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午後１時３０分 開会

○香西課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第７回国立研究開発法人審議会水産部会を開

催させていただきます。事務局の香西でございます。よろしくお願いいたします。

部会長選出までの進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

本日はお忙しい中、委員の皆様にはご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

足立委員、金子委員においては、任期満了に伴い、４月18日、農林水産大臣より引き続き委員に任

命されております。また、臨時委員、専門委員におかれても引き続き委員への就任についてご了解を

いただいております。

初めに、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。委員、臨時委員、専門委員ごとに五十音順に

紹介させていただきます。

足立委員、金子委員。岩渕臨時委員ですけれども、若干遅れて来るということの報告を受けており

ます。佐藤臨時委員、長岡臨時委員、高橋専門委員、辻専門委員、東海専門委員であります。よろし

くお願いいたします。

なお、農林水産省国立研究開発法人審議会令第６条では、会議を開く要件として、委員及び議事に

関する臨時委員の過半数が出席することが規定され、本水産部会においても準用されています。本日、

水産部会においては、委員２名、臨時委員３名のうち２名の出席をいただいておりますので、本水産

部会が成立していることをご報告いたします。

それでは、開会に当たり、竹葉水産庁研究指導課長から一言ご挨拶申し上げます。

○竹葉課長 研究指導課長の竹葉です。いつも大変お世話になっております。

本日、委員の皆様方におかれましては、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうござい

ます。また、皆様方には引き続き本審議会水産部会の委員を引き受けていただきまして、ありがとう

ございます。

我が国の水産業におきましては、漁船の高船齢化、業者の減少、高齢化進行など生産体制が脆弱化、

国民の魚離れ、こういったことが進行しております。このような現状では、我が国周辺の身近な自然

の恵みも活用する力を失ってしまうという状況も懸念しているところでございます。水産庁におきま

しては、水産日本復活を目標に漁業所得の向上、コスト削減に向けまして浜の活力再生プラン、そう

いった取り組み、また、新しい操業体制の漁船漁業の構造改革の推進を積極的に推進して、地域の活

性化を図ることとしております。

さらに、本年４月に新たに水産基本計画が閣議決定されたところでございます。漁業所得の向上に

向けて国際競争力のある漁業経営体の育成、魚類、貝類、養殖業への企業の参入、数量管理等による

資源管理の充実、さらには流通機構の改革等に取り組んでまいりたいと考えております。これらの取

り組みを進めるに当たりまして、国立研究開発法人、独立行政法人、こういった法人において十分に

役割を発揮していくことが重要と考えるところでございます。

さて、本日の独立行政法人、国立研究開発法人の評価におきましては、主務大臣である農林水産大



- 2 -

臣が評価を行うということになっております。この評価の際には、主務大臣は独立行政法人通則法、

総務大臣が示しました評価の方針、こういった評価に基づきまして審議会の意見を聴取して行うとい

うこととされております。昨年までは１回の審議会で大臣評価を実施しておりましたが、本年より評

価の充実を図るということで、法人からの業務の実績及び評価結果の説明の場と大臣評価に対する意

見を聞く場を分けまして、２回審議会を開催させて頂くことにしております。委員の皆様におかれま

しては、本日の会議におきまして法人の業務実績、自己評価の結果を十分ご確認していただきまして、

今後示します大臣評価に対しまして忌憚のないご意見をいただければと考えております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○香西課長補佐 引き続きまして、お手元にお配りしております配付資料のご確認をお願いします。

まず、議事次第、水産部会委員名簿、出席者名簿、座席表、配付資料一覧。次に、資料１、これは

水産部会の各項目の分担表をつけてあります。あと、資料２－１、２－２、２－３として３つ北方領

土問題に対する評価の資料をつけてございます。あと、資料３、それから、資料４－１、４－２、４

－３、４－３－１、４－３－２、４－３－３、４－４、それから、４－５については水産研究・教育

機構の評価に関する資料を添付してございます。最後に資料５、今後の予定を添付してございます。

あと、参考資料としまして１から７、これは農林水産省国立研究開発法人審議会に関する規定集、

それから、参考６、参考７については総務省から出されております独立行政法人の目標の策定に関す

る指針、それから評価に関する指針をつけてあります。

以上でありますが、過不足がございますでしょうか。ございましたら事務局までお願いいたします。

よろしいでしょうか。

本日の会議ですけれども、各法人からの事業実績及び自己評価結果の説明を行うことを考えており、

大臣評価案については、本日お示ししておりません。最後に説明いたしますが、後日、大臣評価案に

ついては郵送で各委員に送付いたしますので、よろしくお願いいたします。

なお、本日の議事についてですが、後日、議事録にまとめた後、その内容につきまして改めて委員

のご確認を得た上で、農林水産省のホームページにて公開いたしますので、ご了解をお願いいたしま

す。

本日、委員改選後初めての会議でございますので、まず、本水産部会の部会長の選出をお願いいた

します。お手元の参考１にあります農林水産省国立研究開発法人審議会令第５条第３項の規定では、

部会には、部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員を選出するとなっております。水産部会

における委員は足立委員と金子委員でありますので、どちらかの委員の立候補または推薦はございま

せんでしょうか。

○足立委員 引き続き金子先生にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○香西課長補佐 ただいま足立委員から金子委員の部会長推薦がありましたが、金子委員、いかがで

しょうか。

○金子委員 ２人しかおりませんので、仕方ないと思います。立候補させていただきます。



- 3 -

○香西課長補佐 ありがとうございます。

それでは、金子委員に部会長をお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。（拍手）

では、皆様の賛同を得ましたので、金子委員に部会長をお願いしたいと存じます。金子委員、部会

長席に移動をお願いします。

部会長が選任されましたので、金子部会長にこれからの議事を進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○金子部会長 ただいま部会長に選任されました金子でございます。引き続きよろしくお願いいたし

ます。なるべくめり張りのある議事進行に務めたいと思います。さっと行けるところはさっと行きま

すし、じっくり議論するところは時間をかけて議論するという形で議事を進めてまいりたいと思いま

すので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

それでは、早速議事に入りたいと思います。

まず、議題１の評価項目の分担について事務局より説明をお願いいたします。

○香西課長補佐 評価項目の分担について説明させていただきます。資料１をご覧ください。

水産研究・教育機構は平成28年度に統合し、新たに第４期中長期目標が作成されております。この

ため、各委員に分担してお願いしていた評価項目を見直す必要があります。資料の２ページにありま

すとおり、各委員の分野または評価書の分量等を勘案して、各委員の評価項目の分担を提案させてい

ただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

○金子部会長 ただいま提案のありました評価項目の分担につきましてご意見等ございましたらお願

いいたします。いかがでしょうか。

一覧表になっておりますけれども、それぞれの項目に委員、臨時委員、専門委員が振り分けられて

おりますが、委員の先生方、いかがでしょうか。

特段のご意見等がございませんので、評価項目の分担につきましては、原案どおり決定させていた

だきます。ありがとうございました。

○香西課長補佐 ありがとうございます。

○金子部会長 引き続き、議題２の北方領土問題対策協会の平成28事業年度業務実績及び第３期中期

目標期間業務実績見込みに関しまして、自己評価結果について北方領土問題対策協会より説明をお願

いいたします。

○久津摩専務理事 北方領土対策協会専務理事の久津摩と申します。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。恐縮ですが、座ってご説明させていただきたいと思います。

当協会は、北方領土問題等についての国民に対する啓発事業や四島交流事業等を行う一般業務と、

旧漁業権者や旧居住者等に対して、事業及び生活に必要な資金の融資を行う貸付業務の２つの業務を

運営しております。このうち貸付業務につきましては、農林水産省と内閣府の共管となっております。

貸付業務の内容について、まず簡単にお話しさせていただきたいと思います。

初めに、この貸付業務を始めた経緯でございますが、旧ソビエト連邦による占拠以来、元居住者や
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北方地域で漁業を営んでいた旧漁業権者は、北方四島に帰ることはもとより、その周辺漁場で自由に

漁業を営むことのできない状態が続いております。また、北方地域において旧漁業権法に基づく漁業

権または入居権を有していた方々については、本土においてとられた漁業制度改革に伴う漁業権の補

償措置を受けることができなかったために、本土内の旧漁業権者に比べて著しく不利な地位に置かれ

ております。こうした北方地域に関する特殊事情等に鑑み、昭和36年10月に北方地域旧漁業権者等に

対する特別措置に関する法律が制定されまして、こうした方々に対し、市場よりも低利な資金を融通

する貸付業務を開始した、こういう経緯にございます。

終戦当時、１万7,000人を超える日本人がそこに暮らしておりました。この人数には専用漁業権者も

含まれております。また、入漁権等に基づきまして2,000人を超える人々が周辺海域で漁業を営んでお

りましたが、長い年月の中で高齢化が進み、また、多くの方々が亡くなられております。こうした中、

平成８年には融資資格を元島民等の子または孫へ承継することを可能とする特措法の改正が議員立法

により行われました。さらに、平成18年の再びの改正によりまして、融資資格者となる元居住者の範

囲が拡大されるとともに、元居住者等が亡くなられている場合にも、子または孫への承継が可能とな

りました。

参考資料に記されておりますが、これまでの貸付実績でございます。資料２－３にございますが、

貸付実績の総額は本年３月末までに累計で２万1,651人、約452億円となっております。これは、ペー

ジ数は失礼しました。大変申しわけありません。ページは11ページになります。452億円、貸付決定額

が記されております。

続きまして、法人の自己評価についてご説明させていただきたいと思います。

自己評価につきましては、今年度は28年度の自己評価と、それから、第３期ですね。中期目標期間

が終わりましたので、第３期中期目標期間の自己評価、両方ございます。それで、こちらにつきまし

ては、ほとんど内容の重なっている部分が大多数でございますので、あわせて説明をさせていただけ

ればと思っております。資料２－２の中期目標期間のほう、こちらをベースにしながら両方について

ご説明をさせていただきたいというふうに思っております。

まず、こちらの資料で言いますと、一番下にあります３の評価でございますが、次の２ページに飛

びまして、まず、①が融資制度の周知ということになっております。計画などに記されている順番か

ら言いますと、①は融資制度の周知ということでございます。こちらにつきましては、当協会は第３

期中期目標及び中期計画等に従いまして、制度の効果的・効率的な利用を推進すべく、こちらに記さ

れておりますとおり、説明会や相談会の開催、リーフレットやダイレクトメールの送付、会議等の場

を利用した周知などさまざまな手段を通じまして、制度の利用と資格承継に関する周知徹底に努めて

まいりました。説明会等の開催状況や参加人数などについては、先ほどの資料２－３の５ページのほ

うに開催状況が記されております。

それから、ちょっと少し話が飛んで恐縮でございますが、⑥の融資業務研修会でございます。こち

らもちょっと類似した業務をやっておりますので、⑥については４ページですね。この自己評価結果
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で言いますと、最後の４ページに融資業務研修会について記しております。飛んで恐縮ですが、こち

らから先に説明させていただきたいと思います。

こちらにつきましては、この融資業務研修会は、元居住者等の方々で構成されます千島連盟の支部

長や啓発推進委員の方々に毎年お集まりいただきまして、資格承継を含みます融資制度やその運用全

般についてしっかりご説明をさせていただいているということでございます。こちらについては28年

度も当然開催をしております。質疑応答なども活発に行われております。こういったこと、①と⑥を

通じまして資格承継を含みます融資制度全般について理解、周知徹底を進めてきたということでござ

います。

その具体的成果としましては、利用や承継の実績ということになろうかと思います。これらについ

ては、経済情勢などさまざまな要因で左右されますので、数値で評価することは難しいということも

あって目標が設けられているわけではございません。しかし、参考までに申し上げますと、先ほどの

資料２－３の９ページのほうに28年度の状況、それからあと、累計が４ページのほうに……

○西村課長補佐 後ろについております。28年度の後に中期目標期間のものがありまして、それの４

ページになります。

○久津摩専務理事 ４ページですね。ごめんなさい。ありがとうございました。そちらの４ページの

ほうに25年度から28年度の累計が記されております。４年間の貸付金額は年平均で10億6,700万円であ

りました。そして、利用人数は年平均で365人でございます。前期の５年間、こちらの貸付金額が年平

均で約８億円、それから、利用人数は年平均で305人でありましたので、それと比べますと、平均で金

額は２億6,700万円、それから、人数は60人増加をしているということになっております。

それから、承継の実績につきましては、４年間の累計で生前承継が206人、死後承継が４年間ですと

60人となっております。そして、こちらについては、今の資料２－３の２ページのほうに最近の実績

が記されております。こちらについては、生前承継の制度と死後承継の制度、こちらの両方がござい

ますので、死後承継ができましたのは平成20年度、それから、生前承継ができましたのは平成８年度

でございますので、特に死後承継についてはなかなか比較は難しいんですが、生前承継につきまして

は、前５カ年の平均で45.4人ということで、今回の４年間の平均で51.5人となります。ですから、前

５カ年よりは６人増加しているということでございます。もっとも、これも旧島民の方々の年齢です

とか、さまざまな要因が影響しますので、一概に比較できる数字ではないと考えております。

以上のとおり、これらについては数値目標が定められているわけではございませんが、前期と比較

しまして、全体として見ますと利用は増加しており、承継も相当な進展が見られるということは言え

ると思います。

次に、先ほどの評価に戻りまして、資料２－２に戻りまして、２ページでございます。２ページの

②の関係金融機関との連携強化でございます。

「また」以下に記しておりますが、「また、必要に応じて」というところに記しております。失礼し

ました。資料２－２でございます。２－２に戻ります。
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○東海専門委員 ２－１じゃないんですか、今読み上げられているのは。

○久津摩専務理事 今回、28事業年度と中期目標期間と両方ありまして、中期目標期間を別に説明し

ておりますので、ちょっと中期目標期間のほうの２－２で説明させていただければと思います。いろ

いろ戻って恐縮でございます。それで、一応評価につきましては、この資料２－２がベース、２－１

もございますが、こちらを今回ベースに説明させていただいております。

それで、②の関係金融機関ということでございますが、「また、必要に応じて」と書いております。

こちらについても制度の円滑な利用を図るために中期計画に従いまして、各種の会議や打ち合わせを

開催するなどによりまして、委託金融機関等としての役割を果たしていただいている関係金融機関と

の連携強化を図っているところでございます。こちらについては、毎年同様に開催をしております。

それから、③が融資メニューの見直しのためのデータの分析・検証ということになります。ただ、

これはちょっと少し飛ばさせていただきまして、今後の話になりますので、③は少し飛ばさせていた

だきまして、④の融資の資格承継を説明させていただきたいと思います。

こちらについては下のあたりに書いてございますが、こちらについても中期計画などに従いまして、

所定の手続に沿ってしっかりと毎年審査をしております。これまで特段の問題を発生させたことはご

ざいません。

それから、次にもう一つ重要な指標のあるものですが、⑤のリスク債権の適正な管理です。２の一

番下のあたりから書いてございます。こちらについても、毎年その管理の強化に努めてきたところで

ございます。特に21年度からは、こちらの次の３ページにいきますが、４番目の段落あたりにござい

ますけれども、個人信用情報システムですね。真ん中あたり、４番目の下あたりに書いてございます

が、段落の下あたりに書いてございます。個人信用情報システム、こちらの活用を開始するなど改め

てその強化を図ってきたところでございます。その結果、リスク管理債権に関する指標は、各年度の

結果が下の以下25年度から３ページ、４ページにまたがって表が記されておりますけれども、４年間

全ての数値目標、これを達成しております。そして、その中でも特に一番重要なのが一番上にありま

すリスク管理債権の割合ですね、この指標でございます。これにつきましては、全国の預金取り扱い

機関の平均、これ以下に抑えるということでございます。以前はもっと高かったんですが、今現在は

４年度を見ていただきますとおり、全て目標を達成しているということでございます。それから、こ

ちらの数字につきましては、前の５カ年間の平均は2.11％でございました。この４年度の平均は1.42

となっております。かなり改善をしてきているというふうに考えております。といったことがこの表

の少し上あたりに記しております。

それから、⑦の法人資金の停止でございますが、こちらについては最後の４ページに記しておりま

す。こちらについては、平成18年度の行革本部決定等に基づきまして、これは取り決めておりまして、

平成20年度以降、取り扱いの停止をきちっと継続しているということでございます。

それから、⑧のその他でございますけれども、平成25年度の評価においてこちらのほうでご意見を

いただきましたことに基づきまして、平成27年度より漁業研修所を修学資金の対象機関に加えるとい
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うことにしており、これをずっと継続しているということでございます。

そして、最後にさっきちょっと飛ばしましたが、③の事業結果の分析・検証でございます。こちら

につきましては、今の２ページの真ん中あたりから記しております。事業結果の分析・検証について

はということで記しております。こちらに記しておりますとおり、近年の融資実績に関するデータに

つきまして、このような項目で集計をし、取りまとめを行っております。単に数字のデータだけでは

なく、いろんな関連する制度、それから、社会的な統計、いろいろな社会情勢の変化などなどこうい

ったものも、それから、利用者のニーズ・要望、こういったことも踏まえて分析・検証を行ったとこ

ろでございます。

そして、その結果としましては大きく２つの問題が洗い出されたということがございます。１つは、

先ほど融資は全体として見ると前期より増加していると述べました。しかし、一部大きく減少してい

るのがございまして、それが生活資金と言われているものと更生資金と言われているものでございま

す。

ちょっとこちらに私どものパンフレットがございますが、こちらが今の融資メニューということで

ございます。大きく分けまして、法律で事業と生活の安定を図るということにされておりますので、

大きく分けて事業と生活がございます。その中で、生活の中で住宅資金と修学資金を除きますと、住

宅資金、修学資金は特別で、こちらの利率はちょっと時々で変わりますので、この紙を挟んでおりま

すが、修学資金は無利息、住宅資金は0.87と低目になっており、更生資金、生活資金については3.0と

いうことになっております。

それで、こちらの生活資金、狭義の意味での生活資金ですね。ですから、狭義の生活資金と更生資

金のずっと金額が減っておりまして、今期の４年間で平均すると1,568万円でございました。前期は1,

900万円ぐらいだったんですが、昔は6,000万円代だったこともございます。そして、特に最近、28年

度でございますけれども、さらに減っておりまして、こちらについては、先ほどの資料に戻って恐縮

ですが、資料２－３の10ページのほうに記されておりますが、資料２－３の10ページの大きく分ける

と生活資金のところの直出しの「更生・生活」とあると思いますが、そこをずっといって貸し付け実

行のところを見ますと、更生が２件で100万円、生活が11件で500万円代と、そこまで昨年度は特に減

っているといったような状況が見られます。

そして、これは原因がいろいろ考えられるところでございますが、相対的な高利率化が主な原因で

はないかと考えております。といいますのは、これらの資金については、制度発足当初、昭和37年か

ら利率３％としてきたところでございますが、近年の全般的な低金利化のもと、ほかのさまざまな金

利が大幅に低下する中で、相対的な高利率化が生じている、そこに原因があるのではないかと考えて

いるところでございます。

それから、もう一つの問題点としましては、一部の利用目的について、現在の限度額では足りない

可能性があるということでございます。現在、郡部とか小都市などいわゆる田舎、特に北海道でござ

いますが、鉄道の廃止とかバス路線の縮小が進みまして、自動車が生活必需品となっている状況にあ
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ります。特に高齢の方々などにとっては非常に必要なものであるということでございます。そして、

この自動車については、現在、先ほどの更生資金と生活資金というのはございますが、通勤のためと

いう理由であれば120万円まで更生資金も借りることができます。しかし、通勤のためということでな

ければ生活資金ということでございまして、こちらは70万円ということに限度がなっております。現

在の乗用車の購入はもちろんもっと高い値段でございますので、70万円で普通の自動車は買えないと

いうことで、ニーズ・要望は非常に強いんでございますが、しかし、本当にこれまで数件ぐらいしか

借りられていないと。本当にほとんど借りることができていないという状況になっております。こう

いった貸付限度額、これも再検討を行う必要があるのではないかというふうに考えているところでご

ざいます。

そして、これはいずれもこの問題というのは狭義の生活資金、更生資金の問題でございます。この

２つの資金につきましては、現在利用が少なくなっているとは言いましても、こちらに書いてござい

ますとおり、特に生活資金ですね。医療費とか教育費とか、臨時的に生活維持に必要とする資金でご

ざいまして、法律で定められております旧島民の方々の事業と生活の安定を図るという目的に照らし

ますと、非常に重要性の高い資金であるということに変わりはないと思いますので、そのことも含め

まして、両資金につきまして利率、利用条件、金額の上限などにつきまして、両資金の再編も含めま

して再検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。

しかし、こういったことを踏まえまして、どのように融資メニューを改善していくかにつきまして

は、現在、事務的には幾つか選択肢を絞り込んでおりますが、今後、水産庁様、それから、内閣府様、

それから、もちろん財政当局であります財務省等と協議を行う必要がありますので、協議を進め年度

内のできるだけ早い時期に決定したいと考えているところでございます。

我々の４年間の実績、それから、昨年度の実績につきましては以上のとおりでございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。若干ややこしくて理解しづら

いところもあるかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○辻専門委員 評価ということで基本的なことなんですが、これは融資保証みたいなのはどうなって

いる、制度というか融資保証。例えばお金を借りて、連帯保証人とか書いてあるんですけれども、そ

れが履行できなかったというときに、漁業なんかの場合ですと融資保証制度といって、それを国がバ

ックアップしているんですけれども、そういう融資保証制度についてはどうなっておりますか。基本

的なことを教えてください。

○久津摩専務理事 保証は種類によってさまざまでございまして、基本は保証人をとっております。

それで、漁協などに転貸をする場合には漁協さんの組合長さんとかが保証人になっていただいており

ます。それで、保証制度、基本的には人の保証というのがあったり、それから、もちろん不動産の担

保をとることも住宅の融資などについてはございます。それ以外に民間のいわゆる保証協会というと
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ころにお願いはしているんですけれども、どうも件数が少なくて統計がないので、なかなか数字が出

せなくて、何度もお願いはしているんですけれども、そちらには入ることができなくて、ちょっとそ

の点は問題だとは思っておりますが、そういう状況でございます。

それから、国が保証というようなことではないです。国の保証というのはなくて、そのかわり法律

に従って低利で融通をしていると、そういうことでございまして、だから、一部に基金協会の保証を

つけることが可能なところもございます。しかし、基金協会ですね。それは普通の保証協会じゃない

ですよね。そうか、失礼しました。漁協さんを通じるものについては基金協会の保証はついていると

いうことでございます。失礼しました。すみません。

○辻専門委員 漁協の保証制度は我々よくわかっているんですが、そうじゃない方のあれがどうなの

かなということです。

○久津摩専務理事 ですから、ものによりけりなんですが、基本的には人の保証をとっていて、一般

的な銀行とかで貸しているときの保証協会はつけられていないのが現状でございます。そのかわり低

利ではあるということでございます。

○辻専門委員 そういう保証協会が制度的にないということですね。

○久津摩専務理事 それはないです。

○金子部会長 ほかにいかがでしょうか。

リスク管理債務の割合の平均が低いということで評価の対象になっているようですけれども、この

リスク管理債権の認定というのはどのような形で行われるものなんですか。

○久津摩専務理事 これはまさにリスク管理に当たる債権ですね。こちらについては、要するに３か

月以上延滞をしているというものをリスク管理債権に当たるというふうにしまして、その債権の割合

が全体の貸付残高に占める割合ということで計算しております。

○金子部会長 わかりました。

あと、更生資金、生活資金、車を買う場合、通勤だったら120万まで出るけれども、生活だったら70

万ということで、かなり実態に即していないということをおっしゃっていたように思うんですけれど

も、その辺の改善の見込みというのは今後あるんでしょうか。

○久津摩専務理事 それはこれから私どもで見直しをしていきまして、例えばこれを120万に生活資金

もするとか、その方向で改善をするように財務省とかに相談をして変えていきたいと思っております。

○金子部会長 ただ、無理して借りると、今度は不良債権になってしまうというところがあって、な

かなか難しいように思うんですけれども。

○久津摩専務理事 確かにそういう面も配慮しなくてはいけないと思っております。ただ、最近それ

が改善されてきておりますので、そこも踏まえて検討していきたいと思っております。

○金子部会長 ありがとうございます。

ほかに委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、これをもちまして北方領土問題対策協会の質疑を終了させていただきます。ありがとう



- 10 -

ございました。

○久津摩専務理事 どうもありがとうございました。

○金子部会長 それでは、ここで一旦休憩に入るということでよろしいでしょうか。

○香西課長補佐 一旦休憩に入らせていただきます。引き続いて水産研究・教育機構の説明をするの

ですけれども、まだ水産研究・教育機構のほうの委員等が参集していませんので、とりあえず30分ま

で、ちょっと長いんですけれども、中断させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。

○金子部会長 承知いたしました。

○香西課長補佐 よろしくお願いいたします。

○金子部会長 では、委員の方は少々おくつろぎください。

○香西課長補佐 ちょっと確認して、再開ができるようであれば、集まり次第再開させていただきま

す。

○金子部会長 では、余り遠くに行かないようにお願いします。

○香西課長補佐 お願いいたします。失礼します。

午後２時１０分 休憩

午後２時２１分 再開

○金子部会長 それでは、再開いたします。

議題３の水産研究・教育機構の評価の要領につきまして事務局より説明をお願いいたします。

○香西課長補佐 水産研究・教育機構の評価の要領についてご説明いたします。資料３をご覧くださ

い。

水産研究・教育機構は、平成28年度に統合し、新たに第４期中長期目標が作成されております。こ

のため評価を行うに当たり、新たな評価単位、あと、評価単位別のウエイトを設定する必要がありま

す。本年３月に水産庁長官通知として水産研究・教育機構のほうに評価の要領を通知してございます。

資料の３ページをご覧ください。

色塗りになった別表という部分でございます。この中で評価単位には○をつけてございますけれど

も、中長期目標の中項目を基本として評価単位を設定しております。ただし、研究開発業務について

は、重要性を考慮して小項目の重点研究課題を評価単位に設定しております。

あと、評価単位別のウエイトについてですけれども、これは各項目の重要性などを勘案し、大項目

第３については70％、第４については５％、第５については10％、第６については15％を配分してお

ります。研究開発業務を除く中項目については、項目の重要性を勘案して、それぞれに配分しており

ます。また、研究開発業務の小項目ですけれども、これについては項目の重要性、それらに投入して

いる予算、あと、人員等を勘案して配分しております。

以上です。

○金子部会長 ただいまの説明につきまして質問等ございましたらお願いいたします。

このウエイトというのは、全部足せば当然100になるわけですね。
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○香西課長補佐 当然100になります。

○金子部会長 水産大学校に関しては、人材育成業務というところに入るんですか。

○香西課長補佐 そういうことになります。

○金子部会長 ウエイトとしては12％ということですね。

○香西課長補佐 はい。

○金子部会長 委員の先生方、ご意見ございますでしょうか。

それでしたら、引き続きまして、議題４の水産研究・教育機構の平成28事業年度業務実績に関する

自己評価結果について水産研究・教育機構より説明をお願いいたします。

○遠藤理事 研究開発・評価担当理事の遠藤と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、水産研究・教育機構の業務実績と、それから、自己評価につきまして報告いたします。

本日のご報告の内容でございますけれども、このようになっております。中長期目標の記述とは若

干違って、研究開発の成果の最大化のところの３－２の実際の研究開発業務あるいは人材育成業務か

ら始めます。３－１の研究開発の成果の最大化の取り組みにつきましては、その後にご説明したいと

思います。

それでは、それぞれの項目に従いまして要点をスライドをもって説明させていただきます。

すみません。資料４－１に今回ご説明申し上げます資料が添付されておりますので、それをご参考

にしていただければと思います。

それでは、まず研究開発業務の重点研究課題１につきましてご説明させていただきます。先ほど申

し上げましたように、研究開発業務はこのように３点ございますけれども、それぞれが評価単位とな

っておりますので、このことをまずはご説明させていただいた後に自己評価についてご説明をすると

いうようなことでやっていきたいと思います。

重点課題１につきましては、２つの研究課題がございまして、１つ目は資源評価と管理手法の高度

化のための研究開発ということでございまして、それから、この結果は国等によります資源管理等に

活用されるというふうになります。それから、２つ目の課題は地球規模での気候変動あるいは海洋環

境の変化に伴います資源の分布や移動あるいは資源量の変動、これを明らかにするための研究開発で

ございまして、このような取り組みによりまして、我々としては気候変動にも対応した精度の高い資

源評価・資源管理の高度化あるいは漁海況予測の精度の向上を図っていきたいと思っております。

このスライドはちょっと細かくてあれですけれども、実はこれ重点課題１の５年間のロードマップ

ですね、今期の中長期の期間のロードマップを示したものでございます。研究課題ごとに分けて示し

たものでございますけれども、最終的な目標達成に向けまして、毎年の研究開発の進展に基づきまし

て内容をだんだんと進化させ、発展させていくということで考えております。それで、５年後には最

終的な目標の達成を目指すということにしております。

このスライドは、今回の評価対象になっております28年度の計画と主な研究成果についてのスライ

ドでございます。これにつきまして若干ご説明いたします。
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まず、資源評価、それから、資源評価手法高度化に向けた知見あるいはデータの整備につきまして

は、太平洋クロマグロの資源評価精度向上を達成したということが成果として挙げられます。これは

後ほど詳細に説明させていただきます。それからまた、新たにキンメダイ太平洋系群などにつきまし

てコホート解析による資源評価を実施いたしました。あるいは人工衛星による夜間光データを活用し

た漁業実態分析をしたということでございます。

それから、２つ目の高次海洋生態系モデルの構築の検討につきましては、天皇海山などの５海域を

モデル海域に選定して必要なデータを収集し、生態系モデル構築を推進しているところでございます。

それから、３番目の混獲生物の分布特性と混獲の関係の調査につきましては、ワタリアホウドリ、

これが南半球で混獲リスクの高い種であるということが判明いたしました。

それから、４番目でございますけれども、環境変動影響データの収集整理につきましては、いろい

ろな魚種につきまして種組成や生物特性等の変動データを収集整理しまして、気候変動等を考慮した

評価管理手法を今検討しているところでございます。

それから、最後の５番目の生態系サービス利用と保全のレビュー実施、水産物推奨リストの試行に

つきましては、報道等でご存じの方もいると思いますけれども、一般の消費者向けに水産物の持続的

な利用の啓蒙ということも含めまして、今、ＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクトというものを立ち上げており

ますが、それにつきましてテスト評価の実施を行っております。

それから、２つ目の課題の気候変動を考慮した漁場の形成等々につきます研究開発につきましては、

１つ目の課題といたしまして、主要資源の生息環境データの整備というのがございまして、それにつ

きましては、親潮流量の長期変動解析を行いまして、近年流量が減少しているということ、それから、

道東沖の動物プランクトンの現存量は2014年以降減少傾向にあるということがわかってきております。

それから、２つ目、小型浮魚の温暖化予測実験につきましては、温暖化によりまして三陸から道東

沖のマサバ、マイワシ漁場が１か月間早期化するというようなこと、それから、漁場は長期化すると

いうようなことの予測が出されております。

それから、最後になりますけれども、黒潮流路の予測精度の向上につきましては、野島崎沖の黒潮

流路の予測精度の向上を図ってきております。

先ほど詳細に説明いたしますと申し上げましたけれども、まず、太平洋クロマグロの資源評価の精

度向上でございます。これが我々としては特筆すべき成果の一つかと思っております。

もう既にご存じだと思いますけれども、太平洋クロマグロ、これの資源回復に向けて世界的な議論

が進行しているところでございまして、非常に注目を集めているところでございますけれども、全て

の関係者が納得できるような資源管理措置を導入するためには、精度の高い資源評価をできることが

必要となっているということでございまして、この課題の背景には、2014年に実施された資源評価に

おいて、こういった幾つかの問題が指摘されたということがあります。これらを解決すべく資源評価

の改善に取り組んだわけでございますけれども、いろんなバロメーターを改善しながらこういうサイ

クルに従っていろいろと何回も資源評価を行いながら改善をしていったということでございます。
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その過程で日本のはえ縄漁業に新たなＣＰＵＥ標準化モデルを導入しました。それから、日本と台

湾のはえ縄ＣＰＵＥで見られたトレンドの不一致については、これを解消することができました。ま

た、耳石を用いて解析した成長式を改善することができたということも挙げられると思います。この

改善によりまして、資源水準推定等の信頼性が向上しまして、資源の適切な管理と持続的な利用に向

けて、より確からしい科学的助言を提供することが可能となったと考えております。今後予想されま

す中長期的な管理措置の検討などにも向けて有用な知見を提供できるものと考えております。

このような今までご説明申し上げました昨年度１年間の研究開発の結果、主なアウトカムといたし

ましては、我々としましては、ここにありますとおり、まずは我が国周辺の水産資源につきまして50

魚種84系群の資源評価を実施しまして、水産庁にご報告申し上げている。その結果、ＴＡＣの設定等

への科学的根拠を提供して、国の施策の推進に貢献したと考えております。

それから、国際水産資源につきましては、各地域漁業管理機関に参加しまして、科学的議論に積極

的に貢献したと考えております。特に先ほど申し上げた太平洋クロマグロのほか、ミナミマグロにつ

きましては、昨年、2018年からの漁獲枠の拡大を実現することができたというふうに考えております

し、北太平洋漁業委員会、ＮＰＦＣではサンマ、マサバの調査・研究実績をもとに議論をリードでき

たというふうに考えております。

それから、３番目でございますけれども、漁海況予報につきましては、長期漁海況予報を着実に実

施しまして、特に不漁が予測されましたサンマ、スルメイカにつきましては、記者レクあるいは主要

港で説明するということも行いまして、漁業者の皆様方、それから、加工業者の皆様方によく理解し

ていただいて、漁場の選定あるいは生鮮・加工原料の調達のための情報として活用いただいたという

ふうに考えております。

その結果として我々としてどのように評価をするかということでございますけれども、今回は評価

軸というものが設定されておりまして、それについてどのように対応されたかということを見ており

ますけれども、評価軸としまして、１つ目は国の施策・社会的ニーズにどのように貢献したかという

ことでございますが、先ほど申し上げましたように、資源評価のための科学的な根拠を提供したとい

うこと、それから、国際資源に対してもいろいろと科学的な議論に参加して貢献し、国際的な資源管

理にも大きく貢献したということ、それから、もう一つはクロマグロの加入量モニタリング、これに

つきましては、加入量速報の着実な実施を図ったということがあると思います。

それから、２つ目の評価軸、実用化・研究進展へどのように寄与したかということでございますけ

れども、まずはいろいろなキンメダイ等新たな魚種でコホート解析の実用化を図り、資源評価に寄与

しているということ、それから、ＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクトの開始によりまして水産物推奨リストを

作成し、これを発信しようということで今進めているところでございます。それから、ロードマップ

に沿った研究開発を着実に実施しているということ、それから、査読つきの研究論文等につきまして

も発表しておりまして、アカデミアへの積極的な情報発信を行ったということでございます。

それから、評価軸の３につきましては、これは産業・経済活動への貢献があるのかどうかというこ
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とでございますが、ＴＡＣを設定する、あるいは国際資源の漁獲割当量を確保することによりまして、

我が国水産業の活性化、維持を図っていくということ、それから、資源評価会議におきまして一般の

方の傍聴を受け入れたり、あるいは評価結果を公表して説明をすることによりまして、漁業者の方々

の重要な情報として活用されているということ、それは漁海況予測も同じでございますけれども、こ

ういったことで有用な情報が産業界、経済界にも活用されたと考えております。

このような結果でございますが、我々といたしましては、研究開発成果の最大化に向けた成果が得

られたとともに、将来的な成果の創出の期待感が認められ、着実な業務運営がなされたというふうに

判断しておりまして、Ｂ評価といたしております。

続きまして、重点研究課題２につきまして、伊藤理事のほうからでよろしいですね。続けて説明い

ただきます。

○伊藤理事 研究開発担当理事の伊藤でございます。よろしくお願いします。

重点研究課題２について私からご説明いたします。

この課題は、目標としましてはタイトルと同じように水産業の健全な発展と安全な水産物の安定供

給ということを目指して、６つの研究課題を設定、実施しています。詳しく言いますと、１つが沿岸

域における漁場保全と水産資源造成のための開発、内水面の振興とさけます資源の維持・管理のため

の研究開発、養殖業の発展のための研究開発、漁船漁業の安全性確保と持続的な発展のための研究開

発、漁業インフラ整備のための研究開発、６つ目が水産物の安全・安心と輸出促進を含めた新たな利

用のための研究開発でございます。これを実施することによって、目標に向かって進んでいくという

ことでございます。

重点課題２につきましても、中長期期間中の達成目標に向けて年度ごとのロードマップを各研究課

題ごとに設定しております。

４、５、６のそれぞれの研究課題ごとにロードマップを設定して、中長期期間中の達成目標を達成

しようとしているものでございます。

それで、28年度のロードマップにある項目についてどのような主要な研究成果が得られたかという

ことをかいつまんで説明いたしますと、まず、２－（１）沿岸域の保全と資源造成の課題では、重要

魚介類の生息環境、生態調査を行い、これを進めることによりまして有明海のタイラギですけれども、

タイラギは発育段階ごとに貧酸素耐性が異なる、すなわちこれまで１歳のタイラギは貧酸素に強いと

言われていましたけれども、ゼロ歳貝とか２歳貝はそれに比べて低酸素耐性が非常に低いということ

がわかって、発育段階ごとに調べなきゃだめだということがわかりました。また、ナミハタというサ

ンゴ礁域の魚の産卵生態を調べまして、産卵場の選択には潮流が深く関与しているということを突き

とめました。

２番目、漁場環境に関する知見の整理ということでは、長崎県ですけれども、長崎県の地先におき

まして、構造物の位置と漁獲データの関係を整理しまして、地理情報システム、ＧＩＳによるデータ

ベース化を進めました。
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有害生物・有害化合物についてですけれども、モニタリング調査を行いまして、2016年９月に八代

海で発生したシャトネラ赤潮、これが気温の急降下による鉛直混合が表層に栄養塩を供給し、その後

の小潮と高日照による成層形成が赤潮につながったようだということを解明いたしました。

２番目の内水面、さけますですけれども、ウナギの回遊経路の検討等の課題につきまして、これに

ついては、まずウナギの回遊経路につきましては後ほど詳しく説明いたします。また、渓流魚種苗の

育成放流手法におきましては、竹束というものを設置することによってアオサギによる捕食圧が軽減

されて、放流魚の生残が向上するということを確認しました。また、外来魚駆除の課題におきまして

は、那珂川のコクチバス分布域を把握しまして、成魚駆除に餌釣りが効果的だということがわかりま

した。

さけますの標識放流・再捕、既存のデータ整理では、こういったことを実施しまして、石狩川の199

8年級以降の河川捕獲数を再検討、再推定いたしました。それによりますと、回帰の悪い年級では、降

海後の沿岸域での出現状況が特異的であるということがわかりました。この特異的というのは、通常5.

9から8.9の水温時期に多くが認められるんですけれども、稚魚が見られるんですけれども、回帰の悪

い年級群をさかのぼって見ますと、その水温帯での稚魚の出現が低かったということです。また、斜

里川から放流された後期群は、漁期全般にわたって漁獲されて漁業に貢献しているということがわか

りました。

養殖業の発展のための研究ですけれども、大型水槽でのクロマグロ早期採卵の技術、これを検討し

まして、水温及び光条件の制御によって一部の個体で成熟が進行することが観察されました。

２つ目の外洋におけるウナギ仔魚の生態情報の収集ですけれども、外洋で捕獲したウナギ仔魚の消

化管内に浮遊懸濁物が存在していることがわかりました。

優良品種の効果的な選抜方法におきましては、ノリの高水温選抜において、共生細菌、これを活用

して共生細菌と同居させてインキュベーションすることによって育種効率が高まる、高水温耐性を有

する育種素材の開発が効率化するということがわかりました。

４つ目、病原体モニタリングですけれども、北海道の10河川におきまして、その他増養殖対象魚種

におきましてモニタリングを実施しております。また、アクアレオウイルス感染症の診断法を開発し

たと、これについては後ほどまた説明いたします。

低魚粉飼料の開発と実用化につきましては、超低魚粉で選抜したニジマスＦ１稚魚に魚粉飼料及び

超低魚粉飼料を給餌したところ、いずれの対照群より成長や飼料効率がすぐれ、選抜効果があるとい

うことが確認されました。

４番目の課題、漁船漁業の安全確保と持続的な発展の研究課題ですけれども、漁船の省エネや安全

性評価、各地の漁業における労働環境に関する情報を収集しまして、転覆沈没事故、この実態把握に

よって安全性が低い旧型船が稼働していることが確認されました。また、高船齢まき網漁船を対象に

設計図等を収集しました。また、船びき網漁業、カキ養殖漁業の労働環境に関する情報を整理・収集

し、調査方法や調査体制を確立いたしました。
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放置漁具に関しましては、放置漁具、これをサイドスキャンソナーによりまして探索調査をし、エ

コーグラムを利用して漁具の場所や種類の識別を行う手法を開発いたしました。

５つ目の課題、漁業インフラに関する課題ですけれども、津波に対する防波堤強化、耐震設計です。

防波堤の上部に構造を付加することによって、津波が防波堤を越流する際、背後のブロックに与える

影響が軽減するということを水理実験で確認いたしました。

漁港施設の診断の部分ですけれども、機能診断のための測定・解析法に関する室内実験と現地調査

を実施し、地方自治体に適した診断スキームについて検討いたしました。

６つ目の水産物の安心・安全の課題です。下痢性貝毒標準物質の頒布体制の確立、これにつきまし

ては、後ほどまた詳しく説明いたします。

近赤外線法による可食部の脂肪・脂肪酸データの蓄積におきましては、サバ類を対象材料としまし

て、近赤外線分光データ、可食部の脂質及び脂質含量のデータを収集いたしまして、今後、機械によ

って定量的に評価する手法に発展できるようなデータを収集しました。

風評被害抑止のための消費者分析につきましては、消費者評価分析によりまして、消費者の特徴を

把握いたしました。それによりますと、水産物の風評に左右されにくい消費者の特徴としましては、

男性であり高齢者、子供のいない世帯で、水産物の購入頻度が高く内食頻度が高い人たちが余り左右

されにくい層だということがわかりました。

特筆成果の一つで、ニホンウナギの来遊予測に関する研究開発について説明いたします。

外洋で生まれる、これは日本で、この辺でウナギは産卵し、北赤道海流に乗って黒潮に乗りかえて

日本近海に来ると言われております。この来遊予測をするためには、この産卵場から日本までの海の

物理的構造であるとか、その変容状況等、海の環境を調べる必要がございます。

我々のこれまでの調査によりますと、この北赤道海流に沿ってウナギの仔魚が観察、採集されると

いうことがありませんでした。そこで、ここよりも上のところに渦の構造があるんですけれども、こ

ういったところの渦によって運ばれて黒潮域まで到達するのではないかという仮説をもとに集中的に

調査をしたところ、こういったところ、北赤道海流沿いの上ではなくて、その上にある低気圧性の渦

のところに仔魚が分布しているということを確認いたしました。

そのところの海洋の分析をいたしますと、仔魚がとれたところにおきまして溶存酸素が高いところ、

こういったものが確認されまして、低気圧性の中規模渦の周辺に仔魚が分布すること、これが成長や

生残に有利に働いている可能性を示唆いたしました。また、この渦に取り込まれて近づけないんじゃ

ないかということなんですけれども、これは時系列的に調査したものですけれども、こういった形の

渦状の周辺部で採集されるウナギ仔魚は、その渦に沿ってしばらくたった後、より西方の渦状に観察

されて、この渦に乗って西に運ばれてきているということを確認いたしました。このようにウナギ仔

魚の移動経路をほぼ特定することができたことから、今後の来遊予測に大きく前進が図れたものと考

えております。

アクアレオウイルス感染症の診断法の開発です。
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近年ですけれども、複数というか多くのヒラメの種苗生産施設でこの感染症が発生して、稚魚期に

全滅が起こるというような問題が起きておりました。そこで、この疾病の対策を講じるため、診断法

の開発、感染経路の特定、消毒条件の検討等を行いました。

まず、分離培養法からこういったウイルスは進めていかなければいけないんですけれども、まず、

培養法を検討して培養ができるようになって、ウイルスを生成することができるようになりました。

また、ＥＬＩＳＡ検査によってウイルスの感染履歴、感染したことがあるかどうかということを調べ

ることができるようになりました。また、疫学調査をすることによりまして、感染源は種苗生産に用

いた親魚であるということが判明いたしました。また、天然ヒラメもこのウイルスを保有していると

いうことを確認いたしました。さらに、消毒条件ですけれども、電解海水であれば１分間この濃度で、

ＵＶであればこの条件、次亜塩素ナトリウムであればこの条件、エタノールであればこの条件でこの

ウイルスは不活化するという消毒条件を把握いたしました。

この結果につきましては、関係会議で都道府県とウイルスの感染経路について情報共有するととも

に、この疾病の診断方法に関する実技講習等を行って、本疾病の防除や防疫に貢献しているところで

ございます。

下痢性貝毒の認証標準品頒布体制の構築です。

ご存じのように、貝類は貝毒が問題になっておりまして、これまではマウス法というマウスを使っ

た毒性試験が行われてきましたけれども、下痢性貝毒では新たな検査法、機器分析が公的に認められ

て、その標準物質の需要が高まってきて、その安定供給が必要だと。この標準物質は、現在のところ

カナダの研究機関が生産・販売してはいるんですけれども、価格が高いということ、在庫切れがある

というようなことから、食料の安全保障上、国内産の標準物質の必要性が高まったわけです。

そこで、まず、毒性成分を非常に多く集めるということが必要で、国内の沿岸から有毒藻類、プロ

ロセントラム・リマの500株以上を管理して毒の生産能を調べ、世界の一、二の毒を生産する株を発見

し、それらを安定的に培養する技術を確立いたしました。それによって毒の生産効率が非常に高まっ

たということで、標準品が作れるようになったわけですけれども、ここに示しましたものが国内で初

となる貝毒認証標準物質の写真でございます。この標準物質は国際標準物質としてどの国でも利用で

きるものでありまして、現在市販されている貝毒標準物質の中では最も信頼できるものと思っていま

す。また、この機器分析の導入により、青森県では下痢性貝毒による出荷規制がなくなって、生産高

の増加に貢献したということで、感謝状ももらっているところでございます。

アウトカムでございますけれども、この標準物質が市販されたことを受けまして、厚生労働省は201

7年４月から下痢性貝毒公定法を機器分析だけとしまして、マウス法を廃止するという通知が発出され

ました。

主要なアウトカムについて説明いたします。

まず、１つ目としまして、カレニアやシャトネラなどの赤潮原因種のＬＡＭＰ法による検出キット

を実用化し、販売、提供を開始いたしました。各地域の漁業現場での赤潮影響予測の向上に役立てる
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べく普及を図っていくということであります。

さけますの来遊状況につきまして、秋サケの回帰情報を機構のホームページで公開し、種卵の確保

見込みや種卵の調整に貢献しているところでございます。

特定疾病の技術講習会などを実施し、また、マニュアルを作って現場への診断技術の普及を行って

おります。

また、イカ釣り業界でＬＥＤ漁灯に換装した漁船での実装業が開始されております。

また、漁港施設の簡易機能診断技術のマニュアル化、これをマニュアル化して普及するということ

ですけれども、２つのマニュアル、漁港施設における機械インピーダンス法を用いたコンクリート強

度推定運用マニュアルというものと漁港施設における表面Ｐ波法による簡易老朽化診断手法の適用マ

ニュアルというものの作成、改定にこの簡易診断技術が活用され、反映されて、普及されております。

下痢性貝毒につきましては、先ほど説明したとおり、青森では出荷規制がなく、ホタテガイの養殖

生産量が増加いたしました。

この重点研究課題２の評価軸ですけれども、先ほどの重点１とはちょっと順番が違っております。

評価軸１が産業・経済活動への貢献、２番目が国施策・社会ニーズとの適合、評価軸３が実用化・研

究進展への寄与ということでございます。

社会・経済活動への貢献につきましては、今説明しました赤潮プランクトン同定キットの実用化、

下痢性貝毒の標準物質の開発など、安全・安心について着実に成果を創出していると考えております。

魚病耐性家系の作出などを行いまして、養殖産業の活性化や水産物の安定供給につながる成果を着

実に創出しているところでございます。また、まき網漁業の網目合の違い、こういったものを使って

小型魚の逃避効果の検証、また、イカ釣り漁船へのＬＥＤ漁灯導入など省エネや資源保護、収益向上

につながる成果を着実に創出しております。

評価軸２あるいは評価軸３につきましても、評価表にありますとおり、着実に国の施策に適合した

もの、社会ニーズに適応した成果を出しているところでございます。評価軸３につきましても、論文

公表等を着実に行って、外部資金の獲得などにも貢献しております。

このように適正、効果的かつ効率的な業務運営のもとで研究成果の最大化に向けて、成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされていますので、この重点課題２に

つきましても自己評価ランクはＢといたしました。

○遠藤理事 続きまして、重点研究課題３につきまして、私、遠藤のほうからまた説明させていただ

きます。

重点研究課題３は海洋・生態系モニタリングと次世代水産業のための基盤研究ということでござい

ますが、その内容は２つの項目がございまして、海洋・生態系のモニタリングとそれらの高度化、遺

伝資源を含む標本の収集保存、活用といった研究開発の共通基盤となる研究開発、それから、もう一

つは次世代水産業及び他分野技術の水産業への応用のための基盤的研究開発ということでございます。

いずれも基盤的な研究開発というものでございます。
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これもロードマップでございますけれども、これら２つの研究課題につきまして、５カ年の中長期

計画の中でロードマップに従って進めてまいりますが、各年の成果に基づきまして進化させていって、

５年後には最終的な目標を達成するということにしたいと考えております。

ロードマップ上、28年度の計画に対します主要な研究開発成果についてご説明いたします。

研究課題の３－（１）では、海洋・生態系モニタリングの拡充・高度化のための要素技術の開発を

進めておりますけれども、日本海におきまして、佐渡沖観測定点を新たに設定しまして観測を始めて

おりますし、大陸棚斜面域まで探査できる低周波広帯域送受信器、いわゆる次世代魚探というもので

ございますけれども、これを設計しました。それから、水中グライダーによりまして、ある一定のと

ころ、定点で連続調査ができるというような手法を開発いたしました。それから、ドローンを用いま

して、藻場・干潟の調査手法を開発いたしました。それから、重要種につきましては、放射性物質の

影響調査を実施しております。

それから、データの統合及び海況予測システムの高度化につきましては、太平洋側を中心とした海

況の予測システムでありますＦＲＡ－ＲＯＭＳというのがございますけれども、これを日本海に適用

するための検証作業を実施しまして、改良点などを明らかにしてきております。

それから、３番目の環境調査データの収集と管理開始に関しましては、現在、各研究所からのデー

タ収集を開始しておりまして、管理書式を検討しているところでございます。

４番目の標本・遺伝資源等の試資料の整備等につきましては、遺伝資源、標本の収集・評価・管理

を継続しておりますし、あと、ブリの精子の大量凍結保存法を開発しまして、大型海産魚の保存技術

として有効であるということを確認してきております。

それから、３－（２）でございますけれども、次世代水産業及び他分野技術の水産業への応用とい

うことでございますが、まず、１点目のオーミクス情報等の収集でございますけれども、これを開始

しまして、オーミクス技術によります環境診断技術開発として、環境中の電位を指標としまして、養

殖漁場、これの環境を評価する手法を開発してきております。これにつきましては、また後ほど詳し

く説明させていただきます。

それから、気候変動の影響把握に関しましては、リアルタイムの急潮予測システムから急潮発生過

程を解明しまして、能登半島の東岸におけます急潮発生過程を解明してきております。それから、海

洋表層の二酸化炭素とか栄養塩濃度、こういったモニタリングを行いまして、国際データベースを通

じてデータを公表してきております。

３番目の飼育技術等の要素技術等の検討につきましては、初期餌料培養作業の動画を撮影いたしま

して、これのアーカイブ化を進めております。それから、衝突回避操船技術を学んだＡＩ搭載の漁船

を用いまして、この実験をしたわけでございますが、その有効性を検証しております。さらに、北海

道北部海域で海中ロボットによりますフィールド調査を行いまして、ズワイガニあるいはキチジ等が

海中ロボットを用いた観測調査に適しているということを確認してきております。

それから、４番目の次世代水産業基盤技術情報収集では、水素燃料電池漁船導入のための基礎的な
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知見を収集しております。

重要研究課題３の主要な研究でございますが、これは１つの特筆すべき研究の成果となっておりま

すが、環境中の電位を指標としまして、養殖漁場環境の健全性評価手法を開発したということでござ

います。

まず、この研究の背景でございますけれども、海底では多様な微生物の集合体であります微生物叢、

マイクロバイオームというのがありますが、これが有機物を分解して環境を一定に保っているという

ことでございますが、過剰な給餌などで微生物叢が変化しますと、養殖場としての環境が悪化すると

いうことがわかってございます。このような状況を改善する必要があると考えておりまして、我々と

しましては、理化学研究所との共同でございますけれども、微生物叢等の海底の泥環境のさまざまな

バロメーターを表現する酸化還元電位と呼んでおりますけれども、これを計測しまして、海底泥の環

境の健全性評価技術を開発するということを目指しました。

それで、まずはこういった海底の環境を模した装置を設計しまして、環境電位のリアルタイム計測

技術を設計しました。その結果、いろんな実験をしたわけでございますけれども、実験結果は右側に

ございますが、まず、投餌料の違いによって電位がもう一定程度から戻らない場合もありますし、戻

る場合もあるということがわかったということでございます。それから、こちらの下のほうは、いろ

いろな違う場所の泥を持ってきて実験したわけでございますけれども、それによって違う動きがある

ということがわかりました。

こういった結果がわかりましたので、まずは底質環境を損なわないような給餌量を実験的に把握す

ることができたということで、これを漁場に応用していくことによりまして、適切な給餌量によって

漁場環境を保全するということができるんじゃないかと思っていますし、一方で、餌料コストの削減

にもつながるということが期待できるのではないかというふうに考えております。それから、底質の

違いによりまして有機物の負荷に対する自浄作用に違いがあるということでございますので、これは

養殖場の適地選定に利用することができるだろうというふうに考えております。

なお、この課題につきましては、開発された技術は理化学研究所とともに共同で特許出願をしてい

るという状況でございます。

重要研究課題の主なアウトカムでございますが、まずは放射性物質に関します研究成果をメディア、

パンフレット等を通じて公表しておりまして、水産物の安全性の理解向上に貢献しているというふう

に考えております。成果の一部は輸出規制の解除のための交渉にも活用されておりまして、一部規制

解除につながっているということもございました。

それから、２つ目は、各種保存標本や遺伝資源、こういったものが研究材料として用いられており

まして、科学的成果の創出につながっているというふうに思います。

それから、３番目でございますけれども、能登半島東岸におけます急潮発生過程に関する情報が石

川県の急潮予測精度の向上に貢献したということでございます。

それから、４番目でございますけれども、海洋表層の二酸化炭素あるいは栄養塩等のモニタリング
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データは、それぞれ国際データベースに収録・公開されておりまして、世界規模で利用されておりま

す。

こういった結果あるいはアウトカムを踏まえまして、我々としてはこういった評価をしております。

評価軸としましては、将来に向けた研究テーマがしっかり設定されているかというような評価軸ある

いは実用化・研究進展への寄与がされているかどうか、あるいは国・地方の事業での有効活用がされ

ているかどうかというようなことでございますけれども、まず評価軸１につきましては、地球温暖化

あるいは放射性物質の調査や海中ロボットによりまして漁場調査の設計と手法を検討するなど、チャ

レンジングな研究開発にも着手しているというふうに我々は認識しております。産業の将来ニーズ等

を適切に反映した成果を創出しているというふうに考えております。それから、２つ目でございます

けれども、ロードマップにつきましては、28年度の計画をきちんと達成してきているというふうに考

えております。

それから、評価軸２でございますけれども、国際的に関心の高い気候変動とか放射性物質の挙動に

関する研究では、科学的に信頼度の高い成果を公表してきております。気候変動に関する研究の成果

は国際データベースに取り込まれておりますし、十分活用されているというふうに認識しております。

それから、成果の実用化、学術上の進展にも寄与してきておりまして、クロマグロ遺伝子情報あるい

は遺伝資源であるワムシなどを機構内の重点研究課題、ほかの課題に関する研究のために受け渡しま

して、こういった研究開発の進展にも寄与してきているというふうに考えております。

評価軸３でございますが、これにつきましては、放射能汚染に関する正確な知見あるいは放射性物

質による日本水産物の輸出規制の解除のための交渉に活用されてきておりまして、規制解除につなが

るなど復興政策、風評被害対策に貢献してきているというふうに認識しております。それから、遺伝

資源につきましては、県水試等へ88件配布しております。こういったことで、国、地方の事業に有効

に活用されているというふうに考えていますし、海中ロボットによる調査につきましては、今後の水

産資源評価調査等の国の事業に有効に活用されてきているというふうに考えております。

以上のように、研究開発成果の最大化に向けて、成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認め

られると認識しておりまして、総合評価はＢというふうにさせていただいております。

ここまでが研究開発業務でございますが、引き続きまして、人材育成業務につきまして鷲尾代表の

ほうから。

○鷲尾理事 では、人材育成業務に関しまして、理事で水産大学校代表を務めております鷲尾のほう

から報告させていただきます。

人材育成業務としては、冒頭ありましたように12％のウエイトをつけられているところですけれど

も、水産大学校としては、この後にあります研究開発成果の最大化への寄与あるいは業務運営の効率

化等もかかわっておりますので、主要業務についてここで触れさせていただきたいと思います。

人材育成業務としまして12％の中の内訳でありますけれども、６つの項目を挙げて、それぞれウエ

イトづけをしております。特に教育に40％のウエイトと大きな比重を置いているところです。
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評価の視点としては、水産業を担う中核的な人材を育成する教育が持続的に行われているかという

点を挙げております。また、定量的指標としては、水産業及びその関連分野へ就職割合が75％以上確

保しているか、また、海技士養成では２級海技士免許筆記試験受験者の合格率80％を確保しているか

という点が挙げられております。

まず、１番目の課題であります教育機関としての認定の維持でありますけれども、本校は農水省所

管で設立されておりまして、文科省所管ではございませんので、大学改革支援学位授与機構というと

ころがありまして、そこの認定を受けております。平成27年２月から５カ年の認定を受け、シラバス

の改善等を通じて教育水準を確保しているところであります。

そして、技術者養成としてのＪＡＢＥＥ認定も27年３月から６カ年の認定を受けておりまして、こ

の中で技術者倫理の授業等において問題解決型の教育を強化しているところであります。

それから、船員養成に関しまして、船舶養成施設というのを国土交通省の認定を受けておりまして、

最近ではＳＴＣＷ条約改正等の制度変更に的確に対応しておること、そして、練習船の天鷹丸が船齢3

0年と老朽化してまいりましたので、その代船建造に着手し、この３月３日に進水式を行っておりまし

て、船舶養成施設としての登録を維持しているところであります。

２番目の教育に関するところですが、本校は５つの学科で水産業界全般にわたる教育を展開してお

りますが、まず、低学年からの動機づけ教育のほか、入試において一般入試以外に推薦入試等を設け、

水産高校等からの入学者を確保するということを進めておりますので、高校時代の教育の差があるこ

とからリメディアル教育、補習教育を充実し、入学への接続を図っております。また、実学を重視し

た教育で、さまざまな実習、練習船による実習等も加味し、ＳＥＡＦＤＥＣとの国際共同調査等も実

施しております。

現在、一学年の定員が185名のところ、この春の入学生が208名ということです。そして、各学年の

定員充足率を見ますと、大体200名以上で858名、定員740名のところ115％の充足率となっております。

専攻科、これは海技士養成の１年の課程ですけれども、定員50名、これは乗船定員の限界があります

ので、これ以上合格を出すわけにはいきません。そして、実質の実員としては47名を数えております。

水産学研究科、これは大学院の修士課程に相当しますが、ひと学年10名のところ、定員20名のところ2

1名の実員を確保しております。

専攻科におきまして、数値目標であります２級海技士免許の80％以上の合格率ということですが、8

3.3％を達成しております。そして、さらに上級の海技士ということで１級海技士試験の合格者も12名

を数えております。専攻科の教育の中で水産系海技士ということで、社会的視点も育てる意味で熊本

地震に際しましては、耕洋丸にて復興支援活動にも参加しております。

研究科は修士課程ですけれども、冒頭申しましたように、学位授与機構の審査を受けて学位を得る

ということで、専門的な研究を進めるとともに、国際的な研究能力を高めるため、連携しております

上海海洋大学あるいは釜慶大学校との学術交流において英語でのプレゼンテーションを実施するなど

教育に工夫を凝らしているところであります。
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これは３番目の課題の研究ですけれども、教育対応研究ということで、各学科の授業に即した研究

課題を取り上げ、それらの研究成果をもとに授業を改善し、実習や卒業研究等に反映しているところ

であります。また、行政・産業・地域などのニーズに対応する研究活動として、さまざまな委員会等

に参加し、出前講座を実施する等幅広く活動するとともに、学内横断プロジェクトということで、学

科の枠を超えて課題に対応するプロジェクトも組んでおります。

これは先日開催されましたように、新宿高島屋で「大学は美味しい！！」フェアというのがござい

まして、30ほどの大学が自校で開発した食品を展示して、フェアを開催しておりますが、これは東北

支援に関連して、現地でありますツノナシオキアミというイサザと言っておりますが、それの発酵ペ

ーストを加えたイカの塩辛を現地企業と開発して販売したところ、大変好評を得たところであります。

これが学内横断プロジェクトでやっているものですが、地域特産種を核とした産業振興のため、下

関にありますので、フグの研究をしております。最近話題になっておりますのは、ゴマフグとショウ

サイフグの雑種というのをＤＮＡ情報によりまして遺伝鑑別しまして、雑種鑑別のノウハウを目利き

技術として展開しておりまして、これが現場に実装する準備を進めております。また、品質管理にお

いても、やはり熟練工の目利きを機械的に測定する手法を開発しまして、これは山口連携プロジェク

トの一環として現場に実装していっているところであります。

里海の保全や活用による漁村振興ということで、さまざまな藻場・干潟にかかわる取り組みも進め

ておりますが、この年はカイガラアマノリという山口県の特産アマノリがございまして、これの成育

環境を調査することにより、最適な基盤の設置時期等の判別をいたしまして、それを提言し、実装し

ていったところであります。

また、船舶技術もやっておりますので、省エネや環境循環型社会に向けた技術開発として、船舶機

関燃料に水混合燃料を用いることによりまして、ＮＯＸあるいはＰＭという大気汚染物質を低減する技

術を始めるとともに、燃費も向上するという技術を開発しまして、これは特許もとっておりますし、

新しく建造しております天鷹丸にも実装して、その実用性を証明していっているところであります。

４番目の課題、就職対策ですが、さまざまな就職支援を行った結果、全体の就職率は98.3％で、数

値目標であります水産関連分野への進学率は目標75％のところ86.2％を達成しております。

卒業生の進路としましてさまざまございますが、水産として養殖系なりあるいは捕鯨船団に乗る部

分もおりますが、やはり加工とか流通部分が多く、それから、漁業資材関係、そして、公務員等へ進

んでおりまして、150名、86％が水産関係分野へ進んでおります。

５番目の課題、学生生活支援でありますが、学生のインセンティブを向上させるとか課外活動等の

支援もございますが、昨今、学生のさまざまな相談事項がふえてきております。このたび修学支援室

というのを新設し、看護職員を正職員化、これまで非常勤だったんですが、正職員化することによっ

てこの支援を強化しているところであります。特にメンタルヘルスの問題への相談事項がふえてきて

いるのが現在の課題です。

これまでは、そういう意味では保健室に当たる医務室と相談室をそれぞれ立てておりますが、これ
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を一体運用することにより、現場のクラス担任や学生部、支援室、担当科目教員等が連携して当たる

ことにより、学生の相談窓口への信頼度が高まっております。そして、スタッフ間の連携向上により

対応力が強化されてまいりました。この取り組みに関しては、Ａ評価を与えております。

保護者懇談会も開催しておりまして、本校にかかわるステークホルダーである学費支弁者との意見

交換等も実施しております。

これはオープンキャンパスで夏に実施しておりますが、本校の置かれている環境、それから、設備、

そして、教員・学生の対応力、そういったものを見ていただくことによって本校への強い志望意識を

持ってもらう機会になっております。

秋には大学祭を実施しておりますが、公開講座も併催しておりまして、このときは統合の最初の年

ということで、機構の宮原理事長に機構の取り組みあるいはこれからの水産業というお話をいただき

ました。

これは６番目の課題、自己収入の拡大、教育内容の高度化、学生の確保という注文ですけれども、

人材育成に係る業界との意見交換を強化しておりまして、これまで単独独法であったときの外部評価

委員会の方々を通じて意見を聴取する。それから、山口県と包括的な連携協定を結びまして、人材育

成に関することあるいは社会貢献に関することで山口県と連携する体制をとっております。また、地

方創生にかかわる中央省庁の地方移転という話がございましたが、この水産機構と山口県との間で研

究推進部の山口連携室を水産大学校に設置することにより、山口県の要求する連携活動を展開するこ

とに今年度からなりました。昨年度はその準備として、こういう山口県の委託事業により事前調査を

図りまして、この自己収入の拡大を図ったところであります。

その続きですが、業界の人材ニーズを聞き、研究開発部門の成果を授業に反映する体制というのも

整えております。また、教育組織を今後高度化するための作業チームを設置しておりまして、予算や

マンパワーが減少せざるを得ない状況の中で、引き続き教育を維持する体制というのを考えておりま

す。最後に学生確保でありますけれども、高校訪問を密にしておりまして、特に水産業後継者を目指

す者を対象とした推薦入試制度の活用等を行い、全国から幅広く学生を募集しているところで、29年

度入試倍率は4.5倍を確保しております。

これらの結果、所期の目標を達成していると認められるので、自己評価はＢとしているところであ

ります。

以上です。

○伊藤理事 それでは、またもとに戻りまして、続いて３－１、研究成果の最大化に向けた取り組み

の強化についてご説明いたします。

この３－１の項目には、このような９つの小項目が設定されております。この後、それぞれの小項

目の中でどのような取り組みが行われたかということについて説明したいと思います。

まず、第１の国の重要施策に対する科学的知見の的確な提供でございます。まずは資源評価・管理

に関しまして、ＴＡＣの科学的根拠となるＡＢＣの算定結果やマグロ類等の国際資源に関する資源状
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態の解析結果を水産庁に提供しております。また、資源評価会議などの開催によりまして、国内の漁

業者に資源評価結果を周知したほか、国際的にも地域漁業管理委員会における議論に対応するなど、

国内外の資源管理に貢献してきております。

特にですけれども、太平洋クロマグロの管理に関する知見、これは先ほど研究成果を重点課題１の

ところで説明しましたように、国際的なクロマグロの中長期管理戦略の検討に大きく貢献するような

ことを実施してきております。また、これも特にですけれども、下痢性貝毒検査、認証標準物質の供

給体制の構築という機器分析の普及ということに関して、着実に実施しているところでございます。

また、熊本地震につきましても、緊急調査等に迅速に対応いたしました。地元自治体と連携して迅速

に対応しております。

２つ目がイノベーションの推進でございます。主な実績としましては、28年４月に設立された農林

水産分野のオープンイノベーションを推進する「知」の集積と活用の場産学官連携協議会というもの

があったんですけれども、これに参加しまして、我が方は事務局として水産増養殖産業イノベーショ

ン創出プラットフォームを設立いたしました。29年３月現在47者が参画して、産学官連携で増養殖推

進に向けて、イノベーション創出に向けて検討を進めているところでございます。

この取り組みですけれども、産学官連携と異分野融合を通じて増養殖システムやビジネスモデルを

構築することを目的としているところでございます。機構としては、会員同士のマッチングを図る会

議を開催したほか、プラットフォーム上の研究コンソーシアムから外部資金に応募しまして、６課題

の採択に至っております。それらのうちに当機構が参画した次世代型閉鎖循環式陸上養殖システムに

よるサクラマス類養殖という課題が一つ、これはビジネスモデル事業ですけれども、研究開発モデル

事業に採択されて、2020年までに実用化を目指して研究開発を始めたところです。このようにイノベ

ーションを推進するプラットフォーム活動を大きく展開したことに加えまして、国内の共同研究110件

を行いました。

また、先ほどの説明にもありましたけれども、サイエンスコミュニケーション推進の一環として、

一般消費者に向けて水産資源の持続性について情報提供するＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクトというものを

立ち上げて、包括連携先の女子美術大学と共同でホームページやスマートフォンアプリ等の研究開発

に着手しております。

３つ目が地域水産業研究のハブ機能の強化ということでございます。国公立の試験研究機関、大学、

業界等の連携を図る仕組みを強化するとともに、我々のところが持っている全国水産業関係研究開発

推進会議、ブロック水産業研究開発推進会議、分野別の推進会議、こういったものを通じて意見交換、

ニーズの収集を行いました。特にそれらの中で緊急性の高い部分について、例えば魚病に関しまして

は対応マニュアルを作成して技術講習会や広報誌を通じて情報発信すると。クロマグロの養殖の推進

におきましては、天然種苗を用いないマグロ養殖を推進して、飼育試験に用いる受精卵を有償配布す

るという取り組みを実施しました。また、クロマグロ養殖技術研究会を開催して技術的な情報交換を

行うとともに、全国クロマグロ養殖連絡協議会を新たに設置しまして、地域の水産業の懸案事項につ
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いて意見交換いたしました。また、東日本大震災の復興支援につきましては、アワビの増殖技術開発

など、ここのスライドに示しているような課題を行政と連携して推進いたしました。

次は国際問題への積極的な対応でございます。これにつきましては、例年やっているんですけれど

も、地域漁業管理機関、太平洋クロマグロ類国際科学委員会であるとか中西部太平洋まぐろ類委員会

等々、また、ＰＩＣＥＳ等に多数の職員を派遣しております。資源関係の国際会議への参加は延べ151

名でありまして、ＰＩＣＥＳの議長４名、委員を24名が務める等々の貢献をしております。

昨年度の特筆すべきこととしましては、米国の海洋大気庁海洋漁業局、ＮＯＡＡ ＮＭＦＳと包括

的な研究交流をするという覚書を締結することに合意しまして、実際にこの４月18日に締結式を行い

ました。また、一昨年、フランスの海洋研究所、ＩＦＲＥＭＥＲとこのような包括的研究交流、ＭＯ

Ｕを締結しましたけれども、それに基づいて昨年度から貝毒やカキ養殖に関する共同研究を始めたと

ころでございます。

また、新たに追加された輸入防疫対象疾病への対応を迅速に行いまして、国際獣疫事務局、ＯＩＥ

のリファレンスラボとして研修生の受け入れ等も行っております。国際共同研究につきましては、全

部で27件を実施しまして、国際ワークショップも７件実施いたしました。このように年度計画を大き

く上回って国際的な問題に対応しておるところでございます。

知的戦略、知財マネジメントでございますけれども、ここに示しました件数を出願登録しました。

また、国内では審査請求７件、実用化の可能性がないと判断した３件については、審査請求せずに放

棄するなど適切な管理も行っています。特許権等の実施許諾契約は新規許諾を含めて８件、トータル

で56件でございました。

研究成果の社会還元への強化ということでございます。まず、広報活動の推進というところからご

説明いたします。

さけます増殖に関する国民の理解を深めるために包括連携協定を締結している女子美大と協力しま

して、北海道のさけます情報館、北海道区水産研究所の千歳さけます事業所に広報展示施設があるん

ですけれども、そこの展示内容、看板、リーフレット、コンテンツ等を新たに製作して、28年４月に

リニューアルオープンいたしました。写真はその内部の写真でございます。

右のグラフは過去、直近10年の１、２、３月の来場者数を示していますけれども、こういったリニ

ューアルの取り組みをしてから入場者数がふえております。また、機構の知名度を上げるということ

を目的として、これは全く新しい取り組みなんですけれども、広報用のオリジナルグッズを製作し、

この中で機構の特色がわかるデザインのＴシャツであるとか、こういったものの販売に着手いたしま

した。また、ＩＣＴメディアを活用した情報発信も積極的に行いまして、成果の最大化に努めました。

定量的指標となっておりますこういったことにつきましても、それぞれこの表にありますとおり、

指標を上回って実施しているところでございます。

研究成果等の社会還元強化の一つ、技術移転活動の推進でございます。この取り組みとしましては、

１つが鹿児島県産養殖ブリの輸出促進を図るため、通年採卵できる技術を開発して、県への技術移転
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を開始いたしました。また、スジアラの陸上養殖、タイマイ養殖に関する技術協力協定を締結いたし

まして、地方自治体や民間団体への技術移転を進めているところでございます。双方向コミュニケー

ションについてです。一般公開や研究成果発表会等のイベントによりまして広報を進めたほか、展示

内容や機構の業務に関するアンケート等による双方向コミュニケーションの推進を図っております。

また、ブリ類養殖技術勉強会を昨年２回開催いたしました。また、先ほども言いましたように、クロ

マグロの養殖技術研究会を１回開催しまして、養殖漁業者との意見交換の場を設け、双方向コミュニ

ケーションを図るとともに、そこから得られた意見等を後の勉強会の運営等に活用しているところで

ございます。

相乗効果の発揮でございます。本部内に統合効果検討委員会を設置して検討を昨年度開始し、進め

ました。その成果としまして、まず機構の研究開発職員が水大校の必修科目である水産特論の講義を

行っております。また、研究開発業務と人材育成業務の連携を強化するため、水産大学校に山口連携

室というものの設置準備を始めました。これは今年度になりまして、４月14日に開所式を迎えたとこ

ろでございます。

ＰＤＣＡサイクルの徹底につきましては、業務のまとまりごとに研究開発評価会議、人材育成評価

会議、業務運営評価会議を開催し、業務実績を自己点検するとともに自己評価を実施しました。この

自己評価の結果や大臣評価の結果、外部有識者からの意見等を活用し、業務の改善、業務運営方針の

検討を行うなど、ＰＤＣＡサイクルが円滑に運用される体制を構築いたしました。

その他の行政対応・社会貢献についてですけれども、国等が主催する各種審議会、機構職員の高度

な専門知識が要求される各種委員会等への委員就任、出席依頼に積極的に対応しまして、延べ480名の

役職員を派遣しているところでございます。

以上説明してきましたとおり、３－１につきましては、研究開発成果の最大化に向けた積極的な取

り組みにより、顕著な成果が創出されたと考えております。さらに、将来的な成果創出の期待も大い

に認められるということから、すぐれた業務運営がなされたものと判断いたしまして、この項目につ

いては自己評価をＡといたしました。

○香西課長補佐 事務局から提案ですけれども、50分まで一旦休憩させていただいてよろしいでしょ

うか。

○金子部会長 トイレ休憩も入ったほうがよさそうですので、ここで５分間休憩ということで、50分

から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

午後３時４４分 休憩

午後３時５１分 再開

○金子部会長 それでは、再開したいと思います。

○香西課長補佐 すみません。事務局より資料の修正についてご説明いたします。

資料４－４、水産研究・教育機構監事及び会計監査人の意見等という資料がございますけれども、

その一番最終ページですけれども、会計監査人の監査報告がついてございますけれども、６ページに
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なってございますけれども、７ページがございまして、それが抜けておりましたので、先ほど事務局

のほうより追加で配付させていただいております。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございました。

確認させていただきます。資料４－４の配付されたものが６ページまでとなっていましたが、その

後ろに７ページの追加されたものをつけ加えるということでよろしいですね。

○香西課長補佐 はい。

○金子部会長 ありがとうございます。

それでは、引き続き説明をお願いしたいと思います。

○遠藤理事 それでは、これまで第３というところで説明してまいりました。第３のところのウエイ

トは70％でございまして、これから第４、第５、第６ということで業務運営に関することについて説

明させていただきたいと思います。

業務運営の効率化につきましては、評価単位となる中項目は１つ、この４－１というところでござ

いますけれども、そのもとに４つの項目がございますので、その項目ごとに紹介した後で自己評価の

総合的なものを説明させていただきます。

一般管理費等の削減でございますけれども、まず１つ目でございますが、中長期計画におきまして

は、運営費交付金の削減目標といたしまして、平成27年度予算額を基準として、一般管理費につきま

しては毎年度平均で少なくとも大体年比３％の抑制、それから、業務経費につきましては、１％の抑

制が求められております。平成28年度の実績につきましては、この表のとおりでございますが、これ

らの目標をクリアしております。また、重点的な資金配分とか複数年契約による経費の削減など効率

的な運営に努めております。

次は調達の合理化でございます。機構では、研究開発業務の特性を踏まえた調達合理化計画という

ものを毎年策定しておりまして、ＰＤＣＡサイクルによりまして調達の合理化を推進しております。

平成28年度には適切な随意契約の実施に向けた取り組みとして、新たに随意契約によることができる

事由を規定し、それに基づいて54件の随意契約を実施しました。その結果、迅速で効果的な調達を実

現することができたというふうに考えています。

それからまた、機構全体としては一括契約あるいは複数年契約を推進しまして、年間で約4,700万円

の経費節減を達成しました。契約事務の透明性を確保するために、外部委員を含む契約監視委員会で

個別の調達案件の事後点検を行うとともに、契約締結情報を速やかに公表しております。

次は組織・業務の効率化でございますが、昨年からの法人統合によります管理業務の効率化のため

に、水産大学校の支援部門と本部の役割分担を明確化した上で、一元化すべき業務につきましては本

部に集約するとともに、水産大学校の支援部門の組織体制を整備いたしました。情報システムの整備

につきましては、旧水産総合研究センターに導入している就業管理システムを新たに水産大学校にも

導入しまして、業務の効率化を図りました。また、理事が水産大学校にも置かれているということも
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あり、理事会等を効率的に行うためのテレビ会議システムを導入しました。このシステムにつきまし

ては、毎週行う定例会においても活用しているところでございます。

次は施設・設備等の適正化と効率的運用でございます。このうち施設整備、船舶整備につきまして

は、後段の第６のその他の業務運営に関する重要事項というところと重複しますので、ここでまとめ

て説明したいと思います。

まず、施設整備につきましては、平成28年度の施設整備補助金によりまして、水産工学研究所漁港

水理実験棟実験水路整備等工事、それから、水産大学校の校内の自動火災報知機設備改修工事、それ

から、中央水産研究所の冷蔵庫等の更新工事を行いました。船舶整備につきましては、安全運行等調

査研究の両面から予算の範囲内で優先順位をつけ整備いたしました。船舶の効率的な運用については、

水産大学校練習船を用いた共同調査を実施するとともに、また、共同利用の一層の促進に向けた検討

を進めてきております。

また、学生実習と調査研究の共用船であります新天鷹丸ももう既に実施されておりますが、今年の

３月に進水しまして、10月には竣工の予定となっております。研究開発用の大型機械につきましては、

水産物の品質を迅速かつ非破壊で評価するための近赤外分光分析システムあるいは高精度の海洋観測

と採水評価のためのＣＴＤシステムを整備いたしました。

それから、ホームページを利用しまして研究施設等の外部利用の促進を図り、施設では68件、機械

で38件の利用がございました。

以上のとおり、中項目に係る業務については、いずれも年度計画に定める所期の目標を達成してい

ると認められましたので、自己評価をＢというふうにいたしました。

続きまして、財務担当。

○長谷川理事 総務・財務担当理事の長谷川でございます。

続きまして、第５の財務内容の改善に関する事項についてご説明申し上げます。ウエイトは10でご

ざいます。評価単位の中項目ごとに業務実績と自己評価をご説明申し上げます。

まず、収支の均衡でございます。上のほうでございます。会計システムを利用いたしまして、予算

と支出の適正な執行管理を行い、次のとおり適正な財務管理を行っております。

まず、１点目でございますが、毎月会計検査院へ計算証明書類を提出しております。それから、２

点目でございますけれども、予算の執行状況を月ごとに取りまとめ、各研究所及び水産大学校に報告

いたしております。それから、３点目でございますけれども、事業年度終了後に監査法人の確認を受

けながら財務諸表を作成しております。

次に、業務の効率化を反映いたしました予算計画の策定と遵守というところでございます。セグメ

ントごとに予算を策定いたしまして、機構ホームページにおいて公表をいたしております。また、セ

グメント内で収益化単位により予算と実績を管理しております。平成28年度の予算規模は運営費交付

金全体では173億4,900万円、補助金30億4,100万円、受託その他50億9,500万円、合計254億8,500万円

の予算額となり、平成27年度に比べて１億9,400万の減となりました。資金計画につきましては、短期
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借入れを行わないことを前提として収入、支出の管理を行い、これまで同様、平成28年度も短期借入

れの実績はございません。また、目的積立金となる剰余金は生じておりません。

以上のとおり、年度計画における所期の目標を達成していると認められましたので、いずれも自己

評価をＢといたしました。

自己収入の確保でございます。外部からの研究資金、こちらでございますが、農林水産省、文部科

学省、地方公共団体、公益法人などから機構の目的に合致する受託費などの外部資金298課題を積極的

に受け入れ、合計額は38億7,800万円となっております。研究・教育勘定につきまして、知的財産の活

用による自己収入の拡大を図るため、知的財産権の精査及びその活用による実施許諾を得る活動を推

進し、新規８件を含む56件の実施許諾により275万円の収入がありました。また、事業に支障のない範

囲で実験施設を外部に貸し付け、５件で1,000万円の収入がありました。以上を含めまして、研究・教

育勘定における事業収益、寄附金収益合計は５億9,300万円─こちらでございます─となっており

ます。

次に、海洋水産資源開発勘定につきまして、漁獲物販売収入、こちらでございますけれども、13億4,

900万円を得ております。この結果、両勘定による事業収益・寄附金収益の合計は19億4,200万円─

こちらでございます─となっております。

以上のとおり、年度計画における所期の目標を達成していると認められましたので、自己評価はＢ

評価といたしました。

保有資産の処分についてです。毎年度減損調査を実施いたしておりまして、不要・遊休化している

資産の有無について点検をいたしております。この結果、平成28年度は西海区水産研究所長崎庁舎の

土地や日本海区水産研究所小浜庁舎の海水ろ過設備など６カ所の庁舎で減損の兆候が認められました。

また、平成28年度計画に基づき、次の資産について国庫納付を行っております。こちらの①から④に

ついてでございます。この①及び②、北海道区水産研究所の２つの施設、①及び②につきましては、

現物での国庫納付となっております。それから、③及び④増養殖研究所上田庁舎、それから、東北区

水産研究所塩釜庁舎の一部敷地につきましては、いずれも売却の上、国庫納付をいたしております。

合わせて1,075万円の納付額となっております。

以上のとおり、年度計画における所期の目標を達成していると認められましたので、自己評価はＢ

評価といたしました。

○遠藤理事 それでは、その他の業務運営に関する重要事項ということで、ここは６項目ございます

けれども、それぞれにつきまして評価項目がありますので、それぞれにつきまして説明させていただ

きたいと思います。

まずはガバナンスの強化でございます。

まず、内部統制システムの充実・強化につきましては、規程を制定いたしまして、理事長を委員長

とした内部統制委員会というものをつくりまして、その下に関係部会を設置しております。内部統制

システムの充実と強化を図っております。
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それから、組織としましては、コンプライアンス推進室を昨年４月から設置しておりまして、リス

ク管理も含めた内部統制業務に専任する体制を整備しました。リスク対応の見直し、評価を行いまし

て、ＰＤＣＡサイクルに即したリスク管理を実施しております。このように内部統制システムの充

実・強化を図ってまいりました。

コンプライアンスの推進につきましては、コンプライアンスの普及啓発のため、全役職員を対象に

情報セキュリティ、ハラスメントあるいは不正、研究不正防止についてのｅ－ラーニングによる研修

を実施しています。また、新規採用者、それから、新たに管理職に昇任した者を対象とした研修にお

いてコンプライアンスの推進についての周知徹底を図っております。それから、不正な経理処理の再

発防止策につきましては、事務担当者の研修を含めて引き続き適切に実施しております。研究活動に

おける不正行為及び研究費の不正使用を防ぐため、研究不正防止に関する基本方針を定め、周知徹底

を図っております。

以上のとおり、年度計画に定める所期の目標を達成していると認められましたので、ここでの自己

評価はＢというふうにさせていただいております。

次は人材の確保・育成でございます。

まず、人事に関する計画でございますが、計画を策定いたしまして、効率的・効果的な業務運営を

図る観点から要員を配置しております。職員の採用に当たりましては、試験採用や選考採用に加えま

して、任期付研究員制度を活用した採用を実施しました。平成28年度には各職種合わせて64名を採用

しておりますが、詳細につきましては、配付されております評価調書の88ページに記載しております。

そのほか、ポストドクター派遣制度による２名の受け入れ等々、いろいろと人事交流を行っておりま

すし、研究活動の活性化を図る観点から他の大学等との研究者の人事交流も行っております。

次に、社会情勢の変化あるいは水産大学校の統合に伴いまして、新たに教育職等も含めました人材

育成プログラム、それから、マニュアルの改正を検討しまして、実際には今年の４月に改正を行って

おります。それから、イノベーション創造や社会連携を推進するため、クロスアポイントメント制度

の導入に向けて関係規程の整備を行って、平成29年度、今年の４月に制定しております。それから、

職員の育成のために新人研修を始め、契約事務研修あるいは評価者研修の合計７回の研修を実施して

おります。それから、男女共同参画につきましては、関連法律改正に伴って、機構における関連規程

の改正を行っておりますし、女性の活躍推進法の制定に伴って行動計画を策定し、公表しております。

それから、人事評価システムの適切な運用につきましては、水産大学校の統合に伴いまして、人事

評価システムの見直しを行っておりまして、新たに教育職、それから、看護職を加えまして、業績評

価に当たっては、研究開発費や教育の成果の行政施策等への検討・判断や貢献あるいは技術移転活動

への貢献等を十分に勘案したものの内容に改正いたしました。なお、評価結果につきましては、勤勉

手当等の賞与に反映させるとともに、研究開発職員にあっては、研究資金等への配分にも反映させま

した。

それから、役職員等の給与水準等につきましては、人事院勧告を踏まえた給与水準といたしまして、
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その公表を行いました。また、柔軟な報酬給与制度の導入に向けて、年俸制について検討を始めてい

るところでございます。

以上のとおり、年度計画に定める所期の目標を達成していると認められますので、自己評価をＢと

いたしております。

次は情報公開の推進等でございますが、情報開示請求に適切に対応できますよう、法人文書ファイ

ル管理簿の更新を行っております。平成28年度は13件の情報開示請求がございまして、12件について

開示いたしました。なお、開示できなかった１件につきましては、予定価格等の開示請求のため、こ

れは不開示としております。

ここにつきましても、年度計画における所期の目標を達成していると認められますので、自己評価

はＢということになっております。

次の情報セキュリティ対策の強化でございますが、情報セキュリティの専任部署といたしまして情

報管理室を設置しまして、体制の強化を図っております。また、セキュリティ対策製品の利用、オペ

レーティングシステムや各種ソフトウエアのアップデートを周知徹底しまして、セキュリティ事故の

発生を未然に防ぎました。セキュリティ事故が発生した場合の対応体制を整備するために、機構内の

情報セキュリティに関する視点にすぐれた職員で構成されるシーサートを本部と各研究所の横断的な

組織として発足させました。また、農林水産省が主催しますセキュリティ研修会へ担当者を参加させ

たほか、農林水産技術会議主催のセキュリティ研修会を３つの研究所で開催いたしました。機構独自

の対策といたしましては、全役職員を対象としましたｅ－ラーニング研修あるいは標的型メール訓練

を行ってございました。

以上のとおり、ここでも年度計画に定める所期の目標を達成していると認められますので、自己評

価はＢというふうにさせてもらっています。

続きまして、環境対策・安全管理の推進でございます。

当機構全体としまして環境対策にも取り組んでおりまして、その結果を環境報告書として公開して

おります。また、環境物品の調達率も100％といたしております。それから、安否確認システムを活用

した災害訓練等を毎年実施しておりまして、昨年の熊本地震等の大規模災害時には安否確認システム

を使用して職員と学生の安否確認と緊急連絡を実際に行っております。

職場の安全衛生の点検、職員の健康診断やストレスチェックの実施、メンタルヘルスやハラスメン

トの外部相談窓口によります対応などを行うとともに、ハラスメント防止策としまして、新たに管理

職となった職員を対象に研修を実施しておりますし、職員がハラスメントの問題をより一層理解する

ために「職場でのハラスメントについて」をテーマとしたｅ－ラーニング研修を実施いたしました。

また、水産大学校の学生等の学修面あるいは生活面における安全に配慮するため、各種の講習会や説

明会等を実施いたしております。また、省エネを推進しまして、経済産業省でございますけれども、

国あるいは県、神奈川県、北海道に対しまして温室効果ガス排出実績等を報告しております。

ここにおきましても、年度計画におけます所期の目標を達成していると認められますので、自己評
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価はＢというふうにさせてもらっております。

続きまして、６－６、その他でございます。

（１）につきましては、先ほどの第４で説明させてもらっていますので省略させていただきます。

（２）の積立金の処分に関する事項でございますが、年度計画どおりの費用に３億2,800万円を充当

いたしております。

次に、敷金返戻金の活用でございますけれども、現在の本部事務所の賃料値上げがなかったため、

大手金融機関２行で各1,000万円の定期預金により運用し、有効的に活用しております。

次に、宮古庁舎借地の購入でございますが、これにつきましては、土地所有者であります岩手県、

それから、宮古市の担当部署等の間で土地購入の可能性について協議を開始しております。

以上のとおり、ここにおきましても、年度計画におけます所期の目標を達成していると認められま

すので、自己評価はＢとしております。

○長谷川理事 それでは、決算の概要について簡単にご説明いたします。

まず、平成29年３月31日現在の貸借対照表でございます。

貸借対照表の左下の資産合計、こちらですね。資産合計を御覧いただきますと、当機構の資産合計

は597億4,800万円となっております。右下の負債純資産合計、こちらでございますが、これも同額で

ございます。左側の資産の内訳は、資産の大半は固定資産、特に土地・建物といった有形固定資産で

ございます。右側の負債及び純資産の内訳でございますが、負債合計、こちらでございますが、123億

円、純資産合計、こちらでございますけれども、約474億円となっております。純資産のうち資本剰余

金は減価償却累計額の増などにより昨年より34億円減のマイナス193億200万円、こちらでございます

が、このようになっております。

次に、平成28年度の損益計算書でございます。

当期の経常費用、Ａのところでございますが、217億6,300万円、そのうち研究開発、船舶などの業

務部門に係る業務費は約194億円、こちらでございます。管理部門に係る一般管理費、こちらでござい

ますが、約23億円となっております。経常収益Ｂのところでございますけれども、214億2,000万円で

ございまして、うち運営費交付金収益、こちらでございますけれども、約152億円、事業収益につきま

しては、54億円余りとなっております。

その結果、経常損失、こちらでございますけれども、経常損失Ｃは３億4,300万円となっております。

これに臨時損益Ｄ、こちらでございますが、このマイナス100万円及び先ほど６－６の（２）の積立金

の処分にございましたように固定資産の減価償却に要する費用などに充当するために前中期目標期間

繰越積立金を取り崩した額、これがＥ、こちらでございますけれども、３億2,800万円を加えた結果、

当期の総損失は1,600万円となっております。これは消費税及び地方消費税額の支払いが想定よりも増

えたことによるものでございます。

これらの財務諸表などにつきましては、６月９日に当機構の会計監査人から「決算内容は適正であ

る」旨の監査報告を受けているところでございます。
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○遠藤理事 それでは、最後に全体の自己評価ということでご説明させていただきます。

ただいま各理事から説明しましたとおりでございますけれども、それを総括したものがこの表でご

ざいます。全部で16個の評価項目がありますが、そのうち３－１の研究開発の最大化等に向けた取り

組みの評価がＡ評価でございまして、残りはＢ評価というふうになりました。評価規程では、総合評

価は中項目におけます全ての評価結果を点数化して、かつ項目ごとの重要性等を勘案したウエイト、

これを設定した上で加重平均するということになっておりますが、結果は明らかだと思いますが、ウ

エイトを加味した加重平均としまして、全体としましてＢとなりました。また、加重平均した全体の

評価を引き上げるあるいは引き下げる事象もなかったと判断しております。したがいまして、平成28

年度総合評価は、我々としてはＢというふうにさせていただいております。

以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

時間も差し迫っておりますけれども……。

○前監事 監事の前でございます。

簡単に資料４－４に従いまして、私と榎本監事のほうから６月９日に提出いたしました監事監査報

告についてご説明申し上げます。

資料４－４の２ページ目と３ページ目が監事監査報告でございますが、これは総務省のほうから形

式等が定められておりまして、簡単になっておりますけれども、簡単に申しますと、基本的に妥当あ

るいは指摘すべき問題点はないということでございます。この際、この正式な監事監査報告とは別に、

次の４ページと５ページ目に補足意見というのをまとめてございます。これは何か問題を指摘してい

るということではなくて、今後監査をしていくに当たって、こういう点について監事として着目して

やっていきたいと思っていますよということでございます。

総論でございますけれども、個別事項について若干述べさせてもらいますと、１つは先ほども出て

いましたけれども、ガバナンス機能を強化していくということがございますので、この点については

引き続き我々としても着目してやっていきますということでございます。

２番目は統合効果の発揮ということでいろいろ研究者の方が大学で事業をされたい、あるいは今後

も予定されているというような話も出ておりますけれども、そういうことを着実にやっていただきた

いということと、この問題はやっぱり長い目で見ながら発揮していくという観点が重要だと思います

ので、統合のときの勢いもありますけれども、長い目で見ていく必要があるだろうということです。

３番目は内部統制ということで、これは26年の法律改正で非常に大きく取り上げるようになりまし

て、いろんな規程の整備ということが行われました。一部まだ今後やっていくことも残っております

が、この際、２つの点ということで、１つはリスクの管理ということでございまして、今はリスクと

いうことで何か停電が起こったとか事故があったとか、そういう間接的なリスクが非常に多く取り上

げられているんですが、研究そのものあるいは人材育成そのものの関係そのものについてのリスクと

いうのを取り上げていくべきじゃないかというような意見を述べさせてもらっています。
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あともう一つは、今は業務を達成できないリスクですけれども、もっと高いマネジメントのリスク

として、業務をちゃんとやろうと思ったことをやったけれども、成果が出てこないと、こういうリス

クについてちゃんと考えていかないといけないんじゃないかというようなことも指摘させてもらって

います。

それから、ＩＣＴの問題については、これはいろんなことで対応しておりますけれども、やり出し

たら切りがないというところもありますので、費用対効果等々も考えながらやっていかないといけな

いだろうということでございます。

最後に28事業年度から会計の方針、やり方が少し変わりまして、セグメントごとに開示しなさい、

あるいはいただいた運営費交付金について、その収入としてどういう基準で認識していくのかという

考え方を変えていく、改めなさいということでございました。これが１つは、外に向かっての透明性

ということもありますけれども、もう一つはやったことをＰＤＣＡサイクルで次につなげていくとい

うためにも、こういうことをやりなさいということでございますので、ぜひ決算部門と予算を立てる

部門の間で連携をとりながら、そういうＰＤＣＡサイクルがきっちり回っていくようにという観点が

必要だと、こういう指摘をさせていただいております。

最後のページは会計監査人の方々の報告でございますので、私からの報告は以上とさせていただき

ます。

○金子部会長 どうもありがとうございました。

時間はどうなんでしょうか。ある程度きちっと終わりにしたほうがよろしいですか。予定ですと、

４時40分。

○香西課長補佐 若干延びても、皆様方の委員さん方の予定はちょっとあれなんですけれども。

○金子部会長 委員の先生方、いかがでしょうか。余り延ばさないほうがいいとは思いますけれども、

まず初めに、今回は概要をただいま説明していただいて、この後、委員の先生方にはじっくりと資料

を見てご検討いただくというご理解でよろしいですね。

○香西課長補佐 はい。

○金子部会長 ということですので、本日疑問に思ったことを全てここでお聞きするのは現実的には

難しいと思いますので、今後資料をごらんになって検討していただくということを踏まえた上で、き

ょうぜひとも聞いておきたいというご意見がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。

早速ですけれども、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。

辻委員、どうぞ。

○辻専門委員 幾つもあるんですが、いろいろ評価する点が多いということで関心いたしました。あ

りがとうございます。

いろいろあるんですけれども、これから本格的に資料をいただいて、それでまた意見を交わせてい

ただきますので、簡単に質問ということで、業界の去年の一つのトピックスとしまして、イカとサン

マの不漁なんですけれども、この８の遠藤理事がした海況予測あるいは資源予測ということなんです
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けれども、今までのやり方ですと、長期予測ということで春ごろに１年分やられたんですけれども、

世の中の状況がかなり変わっていまして、業界の皆さんの要望とすれば、２年後とかあるいは３年後、

これは資源がふえているマイワシであるとか、そういうことについてもやはり業界の方の意見会議な

んかでも、かなり先のことについてはっきり示してくださいと。投資にしても、あるいは来年の予測

とか、そういう意味で評価の仕方とすると、これまでと違う評価の仕方、水産研究・教育機構ではそ

ういった情勢を踏まえてプロジェクトをやられていますから、そういうことでのご自身の評価の基準

というのは、やっぱりここで時代とともに変わるんじゃないかということで、これについてどのよう

にお考えなのかというのが１つあると思います。

それから、ウナギなんですけれども、遠藤さんの顔を見ると、私はウナギのロードマップというこ

とをいつも言ってしまうんですが、昨年１万匹の稚魚が餌の不都合で死滅してしまいました。それの

影響がロードマップに出るんでしょうか、出ないんでしょうか。それがあるのか、ないのか、簡単で

結構です。

それから、３番目、業界の漁船漁業の最大の課題は乗組員不足です。大日本水産会、長岡理事のと

ころではプロジェクトとかやっています。これについて各高校なんですけれども、水産高校は参加し

ています。水大校として、このプロジェクトについて参加しているのか、していないのか。あるいは

今この船員不足に対してどういうふうにされるのか、ちょっとそこのところだけ伺います。

あと、要望です。昨年の評価でＣランクが幾つかあったと思います。これについて今度の我々のと

ころへ来る資料に改善した、こういうふうにしましたということをＣランクについて特に記述をして

いただきたい。以上です。

○金子部会長 では、回答をお願いします。

○遠藤理事 一番最初の長期予報という観点で……

○辻専門委員 スパンですね。

○遠藤理事 それで、例えば２年後の予測とかいう要望があるんじゃないかというふうなご指摘があ

ったと思いますけれども、確かに海洋の環境の関連からいいますと、先ほど若干説明させてもらいま

したけれども、今後太平洋での浮き魚の漁期については、まず北海道沖での漁期が早くなるとか、あ

るいはそこでの漁期が長期化するとかいうことはさせてもらっておりますが、その年、その年の資源

状況というのは、例えばイカですと一年魚でございますから、その年の発生状況はすごく響いてくる

わけですね。そうすると、２年後のイカの予報というのはなかなか難しいんじゃないかと私は思いま

す。

それから、サンマにつきましても１年、２年くらいしか生きないということ、イワシの場合は何年

か生きますから、ある程度の予測はできるかもしれませんが、いずれにしましても、その年の生き残

り、その年の発生というのは非常に大きく響いてくるところがあるというふうに思います。ですから、

２年後の予測というのは、仮定を置いたらできるかもしれませんが、今のところは、当期の予測に比

べてやはりそれほど当たるというか、確率的にうまい予測ができるかどうかというと、ちょっと不安
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なところがございます。

ただ、そういったご要望があるということであれば、どのぐらいできるのかは検討してみたいと思

いますが、なかなか難しいところはございます。

すみません。その後、評価の基準が変わるのではないかということだったんですが、そうすると、

その評価が１年ごとじゃなくて２年ごとにするとか、そういう意味合いだったんでしょうか。ちょっ

とその辺がよく理解できなかったんですけれども。

○辻専門委員 それは別に中期の評価でもいいんですよ。だけれども、そういうことも業界の要望に

対して評価軸が少しずれてくるんじゃないですかと。

○竹葉課長 そういった業界のご要望もあって、検討して、そういったことが出していけるというこ

とであれば、目標に定めまして、しっかり進めていくということになれば、それに乗せてしっかり評

価をしていくと、そういった形になるかなというふうに思っております。

○遠藤理事 申しわけありません。ちょっとウナギの話は２点目ですよね。ウナギの話、すみません、

もう一回ご質問。

○辻専門委員 稚魚が死にましたよね。稚魚が１万匹か何か飼育したのが。研究がちょっと滞ったと

思うんですけれども、それがロードマップに影響しますかどうかと。

○伊藤理事 種苗生産技術、一つの目標値として１万匹というのも置いていたんですけれども、新し

いロードマップにおいては、やはり難しいものは難しい、基本をしっかり押さえて進めましょうとい

うことを念頭にロードマップづくりをして進めていきます。天然域の状況を勉強して、それを飼育に

還元していくという形で、しっかり過去の反省を踏まえて研究を進めていこうとしておりまして、ロ

ードマップを大きく変更させるということは考えていません。

○辻専門委員 影響はないということですね。

○伊藤理事 はい。基本的なところをしっかりやっていくということでございます。

○金子部会長 ただ、種苗生産の研究においてはいっぱい死ぬということはまま起こることで、それ

もかなり想定の範囲内と言えば範囲内のことではないかなと個人的には思いますけれども、ほかの委

員の先生方、いかがでしょうか。

○辻専門委員 ちょっと最後、プロジェクト。

○鷲尾理事 ご質問の趣旨が海技士、特に漁船員の不足ということが言われておりまして、本校での

事業としては、３級以上の海技士の養成が主ですので、先ほど報告しましたように、専攻科定員50名

のところ、ほぼ100％に近い育成を行っております。それ以外に今言われておりますのは漁船員で、４

級・５級、そのあたりの海技士の不足ということですので、基本的には水産高校が取り組まれること

なんですけれども、大日本水産会ほか要請がありまして、現在、水産庁とも相談しながらそういうプ

ログラムが組めないかどうかということがあります。

ただし、船員の資格というのは国土交通省の所管にもなりますので、そのあたりはどういう課程を

設ければそれができるのかということを現在検討しているところで、本校としても今の枠の中でこれ
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以外に４級も育てるというような余力は全くありません。ですから、別の予算措置なり人的なフォロ

ーもあってできるかもしれないというところですけれども、まだ検討中ということにさせていただき

ます。

○金子部会長 ありがとうございます。

それでは、足立委員、お願いします。

○足立委員 先ほどのウナギの人工種苗生産に関することなんですけれども、一応達成目標で優良家

系の作出ということがあるとは思うんですけれども、現状において、その優良家系なるものがあるか

どうかと。Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３とあるわけですけれども、ある程度代が進まないと家系とならないわけ

で、それがどの程度現状にあるのかということと、ウナギとついでですけれども、クロマグロについ

てもお聞かせください。

○伊藤理事 ウナギの優良家系ということについては、育種目標として早く変態するものという形で

研究を進めているところです。特別な家系を持ってＦ１、Ｆ２をつくっているという状況ではなくて、

早く変態するという形質が遺伝的形質であるというところまで見つけました。それをもって、今それ

をやるための解析家系は持っていますので、それを使って今後優良家系の作出という形になっていく

と考えています。

クロマグロについても優良家系、育種についてどのように考えるかということですが、現状、内閣

府のＳＩＰの事業の中で、遺伝子編集技術を使ったものについては進めています。ただし、これにつ

いては消費者がどのように受け取るかというところに向けて、双方向コミュニケーションのネタづく

り、エビデンスづくりということが重要だというところで、その部分を集中的に今データ取りしてお

ります。技術については進めているんですけれども、技術だけ飛び抜けないような形で進めています。

あとはゲノム情報、ゲノミックセレクション等を目指したゲノム情報整理というものを進めている

ところです。

○金子部会長 どうぞ。

○佐藤臨時委員 よろしくお願いします。

６月の初旬に国連海洋会議が世界で初めて開催されたということで、随分新聞報道も拝見しました。

そこで日本の影が薄いというような記事が多くありました。やっぱりこれから世界がどういう方向で

海と関わっていくかということをそういう会議で方向が出てくるのではないか。そういうときに日本

を代表する研究機関として、水産研究・教育機構からも出席し、存在感を発揮していただきたいと思

います。次の会議がもう３年後と決まっています。たくさんの国際会議に出ておられ大変とは思いま

すが、是非とも出席するというご判断にぜひ立っていただきたいなと思います。そしてこの会議で多

分話し合われるのは人間と海がどう関わっていくかという随分大きなテーマになろうかと思います。

そこにどの部署がどう対応していくかということも考えますと、今ある組織の中でそういうことを考

えるセクション、プロジェクトとしてでも何の形でも結構ですけれども、今から準備し、考えていた

だくことがあっていいのではないかなと思いまして、質問というかご意見を申し上げました。
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というのは、私が担当させていただく人材育成のところに関しても、自分たちが学校を選ぶときに、

これから自分たちが向かう学校というのは、職業選択のための学びの場でもありますけれども、人間

と海がどう関わっていくかということも学校を選ぶときの大きなポイントになっていくんじゃないか

なと思います。ぜひこれからの機構の方向性にこういった国際会議にも積極的に関わっていく、海と

人間のかかわりを考える機関であるというような大きなテーマを加えていただくと、学生さんたちへ

の影響力も大きく、日本の中での存在感も大きく、研究成果のＰＲにも役立つのではないかな思いま

す。いかがでございましょうか。大きな話になりましたが。

○中田理事 それは機構全体として人材育成……。

○佐藤臨時委員 そうですね。機構全体としてということでお願いいたします。

○鷲尾理事 人材育成というのは、学生教育の人材育成かスタッフの人材育成か２つあるんですけれ

ども。

○佐藤臨時委員 どちらかというと、私は学生さんたちのことを考えたんですけれども。

○鷲尾理事 海洋会議の件がございましたけれども、水産に関してはさまざまな国際会議等について

機構としても対応しているところですけれども、海洋全般に対しては、そういう意味で現在、内閣府

に総合海洋政策本部というのがあり、そこの参与として私も参画しておりますけれども、その人材育

成の点での課題というのは大きく挙がってきております。ただ、多くは海洋開発に関わる、そういう

能力を持った人材の育成ということが産業界のニーズとして挙がっているということが中心になって

おりまして、20％ぐらいの割合でそういう国際会議への発信力の強化というのが求められているとこ

ろであります。

そういう意味で、今ご質問の趣旨で大きくそういう海洋政策について主張していく人材の育成が十

分かというと、極めてまだ心もとない状況ではないかというふうに思っております。そういう意味で、

いろんな機関がその人材育成ということの位置づけを考えている中で、やはり日本の地政学的な特殊

な島国根性的なところの脱却というのは、非常に大きな課題としてなってきているということが言わ

れておりますので、今後この水産機構だけではなく、さまざまなところ、特に日本財団なんかが積極

的に動いておる部分、それから、東大の海洋アライアンス等が動いている部分等がございますので、

そのあたりと連携して進められる方向性を探っているという段階かと思います。

この機構としても、やはり海洋保護区の問題が公海へも広がってきておりますので、そのあたりの

議論の推移を見守りつつ、水産業が適正に展開できるような主張というのをいかに繰り広げるかとい

うのは、大きな課題になっているというふうに認識しております。

○中田理事 補足してよろしいでしょうか。

大学校の中では、これから大学校の教育をどうしていこうかということを教員の方々が中心になっ

て検討を始めたところです。そのときの課題として、10年先どういう教育が必要か、そういうことを

まず念頭に置いてこれからカリキュラムをどうしていこうか、そういう俯瞰的な形で検討を進めてい

るところです。その中に先生からご指摘いただいたことも入ってくるかと思っております。よろしく
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お願いいたします。

○佐藤臨時委員 よろしくお願いします。

○金子部会長 ほかにいかがですか。

東海委員。

○東海専門委員 大きくは２つあります。１つは研究開発ということについて、国立研究開発法人と

いう形になりましたので、どうしても非常に先端的、先鋭的な研究にトピックとして出されるという

のは非常によくわかるんですけれども、水産資源とか海、それから、漁海況をやる上では、やはり基

本的な我が国の水産という部分の力をはかるというような、ある種のモニタリング的漁獲量であった

り、海の環境をはかるとか、そういった仕事というのも非常に大事だと思うんですけれども、そのあ

たりがちょっと見えにくくなっているんですけれども、そのあたりについてはしっかりとやっていか

れるのかということが少し気になったということで、それについてお答えいただきたい。

それから、２点目は水産研究・教育機構という形になりまして、水研と水大校が一緒になったとい

うことで、従前、水大校のこの評価にかかわる文書については、非常に多岐にわたって学生さんたち

に手厚くいろいろなことを取り組まれているということが書いてありましたけれども、今回、項目と

して少なくなったこともあって、ちょっと読み取りにくくなっている面があると思います。そういっ

たものに関してどうなのかということが少し気になっている点があります。

両方にかかわるところなんですけれども、水産研究・教育機構として例えば今、これからの日本の

水産業ということで研究なり人材育成というご発言だったんですけれども、その際には国際的な対応

というのがどうしても避けられなくなってきていると思います。これは私がいるところの大学も全く

同じことでありますけれども、例えば研究ですと生物多様性条約への対応であったり、それから、人

材育成という面では、船舶職員養成という意味ではＳＴＣＷ条約への対応というのが非常に大変にな

ってきているところです。このあたりについても今後どのようにしていかれるのか、そこをちょっと

すみません、３つになっちゃったかもしれませんけれども、お聞かせいただけるとありがたいです。

○遠藤理事 １点目の質問でございますが、基本的な水産の力をはかるためのモニタリングという観

点だと思いますけれども、これにつきましては、引き続きやっていかなきゃいけないと思っています

し、特に資源のモニタリングとか資源管理のためのモニタリングは非常に重要だと思っていますし、

そのために海洋環境も一緒にやっていかなきゃいけない。それから、特に研究の成果を十分に活用し

てもらう場というのは、やはり資源を利用する漁業の場ということだと思いますので、そういった観

点からも我々としてはしっかりやっていきたいと思っております。

次は水大校というものが何となく読み取りにくくなってきているというふうなことでございますが、

我々としては、統合のときに水大校という名前を残しますし、独立性を確保すると。ガバナンスも水

大校独自のものとするということで、できるだけ水大校というものが残るような対応をさせてもらっ

たというふうに考えておりますが、もしそのような印象であれば、そこは改善していくところがある

のかなと思いますが、代表、どうでしょうか。
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○鷲尾理事 ありがとうございます。ただ、この評価書の先ほどのプレゼンの中では、10分ちょっと

しかいただけませんでしたので、まだまだお話しするネタはたくさんございます。そういう意味では、

従来どおり質を落とさずに持続的に教育を行っているということでご理解いただきたいと思いますし、

それから、ご指摘のありましたＳＴＣＷ条約、当初のものについては対応して海洋教育に生かしてい

るところですけれども、また新たに消火訓練とか、新しい要件が出てきております。そのほかにも電

子海図等を使ったＥＣＤＩＳの教育等も対応しております。海洋大学さんは、そういう意味では最新

のＳＴＣＷに対応する教育設備等を準備されているということを伺っておりますけれども、本校では、

その予算をどうやってひねり出そうかと今必死になっているところであります。

そういう意味で、国際海路に出ていく船員としての質を担保し続けるということは、今後も維持し

たいと思っておりますが、それをどうやってひねり出すかというのが知恵の見せどころだというふう

に考えております。

○金子部会長 ありがとうございます。

私のほうからも１点よろしいですか。前監事が少し言及されていましたけれども、昨年度、水大校

と水研センターの統合があったわけですけれども、もちろん合理化、節約できるところは節約しよう

という考えのもとで統合されたと思うんですけれども、当然１年たった時点でうまくいっているとこ

ろと必ずしもうまくいっていなところがあろうかと思うんですけれども、大事なのは、数年後にやっ

ぱりやってよかったねと、よかったということになることが大事じゃないかと思うので、そういった

うまくいっていないところも報告書の中に、説明の中にこれから読めていけたらいいのかなというふ

うに思っております。

いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、この後、恐らく大臣評価案が出てきて、本日の説明

とあわせて、その評価案に対してどう思うかという我々の意見を提案していく手順になろうかと思う

んですけれども、逆に言うと、これからじっくり検討できるというか、検討しなくてはいけないとい

う状況に置かれていくわけですけれども、その辺を踏まえて、ぜひここで聞いておきたいことがござ

いましたら、委員の先生方、再度お願いします。

高橋先生、どうぞ。

○高橋専門委員 コンプライアンスに関してなんですけれども、もちろん大事なところではございま

すが、余りやると制約が大きくなって、スタッフの方々の動きが鈍くなるといったこともあるかなと

思います。学生に関しては、投書箱とかいろいろ意見を吸い上げる、要望を吸い上げるシステムはい

ろいろあるかと思うんですが、例えばスタッフの方々の要望、物品調達に時間がかかるとか、いろい

ろ書類が多過ぎて、いわゆる普通の業務に対する時間がなくなってしまうとかいろいろあるかと思う

んですけれども、そういったことの意見なり要望を吸い上げて、ふだんの活動の改善をしていくとい

うようなシステムは、そこはどういったふうになさっているんでしょうか。

○長谷川理事 厳密に申し上げれば、今ご指摘の点はコンプライアンスとはちょっと違う点かと思い

ます。コンプライアンスに関して言うと、各事業を実施する中で例えば法令的に不適切な部分がある
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のではないかとか、規程上おかしいのではないかというようなことがあれば、コンプライアンスの遵

守窓口というのがございまして、そちらに申し出ていただくと、そういうシステムをとっております。

今おっしゃったような例えば一般的な要望、業務を行う上でこういうふうに改善したらいいんじゃ

ないかというタイプのご要望をきちんと末端から吸い上げているのかという点のご質問だったような

気がするんですが、そういったようなものについては、例えば各出先の水産研究所を集めた会議のよ

うなものもやっておりまして、そういったような中で各研究所とかから意見を聴取いたしまして、も

し要望があれば、そして、対応できるものであればそれについて対応していくという対応をとってお

ります。そういったような形で、一般的な業務運営に当たってのご要望というようなものであれば、

そのような形で対応させていただいているということでございます。

○高橋専門委員 ありがとうございました。

○金子部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

そろそろ時間も時間ですので、これをもちまして水産研究・教育機構の平成28事業年度事業実績及

び自己評価結果の質疑を終了させていただきたいと思います。

今後の水産部会スケジュールにつきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○香西課長補佐 資料５をごらんいただけますでしょうか。

本日の法人からの説明を踏まえた大臣評価案については、７月の第２週中、７月７日ぐらいまでに

各委員のほうに郵送いたします。各委員におかれましては、大臣評価案に対する意見を７月18日まで

に研究指導課のほうの担当までメールで提出をお願いいたします。意見出しの表ですけれども、担当

者よりメールで各委員のほうに送付いたしますので、それに記入の上、返していただければと思いま

す。

あと、７月21日に第８回水産部会の開催を予定しています。その場で農林水産大臣評価案に対し、

各委員のご意見の取りまとめを予定しております。

以上です。よろしくお願いいたします。

○東海専門委員 ちょっと質問してよろしいですか。

○金子部会長 はい、どうぞ。

○東海専門委員 今、今後の予定ということでご説明いただいたんですけれども、本日いただきまし

た非常に膨大な資料についての質問に関しては、受け付けていただくことは可能なんでしょうか。

○香西課長補佐 可能です。

○東海専門委員 そのスケジュールについてはいかがでしょうか。

○香西課長補佐 明日中にでも各委員からの質問について登録していただくペーパーをメールで送ら

せていただきますので、それに記入の上、返していただければと思います。

○金子部会長 その後に、また７月下旬に水産部会が開かれて、そこで質問することはできるわけで

すね。意見出しを前に質問をしたいということですか。

○東海専門委員 次は意見の取りまとめということになると思うんですよね。その前にこの資料に関
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しての質問というようなプロセスが以前はあったようにちょっと思ったんですけれども。でなければ、

もう大臣から出された評価の結果について、我々はそれについて意見を出すことになりますので、こ

の資料についての質問等というような形にはならないのかなと。そこに我々の質問が入っているのは

ちょっと奇妙に思えるんですけれども、いかがでしょうか。

○金子部会長 ただ、本来我々の役目は大臣評価に対して意見を述べるということなのではないかな

と思うんですけれども、その辺も含めていかがですか。

○香西課長補佐 質問については出していただいて、早急に回答するようにいたしますので、それも

含めて大臣評価案の意見を出していただければと思いますけれども。

○東海専門委員 わかりました。では、あわせてということですね。了解です。

○金子部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

ほかに。どうぞ。

○足立委員 資料の送付に関してですけれども、個人的な理由で申しわけないんですけれども、出張

が長くて２週前後で受け取れないんですよね、紙媒体ですと。ＰＤＦとかでは受け取れるんでしょう

か。

○香西課長補佐 これですか。

○足立委員 この大臣評価案の送付ですね。

○香西課長補佐 当然紙媒体と、あと、それから、ＰＤＦでも送らせていただきますので。

○金子部会長 ほかによろしいでしょうか。

それでは、以上で本日の予定の議事は全て終了いたしましたが、特にほかにございませんでしょう

か。

特にございませんようでしたら、以上をもちまして、第７回国立研究開発法人審議会水産部会を閉

会といたします。委員の皆様には、ご協力ありがとうございました。

○香西課長補佐 本日配りました資料につきましては、水産庁より各委員のほうに郵送させていただ

きますので、資料の上にネームプレートを置いていただきたいということでお願いいたします。

午後４時５９分 閉会


