月１日に開学した農林系の専門職大学です。よろ

しくお願いいたします。 

○大西課長補佐 続きまして、今回こちらの方にお越しいただいております東京農工大学

大学院生物システム応用化学府教授の豊田剛己委員です。 

○豊田委員 豊田です。よろしくお願いいたします。 

○大西課長補佐 後に今回ウェブの方で参加いただきます情報通信消費者ネットワーク

代表の長田三紀委員です。 

○長田委員 長田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○大西課長補佐 それでは、議事に入ります前に当課課長の沖より御挨拶を申し上げます。 

○沖総務課長 消費・安全局総務課長の沖でございます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中、本日の会合に御出席を頂きまして誠にありがとうご

ざいます。また、新型コロナウイルスの感染が続いております中、３名の委員の方々には

リモートで出席をしていただいております。音声が聞き取りづらいなどあるかも分かりま

せんが、御理解いただけますようにお願い申し上げます。 

 本日はＦＡＭＩＣ（注：独立行政法人農林水産消費安全技術センターのコミュニケーシ

ョンネーム。以下同じ。）の令和元年度の実績評価につきまして御議論を頂くこととなっ

ております。ＦＡＭＩＣが業務の質を高めていくためには、その実績を正しく評価してい

ただいて、よい点を伸ばしながら悪い点を着実に改善していくということが極めて大事だ

と認識しております。そのためには、本日お集まりを頂きました皆様からの専門的な観点

からの御意見が極めて大事だと思っております。是非忌憚のない御意見をお聞かせいただ

けますようよろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますけれども、私からの御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。 

○大西課長補佐 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

より御挨拶を頂きたいと思います。木内理事長、お願いします。 

○木内理事長 木内でございます。このたび私どもの業務実績などに関して説明できる場

を設けていただきまして、本当にありがとうございます。 

 御存じのとおりＦＡＭＩＣは検査とか分析などの技術力や、立入検査の現場対応力など

を行政に直接反映する、直接生かすという行政執行法人として５年間活動してまいりまし

た。この技術力などの維持・向上は当然でございますけれども、 近は農薬や食品表示な

ど新しくスタートする施策に確実に対応するために、職員の更なる能力向上などにも取り

組んでおります。 

 また、設備の老朽化、分析方法とか分析機器の進化が進んでおりまして、それに加えて

情報化やセキュリティ強化への対応として、財務の面で経営のかじ取りというのがだんだ

ん厳しくなっているところもございます。このあたりは試行錯誤を続けながらやっていま

す。 

 このような中で、去年、令和元年度の業務実績につきましては女性管理職の割合につい

て前年度に引き続いて目標を達成できなかったところですが、全体としましては、事業計
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画に基づいて業務を確実に実施したと私どもは考えまして、自己評価はＢとさせていただ

きました。これらの業務実績の中には、農林水産本省の法案作成や、輸出政策への貢献な

どといった個々の指標には直接現れない取組もありまして、本日の評価に当たっては幅広

い視点から御示唆を頂ければありがたいと思っております。今日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります前に、今般ＦＡＭＩＣの総合評価の具体的な評価方法につい

て見直しを行っておりまして、今回の評価からその見直しを適用させております。その見

直しについて当課課長の沖より説明させていただきます。沖課長、よろしくお願いします。 

○沖総務課長 毎年の有識者会議におきましては、ＦＡＭＩＣの業務実績だけではなく評

価の在り方についても先生方から御意見を頂いてまいりました。具体的に申しますと、中

身を評価しないで数字だけで技術者を評価するというやり方では、それはたまらないとい

う御意見ですとか、あるいは業務の実施過程で法人が努力、工夫した内容を加味して評価

にメリハリをつけるべきといった御意見をこれまで頂いてまいりました。 

 このような御意見を踏まえまして、私どもといたしましても毎年の評価の際にＦＡＭＩ

Ｃの努力、工夫への評価、これを反映させるように意識して取り組んできたところでござ

いますが、今般このようなことをきちんと文字で明らかにするという観点から農水省で定

めております評価の方法を定める通知の改正を行いました。本日、その内容についてまず

簡単に御説明をさせていただきます。 

 お手元の資料に参考３Ｂというのがございますので、そちらを御覧いただけますでしょ

うか。 

 参考３Ｂでございます。こちらが農水省で定めておりますＦＡＭＩＣの評価の方法につ

いての規定でございます。改正部分を赤訂しておりますので、それを少し御覧いただきた

いと思いますけれども、１ページ目の２の（１）、この小項目の評定方法ということを書

いております部分の柱書きで、小項目の評定に当たっては、赤字ですけれども、重要度、

困難度、これらにも配慮するということをまず書いております。 

 その上で次のページ、２ページを御覧いただきたいと思いますけれども、２ページ下の

方、中項目の評定方法というところでそれぞれＡＢＣＤに点数をつけた上で、そのほかに

重要度、困難度等特筆すべき事項にも配慮して評点をつけるということを明記してござい

ます。これらを書くことによりまして、重要度、困難度の高い業務での努力、工夫、こう
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いうものに対して単に点数、機械的に目標としてお願いをしている数字を満たしたという

だけから出る点数だけではなくて、実際に行っていただいた業務の重要度、困難度、それ

らの高い業務での実績、これらを反映させた評語ということをつけていくことができると

いうことが明らかにできたというふうに考えてございます。これまで頂いておりました御

意見を文字でも明記したということでございます。 

 同時にもう一点変更しておりますので、そちらも紹介をさせていただきます。５ページ

を御覧いただけますでしょうか。 

 ５ページの表でございます。ＦＡＭＩＣの業績評価に当たりまして、 終的に全体とし

ての総合評定を行いますが、その総合評定の際には、これまでこの表に出ております20の

中項目についてそれぞれ点数をつけまして、その合計を基に評語をつけてまいりました。

その際、一番右の改正前というところにございますけれども、この20の項目を全て１、同

じ重さで評価をいたしまして、各項目の点数を単純に合計して、それでもって総合的な評

定をするということを行ってまいりました。 

 その結果、１番、青色で色を塗っていますが、業務部分に係る評価の重みが35％、それ

から、黄色で塗っていますが、間接部門、人事ですとか財務ですとか、そういう部分での

評価の重みが65％ということになっていまして、これですと、肥料、農薬、飼料、表示、

ＪＡＳといったＦＡＭＩＣの設立目的そのものの業務で努力、工夫をしていただきまして、

ここで高い点を取ったとしても総合評定の際には非常に影響度が低いということになって

しまいます。これはいかがなものかということで、総合評定における業務部門の総体的な

ウエート、これを高めることとしたものです。 

 実際これから御議論いただきます資料１がございますけれども、この中で業務部門のペ

ージ数というのは全体の７割強を占めております。その７割強の中身に対して配点35％と

いうことで、やはり不均衡を実感いただけるのではないかと思います。 

 具体的な見直しとしましては、間接部門にございますⅡ、Ⅲ、Ⅳ、それぞれについてウ

エートを１にするということで改正を行いまして、結果的に業務部門の評価のウエートを

70％、間接部門のウエートを30％と見直しをしたところです。今後このような見直しを行

うことで、肥料、農薬、飼料といった、この１から７に書いてありますような業務分野で

のＦＡＭＩＣにおける創意工夫を生かした前向きな取組、これを後押ししていきたいと考

えているところです。 

 見直しにつきましては、以上でございます。 
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○大西課長補佐 ありがとうございます。 

それでは、早速議事の方に入りたいと思います。 

 議事次第の（１）令和元年度業務実績の評価について及び（２）平成27年度～令和元年

度の業務運営効率化に関する評価についてです。そのうちまずは令和元年度業務実績の評

価から進めたいと思います。 

 本日の進め方ですが、まずはＦＡＭＩＣより令和元年度の業務実績及び自己評価につい

て説明していただき、その後、農林水産省の方から評価案の説明をさせていただきたいと

思います。説明に当たりましては、 初の資料１の４ページにある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から、まずは肥料及び土壌改良資材関

係業務、それと農薬関係業務、そして、飼料及び飼料添加物関係業務の３つの業務につい

てまずは説明の方をお願いしたいと思います。 

 また、今回は新型コロナ対策の関係で会議室に参集する人の数を絞るという観点から、

なるべく説明時間も短くしたいと考えております。ですので、今回はＳ、Ａ及びＣ評価の

ものを重点的に説明していただき、要点のみでお願いします。 

 それでは、ＦＡＭＩＣの方から業務実績及び自己評価の説明をお願いします。 

○田村企画調整部長 ＦＡＭＩＣ企画調整部長の田村と申します。どうぞよろしくお願い

します。 

 私の方からＦＡＭＩＣの業務実績と自己評価について御説明させていただきます。今ほ

ど司会からもございましたが、時間の制約がございますので、いわゆる所期の目標を達成

したというＢ評価の御説明は割愛し、Ａ評価、Ｓ評価、後ほどＣ評価もありますが、その

Ａ、Ｓ、Ｃに限定して御説明させていただきます。 

 関係資料は、資料１、それから、左肩に机上配付資料と書かれた「業務実績評価（自己

評価）におけるプロセス評価等を行った業務の概要」が配付されているかと思いますが、

主に机上配付資料としてお配りしているポンチ絵の方を使って御説明させていただきます。 

 それでは、早速ですが、そのプロセス評価の資料の表紙をめくっていただき、１番と２

番ということで②登録関係業務、③肥料の立入検査等業務と書かれているかと思います。

これは肥料及び土壌改良資材に関する業務、特に肥料関係業務の方でございますけれども、

肥料取締法に基づきましてＦＡＭＩＣでは肥料の登録申請があった場合の調査、それから、

事業所への立入検査をやっています。それぞれ職員は勉強して、努力していますが、事業

者側の方から見ると、担当者によって指摘の事項が少し違うのでは、ぶれがあるのでは、
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そういった御指摘を頂いている部分もございます。また、経験豊富な職員も減少していま

して、登録審査あるいは立入検査の担当者向けの資料を整備したということでございます。 

 ポンチ絵の中央に取組の内容がございますが、肥料登録業務では原材料のリストですと

か、あるいは担当者向けたＱ＆Ａ、手引、それから申請者向けにも申請者向けの手引とい

うのを作成しています。また、立入検査につきましては、立入検査の結果を書く標準的な

記録書の記載例ですとか、過去の記録を検査項目ごとに整理してデータベース化したもの

を作成しております。これによって若手の担当者のスキル向上ですとか、あるいは担当者

間、地域センター間で業務の運用が統一化されたことで、ＦＡＭＩＣに対する事業者の信

頼性の向上や事業者の制度理解が進んだものと考えています。こうしたことから登録関係

業務と肥料の立入検査業務は自己評価でＡ評価とさせていただいています。 

 次でございます。３番として調査研究業務が書かれています。 

 これは肥料の調査研究業務でして、背景・課題のところに書いてございますが、肥料の

分析につきましては、1992年の肥料分析法、当時の農業環境技術研究所が作成したもので

すが、これを公定法として分析を実施しているわけですけれども、これは1992年以降改訂

されていないということで、当然だんだん古くなってきます。新規に追加された肥料成分

の試験法が未追加ですとか、事業者から要望のある迅速・高性能な 新の分析機器を用い

た試験法が未掲載であるとか、国際的な評価ガイドラインで示されている試験法の能力評

価が未実施であるとか、そういった課題があります。 

 一方、ＦＡＭＩＣでは、肥料等試験法という名称で2008年から肥料分析法の足りない部

分を補完する形で毎年更新して公表しています。これにより、肥料分析法で不足する部分

を補完していたわけですが、このたび令和２年４月をもって肥料等試験法が肥料分析法に

代わりまして、新たに農水省の告示によって公定法に位置づけられたということで、これ

は私どもとしてはかなり大きな成果ではないかということでＳ評価とさせていただいてい

ます。 

 肥料関係については以上です。 

 資料１の順番では、次は農薬関係業務ですけれども、農薬関係業務は全てＢ評価という

ことですので、ここでの説明は省略させていただきます。 

 次に、飼料及び飼料添加物関係業務です。 

 ポンチ絵の方の４番を御覧いただければと思いますが、飼料等の立入検査業務です。こ

こは一言で申し上げますと、立入検査をより合理的・効率的なものに改善したということ



 - 8 -

です。背景・課題のところにありますが、飼料につきましては、飼料安全法に基づきまし

て有害物質の混入等をはじめとする不適切な飼料が流通しないように製造事業場に対して

立入検査を実施しているところです。また、さらに平成27年からは製造・品質管理を通じ

て事業場自らが工程管理するというＧＭＰガイドラインを導入して推進しているところで

す。ＦＡＭＩＣはＧＭＰガイドラインに沿った製造や品質管理がなされているかというこ

とを事業者からの申請に応じて適合確認の調査もやっているところです。 

 ただ、事業者側から見ますと、立入検査とＧＭＰガイドラインで二重のリスク管理に対

応しないといけないということで負担感が増加してきているということ、あるいはＧＭＰ

を未取得の事業場の方がむしろ楽なんじゃないかといった不公平感があるということ、ま

た、ＦＡＭＩＣ側から見ますと、ＧＭＰ適合確認の増加ということで業務量が増えている

といったことが課題でした。 

 それで、取組の内容の欄に書いてありますけれども、各製造事業場につきましてＧＭＰ

適合確認の有無あるいは各ハザードのリスク程度を３段階：高度、中度、低度という形で

整理いたしまして、リスクの程度ごとに立入検査の頻度を整理したということです。例え

ばリスクが高度な場合は毎年、中等度な場合は３年に１回、低度な場合は適宜という形で

立入検査の見直し案を農林水産省に御提出させていただいたことです。 

 それを踏まえ、農林水産省の方でも見直し案を踏まえて、令和２年度の立入検査実施方

針を策定していただき、リスクに応じたメリハリをつけた形での実施方針を作成したこと

によりましてリスクの程度に応じた効率的・効果的な検査が行われるとともに、ＧＭＰ適

合確認の業務が増加していますが、それへの対応ですとか、あるいはＣＳＦ、ＡＳＦとい

った新たなリスクに対する検査対応も可能になってきているということでして、自己評価

としてはＡ評価とさせていただいています。 

 私の方からは以上でございます。 

○大西課長補佐 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 まず、肥料及び土壌改良資材関係業務でございます。 

 今御説明のありましたとおり、ＦＡＭＩＣの自己評価としてＳが１点、それからＡが２

点ということを評価いただいています。私どもとしましても、こちらの資料にありますと

おり、あるいは今御説明を頂いたとおり様々な創意工夫を行っていただいていますので、

これらはＳあるいはＡとして評価すべきものと解しています。 
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 加えまして、資料１の12ページにございますけれども、私どもＦＡＭＩＣの実績を聞か

せていただきまして、12ページにございます⑥のオのところ、農林水産省からの要請によ

る調査につきましてもＦＡＭＩＣの自己評価はＢですが、内容を伺いますと、私どもが進

めております重要施策である肥料の制度改正への大きな貢献ということが認められますの

で、ここはＡと評価をしたいと考えています。 

 その結果、小項目につきましてＡが１つ増えたということになりますが、残念ながらそ

の合計点は33点で全体評定をＡにするためには33.6点必要だったということで、残念なが

ら総合的な評価につきましてはＢを維持するということになると思っております。 

 続きまして、１の２番目になります農薬関係業務についての評価です。 

 農薬関係の業務につきましては、ＦＡＭＩＣの方からは特別の工夫、努力をした点とい

うアピールはございませんでした。14項目全てＢということで自己評価がございました。

私どもはそれを見せていただきまして、１点、20ページでございますけれども、新しい制

度である農薬の再評価に向けた準備の部分につきまして生物農薬に関するデータ要求の見

直しといったテストガイドラインの作成に向けた検討を進めるなど、中期的な課題にも対

応していただいているということで、これにつきましてはＢというよりも、より期待水準

を上回っているということでＡと評価すべきではないかと考えています。 

 結果といたしまして、ＦＡＭＩＣの自己評価よりもＡが１個増えるということになりま

すけれども、合計点を見ますとＡに上がるだけの点数にはならなかったので、ＦＡＭＩＣ

の自己評価と同じく私どもの評価もＢとすべきものと考えています。 

 もう一個あります。１の３つ目になりますけれども、飼料及び飼料添加物関係業務につ

いてです。 

 御説明のありましたとおり、１点について創意工夫をしてきたというアピールがござい

まして、おっしゃるとおりだと考えていますので、これについては私どももＡと考えてお

ります。その結果、点数を足しますと、基準に従うとＢということになります。これにつ

いてもＦＡＭＩＣと同じように私どもは考えますので、飼料及び飼料添加物関係業務につ

きましての中項目の評定はＢと考えてございます。 

 まず、農水省案は以上でございます。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

この後、肥料・土壌改良資材、農薬、それから、飼料及び飼料添加物について御意見、

御質問等をお伺いしたいのですが、今回、ウェブで参加されている方が一斉に発言される
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と、どなたが発言されたかがこちらの方では分からないものですから、もしウェブで参加

されている方で御質問、御意見等がある場合はチャット機能を使って名前と質問がありま

すというような感じで打っていただければ、私の方から順番に指名させていただきます。 

 まず、肥料及び土壌改良資材、農薬関係、それから、飼料及び飼料添加物関係業務につ

いて、事前に皆様から意見をお伺いして、当日配付資料として皆さんの机の上に頂いた意

見をまとめております。その中で金田委員から事前に御質問を頂いております。 

 この中で金田委員の方から「肥料の技術的助言を行った後、実際に改善されたかどうか

の検証を行っているか」について、それから「自己適合宣言についての説明をお願いしま

す」という御質問を頂いておりますので、まずは皆さんに意見を聞く前に事前に頂いたこ

の２点についてＦＡＭＩＣの方から説明の方をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○田村企画調整部長 それでは、金田委員から事前に御質問いただいたものについてお答

えします。 

 質問の１つが肥料に関して改善を要する事項が認められた事業所に対して技術的に助言

を行っているが、実際に改善されたかどうかの検証は実施するのかということでございま

す。 

 これにつきましては、肥料の立入検査によって改善を要する事項が認められた46事業所

に対しまして技術的な助言を行ってから一定期間を置いた後、再度立入検査を実施して改

善状況を実地で確認しているという状況でございます。 

 それから、２点目、ＩＳＯ／ＩＥＣ17025の自己適合宣言についての説明でございます。

ＩＳＯ／ＩＥＣ17025は、分析などを行う試験所及び計測器の校正業務を行う校正機関の

能力に関する要求事項をＩＳＯで定めている国際規格です。通常は認定機関によってＩＳ

Ｏの認証なり認定を頂くということだと思いますが、ここで言っております自己適合宣言

は第三者による認定ということではなくて、名前のとおり自ら適合していると宣言すると

いうことですが、組織体制や規程、手順書の作成等々そういったことがＩＳＯ／ＩＥＣ

17025の規格で示されている要求事項を満たしているということを、内部監査等を通じま

して自ら確認して、その規格への適合性を宣言するというものです。 

 この自己適合宣言の件につきましては、ＩＳＯ／ＩＥＣ17050-1という自己適合宣言を

する際の一般要求事項を定めた国際規格がございまして、それに基づいて実施しているも

のです。 
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 肥料部門につきましては、普通肥料の公定規格に定める有害成分につきまして、特に肥

料の重金属の分析試験についてＩＳＯ17025に係る自己適合宣言を実施したというところ

でございます。 

○大西課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、関連しても構いませんし、その他の御意見、御質問等がありましたらよろし

くお願いします。会場にいる先生は発言していただければ。 

○小西委員 非常に基本的なところで申し訳ないですが、このポンチ絵を使ったときの１

と２の登録関係業務で③の肥料の立入検査というものと、それから、４番目の飼料等の立

入検査というのは全く独立してやっていらっしゃると考えてよろしいですか。 

○田村企画調整部長 肥料の登録や立入検査業務は肥料取締法という法律に基づいて実施

しておりまして、飼料の立入検査は飼料安全法という別の法律に基づいて実施しているも

のです。 

○小西委員 ありがとうございます。 

○豊田委員 ２点お聞きしたいのですが、まずポンチ絵の方の１と２の方で、一番右側の

成果・効果というところにＦＡＭＩＣに対する事業者からの信頼性向上については、これ

は、具体的にどのようにデータを取られたのかというのが１点と、もう一つ、その次のペ

ージの３番の調査研究業務で令和２年４月に肥料等試験法を新たな公定法ということであ

りますが、僕は土壌肥料の研究者ですが、これの基となった技術的なものというのは、何

か学会で発表、又は論文に投稿されるなどしているのでしょうか。２点お伺いさせてくだ

さい。 

○田村企画調整部長 １点目のご質問はＦＡＭＩＣに対する事業者からの信頼性向上につ

いて何かデータはあるか、ということかと思います。それは特段何かデータがあるわけで

はないですが、この取組はもともと昨年度農水省の方でＦＡＭＩＣの仕事の運用について、

アンケートを事業所に取っておりまして、そこで若干、担当者あるいは本部と地域センタ

ーによって多少指摘事項などにぶれがあるのでは、というご指摘を幾つかの事業者さんか

ら頂いたということで、それに対応して今回こういう取組をやったということでございま

す。担当者用の資料もきちんと整備しましたので、今後はそれによって更に事業者からも

信頼いただけるのではないかという趣旨で書かせていただいています。 

 肥料等試験法に収載している試験方法に係る研究成果の一部については、今後学会発表

等を行う予定です。 
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○豊田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○大西課長補佐 ウェブで参加の方、御質問、御意見等はよろしいでしょうか。 

 すみません。熊谷委員が所用の方を終わられて今戻りましたので、まず熊谷委員を御紹

介させていただきます。 

 熊谷委員は昨年度に引き続いて今年も委員を務めていただいています。ウェブで参加し

ていただいています、熊谷公認会計士事務所所長の熊谷麻貴子委員です。よろしくお願い

します。 

○熊谷委員 よろしくお願いします。遅れまして、申し訳ございませんでした。 

○大西課長補佐 熊谷先生、今は１番目の議題のⅠの中で肥料及び土壌改良資材、そして、

農薬関係、飼料及び飼料添加物関係の実績評価について今皆さんの御意見を聞いている状

況です。もし質問等ございましたらチャットの方で入力いただければ、私の方から順番に

御指名させていただきます。ウェブでの参加の方、質問等あれば入力の方をよろしくお願

いします。 

 それでは、追加の御質問、御意見等がないようですので、これで肥料及び土壌改良資材

関係業務、農薬関係業務、飼料及び飼料添加物関係業務の実績評価についての議論をこれ

で終了したいと思います。 

 続きまして、食品表示の監視に関する業務からその他の業務までを審議していただきた

いと思いますけれども、先ほど申しましたとおり会議室の人数を制限するという関係で、

農水省の方の担当者をこれから入替えさせていただきます。入替えの間、担当者が替わり

ますので、しばらく御容赦いただいてお時間を頂きたいと思います。 

（説明者入替え） 

○大西課長補佐 お待たせしました。すみません、これもコロナ対策ということで御理解

を頂ければと思います。 

 入替えの方が終了しましたので、引き続いて議事の方を進めます。 

 続きまして、食品表示の監視に関する業務、日本農林規格等に関する業務、食品の安全

性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務、そして、その他業務について

の評価について議論を進めます。まずはＦＡＭＩＣの方から業務実績及び自己評価の方に

ついて説明の方をお願いします。 

○田村企画調整部長 それでは、引き続きまして私の方から説明をさせていただきます。 

 次に、食品表示の監視に関する業務です。ポンチ絵の方の５番目をお開きいただければ
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と思います。 

 まず、食品表示法に基づく立入検査等業務です。これは「食品表示検査の目のつけどこ

ろ」というものを作っているという内容ですけれども、食品の表示の立入検査は様々な品

目に対応しないといけませんが、食品の製造工程で偽装とかミスが起こりやすいポイント、

それから、その確認・チェック方法を記した食品表示検査の目のつけどころというものを

平成30年度から作っています。平成30年度は基礎編ということで14品目ほど作りまして、

令和元年度に何をしたかといいますと、基礎編の方は本当にポイントだけの整理ですので、

より立入検査の現場で実践向きになるように実践編というものを８品目について作ったと

いうことです。さらにまた、令和元年度においては基礎編についても８品目の拡充を行っ

ています。これらによりまして、経験豊富な職員がだんだん減少していく中で若い職員も

含めて目のつけどころを使って製造業者の立入検査に入った際に、その真偽の判断を的確

に実施できるようにするということで、検査職員の検査技術のレベルアップ、疑義解明率

の向上に資するものと考えています。 

 次に、６番ということで食品表示の科学的検査業務です。 

 これは食品の表示が正しいかどうか科学分析をやっているわけですが、ブリとマダイの

天然・養殖の判別ということをやっていまして、これは脂肪酸を測定して分析しています。

ただ、従来のやり方では分析工程が複雑で時間がかかる、あるいは多量の有機溶媒を使用

しないといけないという難点がございました。これにつきましては、ＦＡＭＩＣの地域セ

ンターの一つである仙台センターがイクラで使っている分析方法を使えるのではないかと

気がつきまして、仙台センター独自に予備試験を実施して、ある程度見通しをつけた上で

本部に本格的な改良提案をしたものです。 

 その結果、成果・効果の欄にありますように、分析時間は分析日数を半減、１回の処理

点数は倍増、有機溶媒使用量の大幅な削減、16分の１ぐらいに削減ということで検査の大

幅効率化、環境負荷の低減という成果を上げたということです。加えて、これは地域セン

ターの発意で彼らが独自に発想してやったということも加味しまして、Ｓ評価ということ

にさせていただいています。 

 次に、７番ですけれども、食品表示の監視に関する調査研究業務です。 

 この調査研究業務につきましては、業務の評価ランクづけの際にこの業績評価と同じよ

うなやり方を使っています。具体的には、業績評価では小項目のそれぞれの評価ランクを

一定の計算式を用いまして中項目の評価ランクを出しているわけですけれども、調査研究
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業務につきましては、一つ一つの調査研究課題を小項目と見立てて、その外部有識者によ

る研究評価委員会での個々の調査研究課題に対する評価結果を業績評価と同じ式で積み上

げて、調査研究業務の評価を出しております。その結果、この調査研究業務についてはＡ

評価になったということです。 

 ただ、１つだけ事例を御紹介させていただきますと、例１ということでシジミ・アサリ

の原産地判別への画像解析技術の導入ということで書いています。シジミ・アサリの原産

地判別は通常ＤＮＡを分析してやっているわけですが、これはコストと時間がかかるとい

うことで、画像解析によって、ＡＩを使ったディープラーニングによって貝殻の写真から

判別できるのではないかと。確定的なことまでは言えないにしても、スクリーニング検査

には十分使えるのではないかということで、全く初めての取組ですけれども、そうした手

法にチャレンジしたところ一定の成果を出したということで、この課題については研究評

価委員会の方でもＳ評価を頂いたところでございます。 

次に、８番の有機の同等性協議に関する業務については説明を省略させていただきたい

と思います。 

 次に、ページをまた開いていただきまして、９番を御覧いただければと思います。 

 国際規格に関する業務ということで、日本農林規格、いわゆるＪＡＳに関する業務でご

ざいます。ＪＡＳにつきましては、現在ＪＡＳの国際化というところを一生懸命進めてい

るというところでございます。そのためにはやはり外国の御理解を頂かないといけないと

いうことで、このポンチ絵にありますように青色とピンクのところがあり、青の方ではＪ

ＡＳの国際標準化ということで、ＩＳＯのＴＣ34、これは食品を扱っております専門委員

会でございますけれども、ＴＣ34のワーキンググループの会合に有識者とともに出席して、

関係者と友好関係を構築しているとか、あるいは国内作業グループで規格の素案、現在は、

生鮮食品の機能性成分に関する試験方法について検討していますが、その規格の素案をつ

くる、あるいは国際的なジャーナルに投稿して掲載される、あるいはＦＡＭＩＣが国際作

業グループのプロジェクトリーダーとして活動するといったような取組もしているという

ことでございます。 

 また、右の方はＪＡＳの海外への普及ということで、海外技術協力によりましてシンガ

ポールあるいはタイ、ベトナムでの試験方法のＪＡＳの講義又は分析実習を通じて試験方

法のＪＡＳを普及したということでございます。また、国際会議などに出席した人で終わ

りにせず、そういう人たちが今度はまた講師となってＦＡＭＩＣの中でウェブも利用して、
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各地域センターの職員にも知見を共有しました。こうした様々な取組をしたということで

Ａ評価とさせていただいております。 

 次に、10番の輸出促進法に関する業務については説明を省略させていただきます。 

 次に、11番を御覧ください。これはその他の業務の中の情報提供業務ということで、講

習会の開催です。近年、世界の主要な食品安全マネジメントシステムにどんどん食品表示

の偽装防止に関する要求事項が入ってきています。そういった状況も踏まえまして、ＦＡ

ＭＩＣでも平成30年度に全国２か所で試験的に表示偽装の防止に関する講習会を開いたと

ころ、非常にお客さんの集まりもよくて関心も高かったということで、令和元年度につき

ましては全国７か所、本部や各地域センターのある全ての場所に拡大してやろうとしたと

ころでございます。残念ながらコロナの感染拡大がございまして、７か所のうち２か所は

中止を余儀なくされたわけでございますが、この令和元年度の講習会に当たりましては、

まず内容を変えて、より簡易な分かりやすい表現にする、ですとか、関係課や地域センタ

ーの意見を反映して改善する、ですとか、あるいは講師につきましても、講師用の解説文

をきちんと作って入念な予行練習を行ったところです。あるいは本部と地域センターで

様々なＰＲを行ったということで、５か所で合計255名の御参加を頂きまして、評価も５段

階評価で4.1という高い評価を頂いたということです。 

 こういったことを通じて、事業者の食品偽装防止の取組を支援、あるいは食品表示の適

正化の実現への貢献、参加者増による自己収入の増といったような貢献ができたというこ

とで、Ａ評価とさせていただいたところです。 

 あと、先ほど説明を飛ばしましたが、その他の業務の前に有害物質の分析業務がござい

ましたが、これにつきましては全て自己評価がＢということで御説明の方を省略させてい

ただきました。時間の制約でかいつまんだ説明で恐縮でございます。 

○大西課長補佐 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、まず食品表示の監視に関する業務についてです。資料は36ペー

ジ以下になります。 

 この業務につきましては、先ほどＦＡＭＩＣから御説明ございましたが、１項目につい

てＳ、２項目についてＡ、したがって、全体として評定Ａという自己評価を頂いています。

私どもといたしましても、この「特筆事項等について」で書いてあります創意工夫の内容

について充実したものであると評価をしますので、同じようにＳ１、Ａ２、Ｂが３つとい
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うふうに評価をいたします。これを計算いたしますと、基準ではＡということになります

ので、こちらの項目はＡと評定をしたいと考えています。 

 続きまして、41ページ以降になりますけれども、日本農林規格等に関する業務です。 

 具体的な評価は42ページ以下にございます。ＪＡＳにつきましては先ほど御説明ござい

ましたが、１項目についてＡという自己評価を頂いています。こちらにつきましては、御

説明のとおり創意工夫が働いているということですので、私どももＡと考えてございます。 

 併せまして44ページ、積極的な国際規格等の調査に係る業務につきまして、私どもから

見ますと非常に優れた取組をしていただいていると思っています。と申しますのは、農林

水産物の輸出というのが農林水産省は当然ですが、政府全体で非常に大事なテーマとして

掲げられている中で、その輸出に非常に大きな貢献をし得る有機同等性の協議というもの

に積極的に参画を頂いて、かつ成果を出していただいたと伺っていますので、これにつき

ましては、やはり評定として自己評定では特にＡとつけられておらず、Ｂとなっておりま

したけれども、私どもといたしましては、これをＡと評価したいと考えております。 

 その結果、Ａが２項目、Ｂが８項目ということになりますので、ルールどおり計算をい

たしますと、22点となります。24点を超えませんとＡと評価はできませんが、やはり私ど

もといたしましては、政府全体で取り組んでいる輸出拡大、これに対して非常に大きな貢

献をしていただいたということをやはり積極的に評価すべきだと考えまして、私どもとい

たしましては、この中項目全体についてもＡと評価をしたいと考えております。 

 続きまして、３つ目ですけれども、資料の52ページ以降です。 

 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す。こちらにつ

いては残念ながら創意工夫を凝らしたという自己アピールはございませんでしたので、し

かしながら、やるべきことはきちっとやっていただいたということで、４項目についてＢ

と申請を頂いております。私どもとしても、この評価は妥当であると考えますので、４項

目Ｂということで全体としてもＦＡＭＩＣの自己評価と同様Ｂと評価したところでござい

ます。 

 後に、その他の業務ということで57ページ以降に整理してございます。 

 具体的な記述は58ページ以降にございますけれども、先ほど御紹介ございましたとおり

研修業務などで非常に創意工夫を凝らしていただいたということで、自己評価として１点

Ａを上げていただいております。私どもとしても、おっしゃるとおり研修事業については

非常に関係者からの評価も高く、充実した内容を、創意工夫を基にやっていただいている
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と思っておりますので、Ａ評価とすることが妥当であると感じています。 

 その結果、Ａ１、Ｂ８ということになりますので、全体といたしましては、ＦＡＭＩＣ

の自己評価と同様、私どももその他につきましては全体としてＢと評価すべきだと考えて

います。 

 以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございました。 

それでは、また皆さんから御意見、御質問を頂く前に、また当日配付資料として、事前

にお伺いした御質問、御意見で金田委員の方からその他業務の中で御意見としてFAMIC広

報誌「大きな目小さな目」に関して御意見を頂いています。「大変充実しており、高校生

や農学系大学などの学生にとってわかりやすい解説で興味を喚起し、講義などにも利用で

きます。是非多彩な場でＰＲしていただきたい。」という意見を頂いていますので、ＦＡ

ＭＩＣにおかれては是非適切に対応していただければと思っています。 

 また、何かこの広報誌の関係で追加があれば。                        

○田村企画調整部長 長田先生から広報関係で事前に御質問が出ていますので、後ほど説

明させていただきます。 

○大西課長補佐 分かりました。 

 それでは、また先ほどと同じようにウェブの参加の方は大変申し訳ありません。チャッ

トの方で御意見、御質問がある方は入力の方をお願いします。また、会場におられます先

生については、御質問等あれば発言いただければと思います。よろしくお願いします。 

○小西委員 非常に食品関係の方は充実していらっしゃって、私食品関係が専門なので、

国際的にも貢献をされていらっしゃいますし、日本初のいろんな検査体制というものを、

世界の基準にしていくという代表として海外にも出て、ＩＳＯの会議にも発言をしていた

だいているというのは非常に頼もしくて、これからも更に進めていっていただきたい一つ

の業務と思っていますし、それから、10番目のその他のところになってしまいますけれど

も、輸出促進法というのが制定されましたし、日本の食品のよさ、産地が保証されている、

それから、衛生管理が徹底している、それから、味がいいというような、そういうポイン

トをアピールするようなことを、やっぱりここで審査機関になっていらっしゃるというこ

とが書いてありますが、審査機関として財政的にもこれがどういうふうに反映していくの

か知りたいところです。こういう事業をこれから進めて、是非ベクトルとしてはこういう

事業を進めていっていただきたいと思います。この業務で経済的にある程度のバックがあ
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るとか、そういうことはございますか。 

○大西課長補佐 ＦＡＭＩＣで何か答えられることは。 

○田村企画調整部長 前段の方で激励を頂きました点については大変有り難く存じます。

ＪＡＳの国際標準化というのは私どもの大きなテーマだと思っておりますので、引き続き

進めていきたいと思いますし、輸出促進法の関連業務につきましては、ＦＡＭＩＣでは輸

出の加工施設の登録認定機関を登録するための調査の実施が求められておりますので、適

切に業務を実施してまいりたいと思っております。 

○小西委員 この業務に関してある程度財政的にバックがあるというふうに考えてよろし

いんですか。 

○木内理事長 職員も拡充することができましたので、そういう意味では職員に係る人件

費も含めて支援をしてもらっているところです。 

○小西委員 その審査のところですけれども、度々このポンチ絵に食品安全マネジメント

という言葉が出てきますが、これは食品安全マネジメント協会がやっている、そういう内

容を言っていらっしゃるのか、それとも別に定義があって使っていらっしゃるのか、どっ

ちですか。 

○田村企画調整部長 ここでは特に特定の団体や組織を指して使ってはおりません。講習

会の方で出てきたかと思いますが、様々な食品安全マネジメントの規格がございまして、

ＦＳＳＣ22000とかございまして、そういった食品安全マネジメントのシステムあるいは

規格について関心が高まっていますので、講習会もやっていますし、あるいは輸出促進に

関しましてはそういう知識も必要だということで研修等に職員を派遣したということでご

ざいます。 

○小西委員 組織の団体の審査員ではないということですか。 

○田村企画調整部長 そうです。 

○伊藤輸出先国規制対策課長 輸出先国規制対策課長の伊藤でございます。 

 小西委員から今、輸出促進法の話がありましたので、補足をさせていただきます。 

 先ほど説明がございましたとおり、ＦＡＭＩＣの方でやっていただく内容といたしまし

ては、主務大臣が施設を認定する機関を登録する際に必要な調査をやっていただくという

ことが、法律上位置づけられています。海外に農産物等を輸出する際に相手国の要求に応

じて、日本国内のこの施設で加工したものでないと輸出は認めませんということが結構ご

ざいます。例えば肉類であるとか水産物であるとか。この場合、その施設を日本側で認定
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する必要があるのですが、これを国なり県なりでずっとやると、非常にマンパワーがかか

り、事業者にとっても待ち時間が長くなります。ついては、新しい法律の中で、それを民

間の機関であっても認定ができるように新しい制度を創設しました。 

 ただ、その民間の機関といったときにどこでもいいということではなくて、ＦＡＭＩＣ

で必要な調査をしていただいた上で、その機関であれば国等に代行する形で施設を認定す

ることができるというものです。そういう形で少しでも輸出の裾野を広げたいということ

でやっているという状況でございます。 

 今年の４月からこの法律は始まったのですが、実はその準備段階でこの概要のペーパー

の10番にありますとおり、ＦＡＭＩＣの方で相当事前の準備をしてもらうことができまし

た。これらは昨年度の目標であるとか事業計画には入っていない事項でございますけれど

も、輸出促進という政府全体の方針に則ってやってもらいまして、実際今年度になってす

ぐに６月３日、それから、４日に登録認定機関という形で登録される組織が２つもう既に

出たという状況でございます。 

 新法が４月から始まって２か月ですぐ登録を進めることができたのは、昨年度における

準備のところを相当念入りにやっていただいたとことが背景にありますので、農水省では

評価をしているという状況でございます。 

○小西委員 認定機関というのは、いわゆるＨＡＣＣＰをやっているかどうかを認定する

機関を更にＦＡＭＩＣが認定するということですね。 

○伊藤輸出先国規制対策課長 ＨＡＣＣＰというのは御案内のとおりでよく輸出施設の要

件になっていますので、その施設を認定する機関を登録するものです。登録するのは国で

すが、事前の調査という形でＦＡＭＩＣの方でそこが適切かどうか調査をしてもらい、そ

れを農水省の方にこれは問題ありませんという報告を受けて私どもが登録するということ

になります。 

 これまで施設の認定を政府がしているのですが、全部を政府が認定すると非常にこれが

煩雑になるものですから、認定する特別の企業を認めようという制度でございまして、そ

こをＦＡＭＩＣの方で審査してもらって、ここだったら問題ありませんというのを登録す

るという制度でございます。 

○小西委員 分かりました。ありがとうございました。 

○大西課長補佐 よろしいでしょうか。それでは、ほかの方で……。 

○田村企画調整部長 事前にご質問いただいていたのではないでしょうか、長田委員。問
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の２、３です。 

○大西課長補佐 長田委員から事前に頂いていたキャラクターの関係とコロナの関係の方

は、すみません、その前の女性の幹部登用もあるので、この後の 後の方のところでまと

めて審議いただこうかなと思っていました。申し訳ないです。 

 長田先生、御質問、御意見の方をよろしくお願いします。 

○長田委員 すみません、先に私でよろしいのでしょうか。申し訳ありません。 

 事前に出しておいたのは、私、去年11月の（ＦＡＭＩＣでの）公開講座に出席させてい

ただいて、すごくよかったなと思いました。ただ、今の状況ではああいう実開催での講座

はなかなか開けなくなっている状況だと思います。今後、オンラインでの講習会を開催す

る可能性があるのかというのをお伺いしたいです。あとはテキストの方でお返事いただい

たのですけれども、シジミ等の調査方法について、他への適用の可能性があるとあったの

で、それについてどういうものがありますかというのをお伺いしたかったのです。 

 以上です。 

○田村企画調整部長 ありがとうございます。 

 新型コロナウイルスの影響下にある中で、講演会や公開講座などについてオンラインで

の開催の検討はしているかということでございますけれども、私どももwithコロナといい

ますか、そうした中で、オンラインで講演会等を行うということは有効な手段とは認識し

ております。ただ、残念ながらＦＡＭＩＣの方ではオンラインの設備環境があまり整って

いないということでございまして、ある程度中長期的な課題として、今ちょうど内部で検

討しているところでございます。当面の間はオンラインという形ではなくて、ソーシャル

ディスタンスを取ってきちんと感染対策をして、１回の人数も絞りながら講習会を開いて

いきたいと考えております。 

 すみません。２点目の御質問はよく聞き取れませんでした…。 

○事務局 ウェブ会議画面上のテキストを読ませていただきます。 

 ポンチ絵資料の７の「シジミ・アサリの原産地判別技術の他の品目への適用も期待とあ

りますが、具体的には何かを参考に教えてください。」という質問に対して、ＦＡＭＩＣ

本部より、「画像解析の応用はサケとサトイモで検討中です。」とテキストで回答がされ

ております。 

○長田委員 ありがとうございました。 

○田村企画調整部長 要するに産地によって形態や色に違いがあれば、原理的には判別で
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きますので、そういったものの品目には適用できる、ある程度汎用性のある技術だと思っ

ておりまして、今ＦＡＭＩＣ本部からも回答がありましたが、サトイモなどについては現

在調査研究課題で検討しているところでございます。 

○長田委員 ありがとうございます。 

○大西課長補佐 ほかの方、よろしいでしょうか。 

○豊田委員 いろんな多岐にわたるお仕事を展開されていてすばらしいなと思います。特

に有機の同等性協議とか国際規格に関わる業務は、これかなりのところを英語で対応しな

ければならなくて、担当の方はかなり御負担にはなっていると思うのですが、僕も３年ぐ

らい前にＦＡＭＩＣの英語化研修の一環で、留学生を連れていって一緒に英語のセミナー

をしたことがありますが、そういった地道な努力がこのようにつながっていると思って、

是非これからも続けてほしいと思いますし、特に国際研修等で職員の方が海外に行かれた

りとかそういう経験をした場合に、ウェブによって全国で皆さんが研修結果を聞けるとい

うのか、情報共有できるというのも非常にすばらしいことだと思うので、是非続けてほし

いと思います。 

 １つお聞きしたかったのは、ここで初めてというか９ページ目のところで試験方法に関

わる試験結果の国際ジャーナルに投稿ということが書いてありますが、ＦＡＭＩＣさんで

はこういった論文を書いたり、論文のための時間というのは業務として認められていると

いうのか、業務内にこの仕事はできるのでしょうか。 

○田村企画調整部長 業務に関係するものであれば、業務内でやっていただいても構わな

いということでございます。 

○豊田委員 もちろんそうです。 

 そうすると、是非先ほど出てきたシジミとかブリ、マダイの簡略化とか、特に調査研究

課題を幾つもやられていますから、こうした調査研究課題は是非論文化して、ＦＡＭＩＣ

さんの名前を世界に広めていただきたいと思います。恐らく僕は東南アジアしか分かりま

せんけれども、ＦＡＭＩＣさんの持っているような検査システムはどこの東南アジアの国

の方々も同じようなものをそっくり導入したいと思っていると思うんですよね。そうする

と、やっぱりＦＡＭＩＣさんの国際的な地位を高めるためにも英語論文を出し続けるのは

大事だと思うので、是非調査研究課題、論文化を目指していただきたいなと思います。 

○田村企画調整部長 ありがとうございます。 

○大西課長補佐 ほかの方、よろしいでしょうか。ウェブの共有画面の方は、質問がある
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場合は名前と質問がある旨チャットの方に入力していただければ、私の方からその方を御

指名させていただいて、質問をしていただくようにしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、食品表示の監視からその他の業務につきましても追加の御意見等がないでし

ょうか。 

○長田委員 すみません、鈴木先生が御質問とコメントとさっき書き込んでいらっしゃっ

たと思うのですが。 

○大西課長補佐 すみません。では、先に鈴木先生の方、お願いします。 

○鈴木委員 事前の意見書のところでも申し上げたところですけれども、特に農林規格等

に関する業務が（自己評価）ＢからＡ評価になっているところは大変すばらしいと思って

おりまして、実は先ほどの話ですと輸出促進法等の御説明がありましたけれども、世界の

産業構造についてグローバル化が進むということで大きな変化をしていると思うわけです

ね。そうした中で対外的な活動をされるというのは、なかなか対応が難しいと。要するに

国内のこれまでのルールだとかこれまでの論点だけだと動き切れないところがあるような

気がしていまして、そうしたところをちゃんと評価するシステムというか、評価する視点

が必要だろうと常々そう思っていたところ、これがＡになったというのは大変すばらしい

とは思いますね。 

 何を申し上げたいかというと、１つはこれまでのいろんな評価システムというのは、自

らが点数を高く示して、それで評価する方が下げていくと。評価する側が上げるというこ

とはなかなかできにくい制度だったのですが、ここでは 初に御説明ありましたように大

変きちんと評価されているからすばらしいと思いまして、そのあたりのそもそも 初の段

階からＡというように（法人の自己評価で）評価することはできなかったのか、というこ

とが質問の一つで、もう一つは先ほど海外で論文のお話も出ましたけれども、こうしたも

のをやろうとするとお金もかかりますし、急遽動かなくてはならないというようなことは

たくさんあろうかと思いますが、そうしたところの予算的な措置というのは十分されてい

らっしゃるのでしょうか。この２点ですね。評価を自ら高めに申請できないのかしらとい

うことと、これから対外的な活動というのは大変予算的な措置が必要だろうと思いますけ

れども、その辺は十分なのでしょうかという２点をお聞かせください。 

○田村企画調整部長 １点目の自己評価につきましては、私どもは私どもなりにこれぐら

いの評価が妥当かなというところで自己評価を出したところでございますけれども、先生
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の御指摘を踏まえまして、また今後はアピールすべきものはアピールするという姿勢でや

ってまいりたいと思っております。 

 ２点目は、海外に行く際の予算的な措置ということでよろしゅうございましょうか。 

○鈴木委員 はい。 

○田村企画調整部長 私どもの財源は運営費交付金でございますので、そういった海外関

係の旅費等も運営費交付金の中で算定して執行しているという状況でございます。特別な

事情があるという状況ではございません。 

○鈴木委員 すみません、今ちょっと音が途切れて。 

○田村企画調整部長 すみません。よろしいでしょうか。聞こえますでしょうか。 

○鈴木委員 はい、聞こえます。 

○田村企画調整部長 １点目の自己評価の方につきましては、私どもは私どもなりにこれ

ぐらいの評価が妥当かなというところで出させていただいているところではございますが、

先生の御指摘も踏まえまして、今後またアピールすべき部分は積極的にアピールしていき

たいというふうに思っております。 

 ２点目の海外の活動に関する予算的な措置ということでございますが、これは運営費交

付金の中で対応するということで今の業務はやれているということでございます。 

○鈴木委員 どうもありがとうございます。 

○大西課長補佐 それでは、小西委員、よろしくお願いします。 

○小西委員 個々の小課題というのはすばらしいものが集まっていると私は思うのですけ

れども、その小課題を積み上げて中課題の評価にしているという評価方法の中に、この小

課題がリンクして、連携することによって、それを使ってより大きな成果を生む。例えば

５番の表示法に基づく立入検査等の業務というところと、６番の科学的検査業務、それか

ら、７番の調査研究、こういうものが一緒になると、より成果的に使いやすくなるのでは

ないかと思います。それから、応用もすぐ利きますし、ＪＡＳへの国際規格にそれが広が

っていくということも考えられるのではないかと思うので、一個一個の小課題だけではな

くて、それを有機的に結びつけてこういうものができたということも何か評価対象として

入れてもよろしいのではないかと思いました。 

○田村企画調整部長 ありがとうございます。 

 食品表示の監視業務につきまして若干補足させていただきますと、先生の御指摘のとお

り、それぞれが相まって効果を出すということは大事ですので、実際の業務の流れもその
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ようになっています。科学的検査をやって、どうもこれは表示が怪しいぞというのが出て

きます。ただ、そこでは確定的なことまでは言えませんので、それを踏まえて事業者の方

に立入検査に入って実際の証拠をつかむというようなことをやっておりますし、科学的検

査を実際にする上での土台になる調査研究業務の方で新しい技術を開発してやっていると

いうことで、実質的には有機的に連携する形で業務は進めております。 

○小西委員 それが評価につながった方がよりＦＡＭＩＣの価値が上がると思ったもので

すから。 

○田村企画調整部長 そのようにアピールできるものがありましたら、それは中項目全体

の中で評価するのかなとは思いますけれども、今のところは項目がそれぞれ分かれており

まして、システムとしては小項目を積み上げて中項目の評価というシステムになってござ

います。 

○小西委員 積上げになっちゃいますよね。だから、積上げプラスミックスした、マージ

したものというのがあるとより価値が上がるのではないかと思ったわけです。 

○沖総務課長 私どもといたしましても、今の先生におっしゃっていただいたようなアピ

ールをやはり小項目ごとに単独で書かれていましても、なかなかその価値というのが十分

に理解できないところがあります。創意工夫を書く欄というのがありますので、そこにＦ

ＡＭＩＣは少し遠慮し過ぎている感がありますので、いいことをやっているというところ

はしっかりアピールをしていただくと。創意工夫というところであれば何でも書けますの

で、こういうところで役に立ったというところを明確にアピールしていただいて、もっと

自分たちの活動を高く評価して説明していただいても、今の時点ですと少し抑制的過ぎま

すので、いいのではないかなという気もいたしましたし、また、むしろそのように出すの

だというつもりで日頃の業務運営を進めていただけると非常に活性化につながると期待で

きますので、むしろそういうことを書いていくんだというような気持ちで仕事を進めてい

ただいて、そして、評価の場でアピールしていただきたいと思います。 

○豊田委員 今、沖さんの言われたのは各項目の 後にある「その他参考」というところ

でしょうか。 

○沖総務課長 例えばそういうところに書いていただいても。今回も輸出促進関係なんか

は51ページなどに書いていただいていますので、そういうところも利用して書いていただ

くとよいと思います。 

○豊田委員 我々の大学の評価では、必ずここに書くようにという指示を受けております。 
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○大西課長補佐 それでは、よろしいでしょうか。食品表示からその他の業務までについ

て御意見ないようでしたら、これで業務実績の評価についての議論を終了したいと思いま

す。 

 次はⅡ（業務運営の効率化に関する事項）からになります。こちらについては総務課の

方で対応させていただきますので、またすみません、コロナの関係で（会議室内の密度を

減らすために）申し訳ないのですけれども、農水省の担当者の方が退席されますので、ま

たしばらくお待ちいただきたいと思います。 

 この時間を使って休憩の方を一旦入れたいと思います。 

 それでは、今ちょうどこちらの時計で２時50分になっていますので、55分まで休憩とさ

せていただきます。ウェブの方もすみません、今から５分後に再開ということでよろしく

お願いします。 

午後２時４９分 休憩 

午後２時５６分 再開 

○大西課長補佐 皆さんおそろいになりましたので、再開させていただければと思います。 

 続きまして、資料１の66、67ページからになります。Ⅱの業務運営の効率化に関する事

項、そして、Ⅲの財務内容の改善に関する事項、そして、Ⅳのその他の事項についてまと

めて御審議いただければと思います。また先ほどと同様、ＦＡＭＩＣより業務実績及び自

己評価について説明の方をお願いします。 

○田村企画調整部長 では、説明をさせていただきます。 

 Ⅱ番、Ⅲ番、Ⅳ番ということでございますが、実はⅡ番、Ⅲ番はいずれも全て評価Ｂと

いうことでございますので、説明の方は割愛させていただきます。 

 資料１の79ページに職員の人事に関する計画がございます。ここでＡ評価とＣ評価が出

てきますので、簡単に御説明させていただきます。 

 資料１、79ページの下の方に職員の人事に関する計画という項目がございます。そこの

主要な業務実績の欄の下から４行目辺り、令和元年度にＦＡＭＩＣで新たな人事ルールを

策定したということです。中身的には昇任や昇格に関する特例措置ですとか、あるいは若

い方のキャリアアップのためのキャリアパスといいますか、それについてのルールなので

すけれども、ここで申し上げたいのは人事ルールの策定に当たりまして全職員にオープン

にして検討したということでございます。 

 まず、全職員に対して人事異動に関する基礎知識、そういったものの資料を作りまして、
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共有して読んでもらって、人事上の課題について更に職員へのアンケートを取り、かつ役

員が全国の地域センターを回って職員との意見交換会を行って、議論を行ったということ

で、検討経過も含めて全職員と共有して、できるだけ納得性の高い人事ルールとしたとい

うところでＡ評価とさせていただいています。 

 次に、80ページでございます。 

 80ページの下３分の１辺りに女性登用の促進が出てきます。これにつきましては、管理

職に占める女性の割合か6.9％以上になるよう取り組むということですが、残念ながら実

績としては3.4％であったということで、評価ランクとしてはＣということになります。な

かなかすぐに解決できるものではなく、ある程度長期的にやっていかないといけないこと

ですが、女性職員に対する研修等を通じた意識づけですとか、あるいは今般策定した人事

ルールなども併せて計画的に管理職への女性登用に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 後のＡ評価になりますけれども、今度はまたポンチ絵の方に戻っていただきまして、

ポンチ絵の 後のページに12番があるかと思います。内部統制の充実・強化の取組という

ところです。内部統制につきましては、独立行政法人通則法の改正に伴いまして、内部統

制の整備が平成27年に義務化されまして、ＦＡＭＩＣでもそれを受けまして内部統制体制

を整備したということで、リスク管理委員会を設置したりリスク管理表を作成したりした

ということです。 

 リスク管理表の作成等に当たりましては、職員からもリスクをいろいろ提示していただ

いて、職員にしっかり携わってもらう形でリスク管理を行ったのですが、ただ一方で課題

も残りまして、リスク管理活動の相互牽制とか水平展開あるいは職員の意識醸成が不十分

ということで、職員参加型でやったのはよかったのですが、やや一律的というか、べたな

リスク管理表になってしまったところがございます。そうした反省も含めまして、新たに

体制を検討し直したということでございます。取組の内容の方に書かれておりますけれど

も、３つのディフェンスラインという考え方に基づきまして、リスク管理運営要領を新た

に作成したということです。点線の枠で囲っていますが、１線、２線、３線という形で役

割分担を明確化しまして、１線の方はいわゆる事業部門といいますか、本部の事業部門あ

るいは地域センターで内部統制推進責任者、これは部長なり地域センターの所長ですが、

それらのリーダーシップの下で各課が業務改善に取り組むこととしています。 

 一方、２線として、これは言ってみれば管理部門ですが、本部の各部長、これは１線の
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部分もあれば２線の役割もございますが、１線に対する業務のモニタリングと必要に応じ

た支援、さらにリスク管理委員会の方では、部門をまたぐ課題について検討して内部統制

推進責任者に指示します。３線として内部監査部門が、リスク管理あるいはリスク管理運

営の改善状況について監査を行うということで、メリハリをつけたリスク管理体制を新た

に検討して構築したということです。これらの取組を行ったということで、この部門の小

項目についてはＡ評価とさせていただいたところです。 

 私からは以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

続きまして、ＦＡＭＩＣから財務諸表関係の説明をお願いします。 

○山口総務部長 総務部長の山口と申します。よろしくお願いします。 

それでは、本日時間の関係もございますので、資料参考５の令和元事業年度財務諸表等

のうち、決算報告書につきまして御説明をさせていただきます。 

 参考５の後ろから３枚目が決算報告書となっています。３枚目の裏面を御覧ください。 

 それでは、まず収入の部ですけれども、各セグメントの運営交付金は、予算の概算決定

時の各セグメントの業務経費に、業務共通経費及び人件費を案分した額の合計額としてお

ります。 

 ２段目の右側の合計欄を御覧ください。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います。諸収入につきましては、検査手数料収

入が約690万円の増、検定手数料収入が約320万円の減、講習事業収入が約190万円の減、不

用物品の売払い等によるその他収入が約260万円の増となったこと等によりまして、収入

合計で4,934万999円となっており、予算に対しまして442万5,999円の増となっています。 

 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る

執行残や人件費予算額全体を人員比で案分しているために生じる乖離、業務経費の積算と

予算執行における配分額との乖離によりまして、ほとんどのセグメントで予算と決算に差

額が生じている状況となっています。 

 なお、積算と予算執行におけます配分額との乖離につきましては、昨年度の有識者会議

の場でも改善が求められたことを踏まえまして、令和２年度の予算におきまして積算の見

直しを行いましたので、次期以降は改善されると考えております。 

 それでは、資料の下段の右側の合計欄の一番下を御覧いただきたいと思います。 

 予算額は70億4,220万6,000円に対しまして、決算額は69億3,191万3,152円となっており、
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差額は１億1,029万2,848円となっています。差額の内訳としましては、人件費の残が6,080

万2,897円、業務経費の残が3,648万3,125円、一般管理費の残が1,300万6,826円となってい

ます。それぞれに差額が生じました主な要因でございますけれども、人件費につきまして

は予算要求時の積算額と人事異動による職員の入替え等に伴いまして執行額に差が生じた

ことによるもの、また、休職者等の増加によりまして給与等の支払額が減少したことによ

るものでございます。 

 業務経費につきましては、 終配分におきまして留保から業務共通経費に振り替えまし

た緊急調査用経費を含む1,000万円が執行残となったこと、また、情報化システム整備にお

きまして入札の結果により800万円程度の残額が生じたことによるもの、また、暖冬の影響

によりまして光熱水料が予定を下回ったこと、また、各セグメントにおきまして執行残が

生じたことによるものとなっています。 

 次に、一般管理費につきましては、本部合同庁舎分担金におきまして管理官庁提示の予

定額が執行におきまして400万円程度下回ったこと、また、暖冬の影響によりまして光熱水

料が200万円程度下回ったことのほか、本部合同庁舎分担金で予定しておりましたＬＥＤ

設計費の約500万円を繰り越したことによるものです。 

 以上、決算報告書につきまして大変簡単な説明ではございますけれども、私からは以上

です。 

○大西課長補佐 ありがとうございました。 

 引き続いて、ＦＡＭＩＣから監査報告の方をお願いします。 

○中野監事 監事の中野でございます。 

参考６が監査報告書です。この内容につきまして簡単に御説明させていただきます。 

 先ほど田村部長からも御報告があったとおり、令和元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、そして、内部監査

部門及び関係役職員との意思疎通を図って情報収集、意見交換に努めてまいりました。監

査の方法につきましては、本文Ⅰのとおりです。また、監査の結果につきましては、２ペ

ージ目のⅡ番にありますとおりですが、特段指摘をする事項はございませんでした。 

 若干の補足をさせていただきます。令和元年度は農薬取締法や肥料取締法の改正ですと

か、先ほど来話が出ました輸出促進法の成立等、食品の安全とその信頼性に関わる様々な

法律、制度の改正によりＦＡＭＩＣの業務もより高度化・効率化が期待される中で、役職

員の全員が業務に真摯に取り組み、併せてその業務を支える総務部門系も取組を充実され
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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あるいは財務諸表等にそれが

正しく記載されていることが確認はできております。 

 なお、事業報告書は新たなガイドラインの下、他の報告書のプラットフォームの役割を

果たす簡潔明瞭な内容となっていることを併せて確認しております。 

 また、更に補足をさせていただければ先ほども話が出ましたけれども、理事長以下役員

は職員とのコミュニケーションを大切にして、様々な意見、要望を吸い上げて、可能な限

り情報をオープンに開示するなどの透明性を心がけており、職員が引き続きＦＡＭＩＣに

誇りと信頼を持って取り組めるよう、また、ＦＡＭＩＣが国民の期待に応えられる組織と

なるよう改革を進めていることを報告いたします。 

 以上、簡単ではございますが、監査報告でございます。 

○大西課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、議事の都合で議事次第２にあります平成27年から令和元年度の業務運営の

効率化に関する事項についても令和元年度の業務運営の効率化に関する事項と関連があり

ますので、併せてここでＦＡＭＩＣの方から説明をお願いしたいと思います。平成27年か

ら令和元年度の部分についても説明をお願いします。 

○山口総務部長 それでは、資料２の主務省令期間（平成27年度～令和元年度）における

年度目標に定める「業務運営の効率化に関する事項」の実施状況等に関する調査書（案）

によりＦＡＭＩＣの業務実績及び自己評価につきまして説明をさせていただきます。 

 具体的には４つの事項があります。資料の４ページを御覧いただきたいと思います。 

 １の業務運営の改善につきましては評定をＡ評価としており、これにつきましては、各

年度とも目標の水準を満たしていることに加えまして、５ページの年度評価におきまして

Ａ評価とする際に考慮した取組としまして、平成29年度におきましては効果的に業務改善

を推進する仕組みの構築やプロセス評価の導入など新しいマネジメントシステムを構築し、

導入したことによりまして職員個々の意識の向上などに取り組んでおり、業務経費の削減

に寄与するとともに法人評価の向上につながっていることから、年度評価でＡ評価となり

ました。 

 また、平成30年度には働き方改革に対応するため勤務時間システムを導入し、事務の効

率化を図るなど能動的に職場環境の改善を図るとともに、更なる勤務時間管理業務の改善

のためシステムをカスタマイズした結果、より迅速かつ正確な勤務時間管理が可能となり、

ペーパーレス化等で大幅な業務の負担軽減となったことで事務作業の効率化が図られたこ
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とから年度評価でＡ評価となりました。 

 以上のことから、効率的な法人運営と継続的な業務改善活動を推進していることに加え

まして、所期の目標の水準を上回る成果が得られていると認められることから、当該項目

の期間評価をＡとしたところでございます。 

 次に、７ページの２の業務運営コストの縮減につきましては評定をＢ評価としており、

これにつきましては一般管理費が各年度とも対前年度比で３％以上の削減、業務経費は各

年度とも対前年度比で１％以上の削減を行っていること、また、８ページのアウトソーシ

ングの実施、９ページの分析機器の有効活用や環境配慮・無駄削減推進委員会での無駄削

減の取組につきましても各年度とも計画どおり業務運営コストの縮減に取り組み、目標の

水準を満たしていることから当該目標の期間評価をＢとしました。 

 次に、10ページの３の人件費の縮減等につきましては評定をＢ評価としており、人件費

の縮減につきましては、給与水準を国と同水準に維持するとともに、各事業年度の人件費

が前年度予算額以下であり、目標の水準を満たしていることから当該項目の期間評価をＢ

としました。 

 後に12ページの４の調達等合理化の取組につきましてはＢ評価としており、これにつ

きましては、調達等合理化計画に基づきまして一者応札・応募の割合が平成30年度におき

ましては目標値を満たさなかったことから、年度評価でＣ評価となったところでございま

すけれども、契約監視委員会を通じた妥当性及び改善方策の検討などによりまして、競争

性の確保に向け不断の努力を継続することで、令和元年度につきましては目標値を達成す

ることができるなど改善が図られているということから、主務省令期間を通じた目標の水

準を満たしていると判断しまして、当該項目の期間評価をＢとしたところです。 

 簡単ではございますけれども、私からの説明は以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、議事次第１の令和元年度実績評価のうち、Ⅱの業務運営の効率化に関する事

項からⅣのその他の事項及び議事次第２にあります平成27年度～令和元年度における年度

目標に定める事業運営の効率化に関する事項の実施状況についてをまとめて沖総務課長の

方からお願いします。 

○沖総務課長 農林水産省の評価案について御説明を申し上げます。 

 まず、資料１の66ページからを御覧いただけますでしょうか。 

 Ⅱ番の関係、業務運営の効率化に関する事項のまず１番目、業務運営の改善についてで
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ございますが、こちらにつきましてはＦＡＭＩＣの方からＢという自己評価があり、私ど

もといたしましても、それが妥当であると考えてございます。従いまして、主務大臣によ

る評価案もＢとしています。 

 続きまして、68ページ以下でございます業務運営コストの縮減についてでございます。

こちらについてもＦＡＭＩＣの評価はＢでございますが、私どもも同様に評価をしており

まして、Ｂという案にしています。 

 さらに、続きまして70ページ以下でございますけれども、人件費の削減等という部分で

ございます。ＦＡＭＩＣにおいてＢと自己評価されていますが、私どもも異議はありませ

んので、Ｂと評価をしています。 

 さらに、４つ目ですけれども、調達等合理化の取組、72ページ以下でございます。ＦＡ

ＭＩＣにおいて小項目２項目Ｂ、全体Ｂと自己評価されておりますが、私どもの方でも同

様にＢと評価すべきものと考えています。 

 続きまして、Ⅲ番になります。財務内容の改善に関する事項です。 

 74ページ以下にまず１つ目、保有資産の見直し等ということで挙がっております。ＦＡ

ＭＩＣの自己評価は、小項目１点、それがＢであるということで、全体でＢと自己評価さ

れておりますが、私どももそれはＢと評価すべきものと考えております。 

 それから、77ページになりますけれども、予算、収支計画及び資金計画についてでござ

います。ＦＡＭＩＣの自己評価はＢでございまして、私どももＢとすべきと考えておりま

す。 

 79ページですけれども、職員の人事に関する計画でございます。こちらについては先ほ

ど御説明がありましたとおり、職員の人事に関する計画の部分で様々な取組をされている

と、自己評価でもＡというふうに伺っております。私どももＡと評価すべきと考えており

ます。 

 一方で女性の登用につきまして昨年もそうだったと思いますが、引き続き未達というこ

とでＣという自己評価を頂いております。私どももこれはＣと評価せざるを得ないと考え

てございます。 

 ＡとＣと１つずつですので、効果が相殺されまして全体としての自己評価はＢでござい

ますけれども、私どももＢと評価すべきと考えております。 

 引き続きまして、82ページ以下になりますけれども、内部統制の充実・強化という項目

です。 
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 １点Ａということで御説明がありましたけれども、私どももそれが妥当だと思っており

ます。全体としますとＢという評定でございまして、農水省としてもＢが適当と考えてご

ざいます。 

 それから、88ページ以下になりますけれども、情報セキュリティ対策の推進という項目

でございます。自己評価は５つの小項目全てがＢ、全体もＢでして、私どももこれは全体

としてＢと評価すべきと考えています。 

 後に91ページ以下になりますけれども、施設及び設備に関する計画、すみません、こ

こは評価がありませんでした。 

 その次、92ページでございます。積立金の処分に関する事項、１項目Ｂと自己評価をさ

れておりまして、私どももＢと評価をしております。 

 これらの間接的な事務につきましては、いろいろきちんと適切に業務をなさった結果、

これはＢになるのがやむを得ないといいますでしょうか、Ａになるのが難しいような性格

のものでございますので、多くＢをつけていますけれども、決してそれは否定されるべき

ものではなくて、きちんと仕事をされていることで自己評価Ｂとされていると思いますし、

私どももきちんと仕事をされていることで、全ての項目につきましてＢと評定をしたとこ

ろでございます。 

 続きまして、資料２でございます。この５年間の業務運営の効率化に関する事項全体に

ついての評価でございます。 

 ３ページのところで総括表がありますので、御覧を頂きたいと思いますけれども、ＦＡ

ＭＩＣの自己評価といたしまして、業務運営の改善については平成29年度、30年度もＡと

いうふうに評価をされており、また、具体的な取組については先ほど御説明がありました

とおりでございますので、効率化についての評価はＡと自己評価をされております。私ど

ももそれが妥当だと考えております。 

 そのほかにつきましては、きちんとやっているということで、一部Ｃもありましたけれ

ども、全体としてはＢと自己評価をされておりまして、私どももそれが適当だと思ってお

ります。それを全体的に見ますと、Ａが１つ、Ｂが３つということですので、この５年間

の取組の全体に関する評価につきましてはＢと評価をすることが適当と考えております。 

 以上でございます。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、議事次第１のⅡからⅣ、それから、議事次第２について皆さんの御意見、御
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質問を頂きたいと思いますが、事前にまた熊谷委員の方から御質問の方を頂いております。

まずは問１として一者応札の関係の御質問を頂いておりますので、ＦＡＭＩＣの方から回

答の方をよろしくお願いします。 

○山口総務部長 御質問ありがとうございました。 

 「参考８に関連して、令和元年度に締結した契約の状況ということで、表上の一般競争

入札の件数が73件となっていますが、ページ11の明細合計は72件となっており、金額の差

額から推測しますと、差の１件は随意契約の表13の８、太陽有限責任監査法人の監査契約

業務ではないかと思われますが、当該契約は正しくは一般競争入札の一者応札応募分であ

るということでよろしいでしょうか。その場合、評価項目である調達等の合理化の取組の

定量的指標の令和元年度実績40.8％の計算根拠と整合しておりますでしょうか。」という

御質問でございます。 

 御質問のありました差の１件につきましては、御指摘のとおり太陽有限責任監査法人の

監査契約業務となっております。これは企画競争により契約の相手方を選定し、随意契約

を行ったものであり、表におきまして一般競争入札の件数、金額に含めているところでご

ざいます。 

 なお、表２、枠外の※印のところに一般競争に随契、企画競争、公募を含むと記載して

おります。 

 また、定量的指標、競争性のある契約に占める一者応札応募の割合の令和元年度実績

40.8％の計算根拠ですけれども、31件割る76件が40.8％となります。31件につきましては

一者応札応募件数となり、76件の内訳につきましては、参考８に載っております支出契約

分の73件分と別に、収入契約として自動販売機設置に伴う庁舎の一部貸付けの３件分があ

り、それと合計した契約全体の数が76件となっているところです。収入契約分につきまし

て資料に載っておらず、非常に分かりにくかったと思います。次年度以降の資料の作成の

際に修正をしたいと考えています。 

○熊谷委員 ありがとうございます。 

○大西課長補佐 続きまして、熊谷委員から頂いた問２についてもＦＡＭＩＣの方で御説

明の方をお願いします。 

○山口総務部長 まず問２の１点目、私から説明をさせていただくのは「一般管理費の赤

字を業務経費の抑制等により物件費トータルで収支を合わせている年も発生との御意見に

つきまして、具体的に教えていただけますか。」という質問でございます。 
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 平成29年度に更新した給与システム約3,500万円及び平成30年度に更新した財務会計シ

ステム約2,300万円であります。当該費用は高額かつシステムの更新が必要な年度のみ必

要となる経費でありますので、個別に予算要求したものの予算措置がされなかったという

ことから、一般管理費に不足が生じ、業務経費の抑制等により物件費トータルで当該財源

を捻出したものでございます。 

○熊谷委員 では、そういう多額のものは、交付金は別枠では頂けないものということで

よろしいですか。 

○山口総務部長 予算要求をしても予算措置がされなかったということで、単年度という

か、必要な年度のみに必要となる経費ということで個別に予算要求はしているのですが、

予算措置がされなかったため、一般管理費に不足が生じるということで、業務経費の抑制

等により物件費トータルで当該財源を捻出したということでございます。 

○熊谷委員 具体的にはどういう業務経費が抑制されたかというのはお分かりになります

でしょうか。 

○山口総務部長 具体的な部分ですか。業務経費の詳細な中身ということですか。 

○熊谷委員 そうですね。物件費の大きいものがあったことで業務経費を抑制せざるを得

なかったということだったのですが、具体的にどのような業務経費の内容が抑制されたの

でしょうか。 

○山口総務部長 一番大きいのは、やはり光熱水費などの部分だと思います。一般管理費

でそういう部分もありますが、業務経費につきましては細かい部分を今日持ってきていな

いのですぐに出ませんが、いろいろな業務をやっていく上で必要な部分、ちょっと時間を

頂いて回答をさせていただきます。 

○熊谷委員 はい。 

○大西課長補佐 （ウェブで接続されている）ＦＡＭＩＣの本部の方で回答をすぐできま

すか。 

○功刀理事 はい、今、確認中です。 

○大西課長補佐 分かりました。では、確認している間に、先にほかの質問の方の回答を

進めたいと思います。 

 熊谷委員からの問３の監事等からの意見と、それから、まとめて御意見の方を頂いてお

りますので、これらについてもＦＡＭＩＣの方から回答の方をお願いします。 

 それでは、問２の回答について、今ＦＡＭＩＣ本部の方で確認しているので、熊谷先生
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の問３以降の意見についても、その後ＦＡＭＩＣの方からまとめて回答を頂きたいと思い

ます。 

 先に、その後にあります鈴木委員からの御意見についてと、長田委員からの意見につい

てお願いします。すみません、私、鈴木先生から頂いた御意見の①「法人全体の評価が『計

画の通り順調な組織運営を行っている』と評価され、『特に全体の評定に影響を与える事

象はなかった』とある。食品、肥料、飼料、農薬等の品質および安全性確保が目的の本機

関としては、良好な業務運営が目的に沿ってなされていることを評価されているものと解

釈できる。業務部門のＡ２、Ｂ５を含む全体の『Ｂ』評価は好評価と判断できる。」、②

「『日本農林規格等に関する業務』が、自己評価評定の Ｂ が主務大臣による評価が評定 

Ａになっている点に注目する。国際標準化への貢献や人材育成プロジェクトでの取り組み

などが、小項目積み上げに評点に加点する形で評価されていることに納得する。数値化さ

れにくい内容が評価されていることから、評価制度そのものが機能しているとの感想を持

つ。」を 初のところで御紹介しようと思っていたのですが、すみません、鈴木委員の方

から先に、それぞれ該当するところで意見を頂きました。大変貴重な意見で、今回の評価

についていただいております。これらについても先ほどありましたＦＡＭＩＣの方も自己

評価でしっかり評価していただくし、こちらの方もそれを受けてしっかり評価していきた

いと思っております。 

 鈴木委員から頂いた③「女性登用については、長期的な取組が必要であろう」という意

見については、長田委員から頂いた御質問の問１「P2、P81でご指摘のように管理職への女

性の登用が課題となっています。職員中の女性の割合についてお教えください。もともと

女性の割合が低ければ管理職登用も困難かと思います。また、職員の働きやすさのための

工夫がありましたら教えてください。」という質問と一緒の趣旨になりますので、女性登

用の関係についてＦＡＭＩＣの方から説明をお願いします。 

○山口総務部長 若干その内容が違いますので、回答が繰り返しになるかもしれませんけ

れども、よろしくお願いいたします。 

 まず、長田委員から頂きました部分につきましては、「管理職への女性の登用が課題と

なっていると。職員中の女性の割合について教えてください。もともと女性の割合が低け

れば管理職登用も困難かと思います。また、職員の働きやすさのための工夫がありました

ら教えてください」ということで、御質問のありました職員中の女性の割合につきまして

は、全体人数の約27％となっています。また、女性管理職員の人数は３名でございまして、
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その全員が50歳代となっており、50歳代の職員が占める割合は33％でありますが、女性に

限っては３％と、委員の御指摘のとおり女性職員の割合が低い状況となっております。 

 しかしながら、管理職登用の土台づくりが必要であることから、女性登用候補者層を拡

大することを目的とした研修等への積極的な参加を促すとともに、新規採用者につきまし

ては女性の占める割合が平成29年度は57.1％、平成30年度は63.2％、令和元年度は50％で

あり、計画目標の35％を上回る女性職員を採用し、将来の女性の管理職登用に向けた候補

者の拡大に努めているところでございます。何年か後には女性の登用の拡大につながって

いくものと考えているところでございます。 

 また、委員から頂きました職員の働きやすい工夫としましては、育児を行う職員の早出・

遅出勤務、看護休暇及びフレックスタイム制度等により両立支援制度の整備を図っている

ところでございまして、特に看護休暇につきましては国の制度が小学校就学の時期に達す

るまでの子を対象としているところでございますけれども、当法人におきましては、中学

校就学の始期に達するまでの子を対象とするなど働きやすい環境整備に努めているところ

でございます。 

 続きまして、鈴木委員の方からありました「長期的な取組が必要であるのではないか」

という御質問でございます。 

 先ほどのところと回答が重なるところがございますけれども、今現在、女性の採用につ

きましては、新規採用者に占める女性職員の割合が29年度は57.1％、30年度は63.2％、令

和元年度は50％であって、計画目標である35％を上回っているところでありますので、何

年か後には女性の登用の拡大につながっていくものと考えております。 

 しかしながら、現在女性の登用について管理職の女性割合は定年退職者で１名の減及び

農林水産省との人事交流で１名の減によりまして、令和元年度では3.4％となり目標を達

成できなかったところです。 

 今後の取組として、農林水産省との人事交流による女性管理職員の増減はあるものの、

外的要因に左右されないＦＡＭＩＣ女性プロパー職員の登用が必須であることから、研修

を通じた管理職登用への意識改革の推進、将来管理職になる職員の発掘・育成について役

員と共有し、計画的に管理職への女性登用に取り組むとともに、これまで育児・介護等の

事情で昇任が遅れていた職員、特に女性職員について、昨年度末に理事長決定しました新

たな人事運営ルールによりまして、育児等の事情により引っ越しを伴う転勤ができない職

員でも昇任できるルールの運用について検討しているところであり、それによって引っ越



 - 37 -

しによる異動がネックで管理職に昇任できなかった女性職員につきましても、管理職にな

る道が開かれてくると考えております。これらによりまして、女性職員の登用を促進して

いくこととしているところです。 

 私からは以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

 鈴木委員の方からコメントがあると書き込みがありましたので、鈴木委員からお願いし

ます。 

○鈴木委員 この案件は大学でも同様で、教員については何とかなるのですが、事務職員

の場合は今御指摘のとおり登用の候補者というか、対象となる人がいないと、もう大変な

わけですね。ですから、いつ頃になれば目標を達成するだけの候補者がいますと、そうい

うような御説明というのはあるのでしょうか。 

○山口総務部長 ありがとうございます。 

 我々としても、今ＦＡＭＩＣプロパー女性職員の年齢別の構成表に基づいてもちろん人

事評価を基本とし、先ほどの人事運営ルールを活用しながらできるだけ早い時期にとは思

っていますが、まだ御承知のとおり、今と違って45以上の年齢層の女性職員の割合が非常

に低い状況になっていますので、あと何年したらというのはお約束できませんが、できる

限り早い時期にやっていきたいと思っているところです。 

○鈴木委員 そういう意味で長期的だということを申し上げたと、そういう趣旨です。あ

りがとうございます。 

○大西課長補佐 それでは、長田委員の方から問２としてＦＡＭＩＣのホームページのキ

ャラクターについて質問が出されておりますので、ＦＡＭＩＣの方から回答をお願いしま

す。 

○田村企画調整部長 長田先生の方から「ＦＡＭＩＣのホームページで、ファム、アミ、

ミックというキャラクターが紹介されているが、このキャラクターはどのようなところで

活用されているのか」という御質問です。 

 ホームページにももちろん載っていますが、例えばイベントがあった際に、つい 近ま

で、消費者の部屋の方で展示をしておりまして、このポスターは、その消費者の部屋での

ポスターですし（展示のポスターをウエブカメラに映して）、展示の中でもそういった形

で今カメラの前にあるようなもので、ファム、アミ、ミックが中を案内してくれる形でや

っております。 
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 そういうイベントでの活用のほか、私どもは「大きな目 小さな目」という広報誌を出

しておりますけれども、その中でも時々キャラクターを登場させて、記事の進行を担って

もらっているといった使い方をしております。これからもいろんな場面でこのキャラクタ

ーを登場させて、少しでもＦＡＭＩＣに親しみを持っていただけるようにしていきたいと

思ってございます。以上です。 

○長田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○大西課長補佐 ＦＡＭＩＣ本部の方で（熊谷委員への）回答案ができたということなの

で、熊谷委員の質問の方についての回答を（ウェブで接続されている）ＦＡＭＩＣ本部の

方からお願いします。 

○功刀理事 ＦＡＭＩＣでございます。聞こえますか。 

○大西課長補佐 はい、聞こえます。 

○功刀理事 業務経費の内容ですけれども、これについては年度当初の予算配分の段階で

２割圧縮を掛けたということです。その２割圧縮を掛けた主な費目としては、例えば旅費

であるとか消耗品であるとか、それらの予算に関して、配分の段階で圧縮を掛けていると

いうことです。 

○大西課長補佐 熊谷委員、どうぞ。 

○熊谷委員 それらは出張を減らすとか、そういうことだったのですかね。 

○功刀理事 配分で２割圧縮を掛けていますので、極力効率的に出張も一回一回分けてい

たものをまとめて出張旅費を効率的に実施するというようなことで削減に対応したという

ようなことです。 

また、消耗品は、私どもの分析機器とかその点検とかいろいろな項目がありますが、場

合によっては翌年に回したりなど、そういった工夫で圧縮に対応したということです。 

○熊谷委員 ありがとうございます。 

○大西課長補佐 それでは、熊谷委員から頂いた問３「資料２ P2 ４．監事等からの意見 

また、『このままの水準で予算が抑制されれば、行政執行法人として農林水産省から必要

とされる業務を遂行することが出来なくなる可能性があると危惧する』、とあり、これは

重要な問題であると考えますが、この問題点が、今回の評価の中で、どの項目で取り扱わ

れておりますでしょうか。」という質問及び御意見についても、ＦＡＭＩＣの方で回答の

方をお願いします。 

○中野監事 監事の中野でございます。 
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 熊谷委員から御質問を頂きました資料２のページ２のところに監事の意見ということで

表記している内容について御質問を頂きました。 

 ＦＡＭＩＣは御承知のとおり、今も説明のあったとおり農林水産省が設定する年度目標

において毎年度、対前年度比で一般管理費３％、業務経費１％の削減を求められており、

毎年業務効率化・コスト削減に対応してきております。その結果、実は平成19年度、つま

り今のＦＡＭＩＣの３現法が統合した平成19年度から昨年度、令和元年度までの12年間で

約30％、３割の経費が削減をされております。内訳としては、一般管理費が31％減、業務

経費が25％減となっております。 

 この業務経費の効率化１％については、各々の個々のセグメントにおける影響は小さい

ものではありますが、業務全体として考えると、機器の更新等に関わる費用の影響など看

過できない状況になっていることを監事として懸念しているところです。 

 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、御質問の趣旨である、今回の主務省令期間

の評価において当該期間における業務運営の効率化に関する事項を評価するものであって、

また、単年度評価と同様に将来生じる可能性のある問題点を評価する項目がないものです

から、監事の意見としてここで問題提起をさせていただいたという趣旨です。御理解いた

だけましたでしょうか。 

○熊谷委員 ありがとうございます。大変大事な御指摘だと思います。 

 今の評価は効率性と、あと実績評価ということですが、やはりこういう、今監事の先生

がおっしゃられたような問題点についても評価の項目として何か入れることができないの

かと考えます。 

書かせていただいた意見については、説明していただけるでしょうか。こちらでお話し

した方がよろしいでしょうか。 

○大西課長補佐 頂いた御意見については、引き続きＦＡＭＩＣの方で説明をしてくださ

い。 

○山口総務部長 熊谷委員からの意見及び質問は、「その評価に当たりましては、セグメ

ント別の予算執行状況が評価検討される必要があるのではないかと考えている。その評価

を行った上で、場合によっては、現状の予算では必要業務が実施できないということであ

れば、監事の方々の御意見にあります『運営費交付金とは別の委託費等の予算配分』も根

拠を持って検討されることが可能となるのではないかと考えております。」という御意見

及び御質問だと思います。 
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 これについては、先ほども少し触れたのですが、昨年７月の本会議で平成30年度業務実

績評価にて御指摘のありました「セグメントにおける予算額と執行額の乖離」については、

本年３月に定めた令和２年度予算において積算の見直しを行ったため、次年度決算では解

消される見込みです。 

 なお、今回御意見を頂きました令和元年度業務実績の評価については、昨年意見を頂い

た前に予算が確定し、事業の実施段階に入っていたため予算の乖離が発生していることに

ついて御理解をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○大西課長補佐 熊谷委員、よろしいでしょうか。 

○熊谷委員 では、今後はセグメント別に予算も実態に見合った形で組んでいただいて、

その分析もしていただけるという理解でよろしいでしょうか。 

○山口総務部長 来年度以降はそういう形になると思います。 

○熊谷委員 ありがとうございます。 

○沖総務課長 予算の関係は国の方から運営費交付金という形でお渡しをしておりますの

で、恐らく農水省の方で答えた方がよろしいかと思いますので、説明をいたします。 

 今、農林水産省は９つ独立行政法人を所管しておりまして、うち８つが運営費交付金を

お渡しして事業をやっていただいております。それらについては、全て一律に毎年一般管

理費は３％節約する、それから、業務経費は１％節約をするということで、毎年毎年運営

費交付金の額を小さくしてきているところです。これが積み重なりまして、先ほど御説明

のあったとおり、もう当初より３割ぐらい減るということで、いよいよ活動に支障を生じ

てきているという声を頂いているのが現状です。 

 ただ、これは省全体の方針あるいは政府全体でも多くの法人が同じように３％、１％な

り別途の数字なりで一律の削減というのをやっておりまして、簡単なことではないのです

が、少しでもそういう削減額が小さくなるように予算査定の過程などでアピールをしてい

きたいと思っております。 

 それから、やはり一番やりやすいと思いますのが、先ほど御説明のありました個別のテ

ーマについて一時的に必要なものを別途予算措置をするということが、政府全体のルール

の中だと動きやすいこともありますので、 近何回か挑戦をしていますが、毎回跳ねられ

てはいますけれども、しつこく頑張っていって運営費交付金とは別の予算要求で運営費交

付金を膨らますことに挑戦をしていきたいと思っています。 
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 以上です。 

○熊谷委員 とても国民にとって大事なお仕事をされていると思うので、是非やるべきこ

とがやれるような形で予算なり組んでいただければと思います。ありがとうございます。 

○大西課長補佐 それでは、事前に頂いた意見は終わっていますので、今、鈴木委員から

の書き込みで、「広報誌『大きな目 小さな目』はよく編集されていると思います。面白

く読ませていただいています」という意見を頂いております。ＦＡＭＩＣにおかれては、

先ほどの金田委員の意見も踏まえて広報誌の方をしっかりやっていただければと。 

○田村企画調整部長 より分かりやすい内容で国民の皆様に情報提供をさせていただくよ

うに今後とも努力してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○大西課長補佐 それでは、皆さん意見等あれば。また、ウェブの方は名前と意見があり

ますと書き込みを、また、豊田委員、小西委員におかれましては、何か御意見等あればお

願いします。 

○豊田委員 決算報告書の中で人件費が予算額に対して6,000万ぐらい少なくなっていて、

その理由を幾つか述べられたと思いますが、その中の一つに確か休職者の増加というのが

ありました。大学も一定数で心の病とかで働けない方はいますが、多分そういうことにな

っていると思いますが、何か対策とかありますか。また傾向としては増えてきているんで

しょうか。 

○山口総務部長 傾向としては今委員がおっしゃったとおり増えています。 

○豊田委員 我々も同じ問題で、どう打開していいのかは分からないのですが、なんとか

したいと。 

○山口総務部長 今取り組んでいる一番の点が今年から、国の方はもう前から行っていま

すが、復帰プログラムというものをつくって、復帰されるときに復帰会議というのですが、

そういうものをやった上で復帰させて、２週間目、４週間目ぐらいに面談を行い、復帰後

のフォローをやっていくという部分をＦＡＭＩＣも取り入れるようにしたり、私も昨年度

まで復帰会議はありませんでしたが、今年度になって２回出席をしていて、その方から面

談をして意見を聞いて、復帰させて、今後についてはまず指導区分が出た範囲では、もう

出張とか残業規制はもちろん、何かあればすぐまた相談に乗りますという対策を取ってい

るところであります。 

○大西課長補佐 音声の方が途切れているようですが、ウェブ参加者の方がうまく聞こえ

なかったみたいですね。もう一度先ほどの回答をお願いします。 
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○山口総務部長 「メンタルケアの対応について」という御質問がありましたので、ＦＡ

ＭＩＣとしましては、国の方は既に復帰プログラムというか、復帰される職員をまず復帰

される段階で面談等して、その職員の体調管理というか、そういう部分を把握した上で復

帰されるということを国はやっていたのですが、ＦＡＭＩＣはそこまでやっていなかった

のですが、今年度から国に合わせた形で復帰面談等を実施した上で、その復帰者に対して

今後また何かあれば相談していくのはもちろんですが、２週間後の面談とか４週間後の面

談とかいう話と、あと主治医の先生がどういうことを言っているのかとか薬の量などの部

分で変更とかがあれば、どんどん逐一、人事課の方に話をしてくださいと。それを受けた

上で我々としても産業医という方がおりますので、産業医に御相談させていただいた上で

体調がよければ全然問題ないのですけれども、こういう部分でちょっと相談がありました

ということであれば、産業医とすぐ面談をしていただくというような体制づくりを今年度

から充実させ、やり始めたところです。 

○大西課長補佐 ウェブ参加者の方、聞こえましたでしょうか。 

○豊田委員 大学も運営費交付金が毎年少しずつ減ってきて、やることは変わらないどこ

ろかこういった新型コロナとかあると増えてきますから、予算は減るけれども仕事が増え

て、非常に負荷がかかってきている状況で、農水省さんも同じ状況だと思うので、どう打

開したらいいのか分かりませんが、先ほど聞いた削減率については、大学は毎年１％だっ

たんですけれども、ＦＡＭＩＣさんは毎年３％ということで。 

○沖総務課長 一般管理費が３％、業務経費が１％です。 

○豊田委員 これ１年なら我慢できますけれども、大学は一応５年で終わったのですが、

ＦＡＭＩＣさんはずっとですから。これは本当にゆゆしき問題だと改めて思いました。そ

れがもしかしたら、そういった休職される方との関係もあるかもしれなくて、予算削減し

ないでほしいというのはどこに訴えたらいいのか分かりませんけれども。 

○沖総務課長 来年度要求を今検討しておりますが、そこでも昨年も挑戦しましたが、通

常の一般の運営費交付金の積算の考え方と別に必要な部分を要求するということでやって

おりますので、引き続き頑張っていこうと思っています。 

○小西委員 それに関連して、ＦＡＭＩＣさんが特許を取るとか、そういうことは許され

ないのですか。この独立行政法人で。 

○木内理事長 現在保有する特許は、生糸ずる節検出方法および装置に係る特許のみです。 

○小西委員 そういうので、もうけてしまうと、交付金が切られてくるのですね。 
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○中野監事 おっしゃるとおりです。 

○大西課長補佐 ウェブで参加している方、何か意見や質問があれば書き込みをお願いし

ます。 

 それでは、 後の令和元年度業務実績評価の総合評定について沖課長の方から説明をお

願いします。 

○沖総務課長 それでは、資料１の２ページ、３ページを御覧いただけますでしょうか。 

 資料１の２ページ、３ページです。３ページの左側、それから、右側の表の令和元年度

という欄にございますとおり、これまで御覧を頂きました中項目の評価につきましては、

まずⅠ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つきまし

ては、Ｂが５つ、Ａが２つという状況でございます。それから、管理的な業務であります

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳにつきましては全てＢということで、Ｂが11項目でございます。 

 これらについてウエートづけの見直しを冒頭申し上げましたが、今回行っております。

その結果、右側にあります間接部門のⅡ、Ⅲ、ⅣのＢの11個については、Ｂ３つと換算し

て計算をします。そうすると、全体としてＡが２つ、Ｂが８つになります。Ａが２つ、Ｂ

が８つを決められた計算式で計算しますと、Ｂという評価になりますので、総合評定につ

きましては、私どもとしてはＢと評定すべきと考えています。 

 以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、総合評定について意見等あれば、またウェブの方は名前と意見がありますと

お願いします。また、直接参加されている豊田委員と小西委員については、発言いただけ

ればと。 

 鈴木委員、意見の方をお願いします。 

○鈴木委員 頂いた様式でも書かせていただきましたけれども、ＦＡＭＩＣそのものはＢ

という評価であることは、そもそもしっかり仕事ができている、貢献できていることであ

ろうと思います。しかし、その中においてもＢならば良しであるところを食品表示の監視

に関する業務がＡであり、また、日本農林規格等に関する業務、これがＡであるというの

は大変良好な評価がなされているのではないかと、私はそんなふうに思います。 

 以上です。 

○大西課長補佐 ありがとうございます。 

 鈴木委員におかれましては、貴重な御意見ありがとうございました。ほかの方の御意見
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もないようですので、全体を踏まえてＦＡＭＩＣの木内理事長の方から意見を頂きたいと

思います。 

○木内理事長 今日は本当にいろいろと私どもの業務実績について熱心に御議論いただき、

ありがとうございました。ただいまの鈴木委員をはじめ皆様から励ましのお言葉を頂きま

して、また頑張らなければと思っておりますところです。 

 今日御指摘いただいた幾つかの点につきまして、例えば女性の管理職の割合については

すぐに解決できる問題ではないですが、着実に人材を育成してまいりたいと思っています。

また、熊谷委員からお話のありましたセグメントごとの予算執行に関する評価については、

次年度の決算では予算・決算の乖離が解消されることから、セグメントごとに分析しなが

ら、必要な予算についてしっかりと検討に資することができると考えております。 

 それから、豊田委員から調査研究成果の発信をもっと強化して、英語でもという話があ

りました。ごもっともだと思っておりますので、これについてもしっかりと取り組んでい

きたいと思います。 

 小西委員から御指摘のありましたＦＡＭＩＣ内でのいろいろな成果を有機的につなげて、

もう少し積極的に自己評価をすべきとのこと、これは沖総務課長の方からもお話しありま

した。ＦＡＭＩＣの中でもしっかりと積極的な評価に努めていきたいと思っております。

またＪＡＳなどの国際標準化についての発信の強化にもこれからしっかりと取り組んでい

きたいと思います。 

 また、今回、農水省において総合評定の方法を改訂いただいて、私どもの業務における

様々な努力がバランスよく評価できる仕組みになったと私は考えております。この場を借

りて厚く御礼を申し上げます。今後は肥料取締法や農薬取締法の改正、それから、輸出促

進法への確実な対応を求められますので、ＦＡＭＩＣ全体として限られた資源を有効に活

用して、行政からのニーズに応えるよう努力してまいります。 

 大の課題の一つである運営費交付金の効率化、この１％、３％減の話については、業

務の効率化を進めることはもちろんでございますけれども、今後また農水省としっかりと

連携して業務内容の点検や予算要求に関する様々な工夫を通じて、必要とされる業務をし

っかりできるような環境を整えてまいりたいと思います。 

 コロナの影響で会議もこういう形ですけれども、ＦＡＭＩＣの業務も分析や検査につい

ていろいろと影響を受けており、試行錯誤をしながら進めております。引き続き増え続け

る行政ニーズに対してしっかり対応できるようにアフターコロナといいますか、withコロ
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ナといいますか、どうしていけばいいか、今後皆様と一層密に連絡を取ってやらせていた

だきたいと思います。 

 後に、ＦＡＭＩＣの職員は非常に真面目で地道にやるタイプが多いのですが、私とし

ては、このような職員の意欲や組織のパフォーマンスをもっと高めることができるように、

今後はもう少し、豊田先生からも御指摘ありましたけれども、外との関係といいますか、

社会との関係を強化して、海外も含めてＦＡＭＩＣの存在意義、存在感というのを高めて

いきたいと考えております。来年の評価では、こういう新しい取組が一つでも多く御紹介

できるようにしたいと考えております。 

 今日は本当にありがとうございました。 

○大西課長補佐 木内理事長、ありがとうございました。 

 本日お示しした評価書については、今日の皆さんからの御意見等を踏まえまして、追記

等を行う部分もあるかと思います。その点については御了承いただきたいと思います。 

 また、本日の議事録につきましては、出来上がり次第、皆さんの方にお示しして、御確

認していただいた上で農水省のホームページの方に公表させていただきたいと思いますの

で、こちらの方についてもよろしくお願いしたいと思います。 

 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したいと思います。 

 委員の皆さんには、今回初めてのウェブでの参加ということで多々進行に御迷惑をおか

けしまして大変申し訳なく思います。皆さんの御協力のおかげで何とか無事終了できまし

たので、この場を借りてお礼を申したいと思います。 

 長時間にわたり、本当にありがとうございました。 

午後４時０５分 閉会 

 


