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午後１時０３分 開会 

○金子部会長 お暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、

ただいまから第10回国立研究開発法人審議会水産部会を開催いたします。 

 農林水産省国立研究開発法人審議会令の定めにより、水産部会長であります私が本日の進行を務

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。 

 それでは、早速ではありますが、議事に入ります前に事務局から本日の委員、臨時委員及び専門

委員の出席状況の報告をお願いいたします。 

○香西課長補佐 研究指導課の香西でございます。農林水産省国立研究開発法人審議会令第６条で

は、会議を開催する要件として、委員及び議事に関係する臨時委員の過半数が出席することが規定

されております。本水産部会においても準用することとされております。本日は、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。本水産部会の成立要件を満たしていることをご

報告いたします。 

 なお、岩渕臨時委員におかれましては、連絡がないのですけれども、おくれているというふうに

思っております。あと、東海専門委員でございますけれども、所用がありまして途中で退席すると

いうことをお伺いしております。 

○金子部会長 ありがとうございます。本日の会議は成立することを確認します。 

 次に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○香西課長補佐 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いたします。まず、クリ

ップどめをしております配付資料一覧、次に議事次第、次に水産部会委員会名簿、それから、出席

者名簿、それの次に座席者名簿を添付しております。 

 続きまして、資料１、水産研究・教育機構の平成29事業年度業務実績及び自己評価に関する委員

からの質問への回答、資料２－１としまして、水産研究・教育機構の平成29事業年度自己評価、大

臣評価（案）及び委員の意見の整理表、資料２－２としまして、水産研究・教育機構の平成29事業

年度業務実績に関する大臣評価（案）、資料３－１としまして、北方領土問題対策協会の平成29事

業年度自己評価、大臣評価（案）及び委員の意見の整理表、続きまして資料３－２の北方領土問題

対策協会の平成29事業年度業務実績に関する大臣評価（案）、資料４－１、同じく北方領土問題対

策協会の第３期中期目標期間業務実績自己評価と大臣評価（案）及び委員の意見の整理表、資料４

－２としまして、北方領土問題対策協会の第３期中期目標期間業務実績に関する大臣評価案につい

て、資料５としまして、委員からの意見出しの集計表となって以上でございます。 

 あと、参考資料としまして第９回国立研究開発法人審議会水産部会で配付させていただきました

資料一式については、メーンテーブルだけでございますけれども、配付させていただいております。 

 以上であります。過不足は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。

よろしくお願いします。 
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○金子部会長 ありがとうございました。 

 なお、本日の議事についてですが、後日、議事録のまとめた後、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、ご了解願います。 

 それでは、議事に入ります。まず、議題１の水産研究・教育機構の平成29事業年度業務実績及び

自己評価に関する委員からの質問への回答について、水産研究・教育機構よりお願いいたします。 

○伊藤理事 質問を受けておりますのは、ウナギ及びマグロの人工種苗生産技術開発に関して、最

終目標と現状をもう少し詳しくというお話でございました。それでよろしいんですね。 

 ウナギに関しましては、最終目標というのは天然で今、流通しているシラスウナギと同程度、数

十円から数百円という１尾の値段がついているわけですけれども、そういった値段で大量に供給で

きる生産技術を確立することというところを最終目標にしています。現状なんですけれども、

1,000尾とか数千尾レベルで生産できる技術はできてきていますけれども、まだまだ、生産単価と

いうと、そこまで天然魚の現状と比べるべくもありません。より大量に効率よく生産できるシステ

ムを確立したいと、構築したいということで、現在はサメの卵を使わない餌の開発であるとか、最

も適した形の飼育容器、飼育システム、手法等の改良に力を注いでいるところでございます。 

 クロマグロに関しましては、最終目標としましては、人工的に受精卵を大量に安定供給できるシ

ステムを開発するというところでございます。現在、数十万粒といった単位の受精卵が不定期に産

み出されていると、この辺の産み出されるタイミングをコントロールするということで、陸上水槽

を長崎庁舎の横につくったわけでございますけれども、まだまだ、そういったところで自由にコン

トロールして採卵するというところには達しておりません。産むことは産むんですけれども、自由

にコントロールできている状況にはないと。その辺の再確認というのを現状、やっているところで

ございます。水温、照度等の環境コントロールで安定した採卵に結びつけようというところを現在

やっております。 

 以上です。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ウナギ及びマグロの人工種苗生産技術に関して、最終目標と現状についてご説明いただきました

けれども、足立委員、いかがでしょうか。 

○足立委員 どうもありがとうございました。 

 質問が少し曖昧だったということもありまして、大体よろしいんですけれども、最終目標という

のは、実はこの技術を誰が、開発するのは水研なんですけれども、誰が種苗生産するんですか、そ

こを聞きたかったので、もう少し詳しく書けばよかったんですが、申しわけございません。 

○伊藤理事 我々の組織は、最終的に種苗を販売するという組織ではなくて、技術を移転していく

ということで、想定しているのは民間であるとか、県の単位でやられるところもあるかもしれませ

んけれども、最終的には民間に技術移転するということでございます。 

○足立委員 いろいろな種苗生産技術開発をされたと思うんですけれども、民間に全て委託という
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ものはありますか。ありますか、今まで。水産試験場がというのが僕はイメージとして。 

○伊藤理事 水産試験場を経由してというところがこれまで多かったと思います。最近ですと、ブ

リの早期種苗という技術開発をしてきて、その技術については鹿児島県がそういう施設をつくった

ということで、県に技術移転するという、そういった形で技術移転しております。 

○足立委員 県であればいいんですけれども、完全民間だと非常に怖いという面もあるんですよね。

その辺をどのようにお考えかということを詳しく聞きたかったんですけれども、公的機関が最終的

にも責任を持つという姿が望ましいというふうに僕は思います。 

○金子部会長 それは技術の流出という観点ですか。 

○足立委員 そうですね。あと、価格です。種苗生産は、ほとんどの場合はペイしないですよ。そ

れは公的機関が責任を持って供給することで、それ以降の経済効果は望めるんですけれども、民間

に任せると放り投げられる場合がある、そういうことです。 

○伊藤理事 どうもありがとうございます。 

○金子部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、本日の審議事項の独法の業務実績に係る農林水産大臣の評価（案）については、事務

局より事前に資料送付を受け、各委員から意見を出していただいておりますので、各委員からの意

見の紹介も含めて、水産庁から説明をお願いいたします。まず、議題２の水産研究・教育機構の平

成29事業年度業務実績に関する大臣評価（案）について説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 研究指導課長でございます。それでは、大臣評価（案）について説明させて

いただきます。説明については資料２－２が本来の評価（案）でございますが、資料２－１の整理

表を使って説明させていただきたいと思います。この整理表は、主な評価軸、指標、それから、法

人の自己評価、大臣評価案、それから、委員の意見を抜き出して整理したものでございます。今回

はこの資料で説明させていただきます。 

 説明させていただくわけですけれども、時間の制約もございますので、特に主な業務実績につい

ては主要なものについて説明させていただきます。また、委員からの意見については評価案が妥当

というものについては説明を省かせていただいて、委員の実質的な意見があるものについてだけご

説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料２－１をめくっていただきまして、５ページをごらんいただきたいと思います。まず、

項目としては研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項という大きな第３という

項目のうちの１番、研究開発成果の最大化等に向けた取り組みの強化ということでございます。こ

れにつきましては、評価軸が１番に書かれておりますとおり、研究開発成果の最大化に向けた取り

組みが着実に行われているかということでございます。それから、評価指標がありまして、モニタ

リング指標がありまして、さらに評価指標、定量的指標がございます。 

 大臣評価案としては、法人の自己評価を踏まえまして、まず、沿岸の水産資源、沿岸資源に関し

ましては50種84系群について、ABC等の資源評価結果を的確に水産庁に提供しているということ、
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それから、新たな水産基本計画に示された資源管理の高度化に資する目標資源水準の設定の検討結

果を水産庁に提供していると。若干、補足説明させていただきますと、新しい水産基本計画では、

今まではどちらかというと資源が極端に減少しない水準、いわゆるＢリミットの水準で資源評価を

もとにABCを算定していたわけですけれども、今後はMSY水準を目標として算定するということで、

従来の方法と異なりまして、これについて水研のほうで検討していただきまして、その結果を水産

庁に提供して今度の施策の方向性の基盤となっているというものでございます。 

 また、国際資源に関しましては、マグロ類を中心に47種67系群の資源評価を行っていると。それ

から、北太平洋公海上に外国漁船、それから、IUU漁船というのがかなり進出してきておりますが、

それらの漁船がどのくらいの漁獲をしているかどうかということについて把握に努めて、その結果

を水産庁に提供しております。さらに、その項目の最後に書いておりますが、昨年、発生しました

東シナ海での衝突で、炎上して沈没したタンカーというのがございましたが、これについても油が

漏れたということでございますが、これについて環境・海洋生物への影響について調査・分析を行

っていたところでございます。 

 （２）のイノベーション推進に関しまして、理化学研究所と連携協定を締結したこと、それから、

プラットフォームを設立しておりますが、会員数が年度当初から倍増するなど、イノベーション創

出の取り組みが着実に進められていること、それから、評価の基準とし定量的指標は目標がござい

まして、それを満たしているかどうかというのを調べるということになっておりますが、共同研究

は目標110件について129件、それから、国際共同研究については目標15件を大きく上回る22件とい

うことで、実施がされているところでございます。 

 次のページでございます。（３）の地域水産業研究のハブ機能の強化ということに関しましては、

従来からの取り組みに加えて、クロマグロ養殖技術研究会やブリ類養殖振興勉強会を開催して、関

係者間の技術情報等の意見交換の活性化を図っているというところでございます。 

 次に、（４）の国際問題への積極的な対応につきましては、早稲田大学、環境NGOとともにIUU漁

船対策のシンポジウムを開催したということ、それから、各種地域漁業管理委員会に多数の研究者

を派遣して、適切な資源の管理と保存のために重要な役割を果たしているということ、それから、

NOAA（アメリカ海洋大気庁）とMOU締結、フランスのIfremer等の世界有数の水産研究機関等に研究

者を派遣するなど、積極的に海外との研究交流を行っていること、それから、（５）番として戦略

的な知的財産マネジメントの推進としては、権利化すべき発明15件について特許を出願、８件を審

査請求しております。また、平成29年度に新たに３件の実施許諾を行っているところでございます。 

 次に、（６）の研究成果等の社会還元の強化ということでございますが、シーフードショーへの

出店等、交流セミナーについては目標を上回る12件を開催しております。それから、広報活動とし

て千歳の展示施設（さけますの森さけます情報館）につきましてはリニューアルをした結果、29年

度の来場者は前年度の２倍を超える１万4,000名弱ということに達しておりまして、今後のさらな

る情報発信が期待できる状況にございます。それから、広報誌等につきましては、いずれも目標数
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を上回る出版ができております。次に、双方向コミュニケーションの推進でございますが、先ほど

申しましたブリ類養殖振興勉強会には多数の養殖業者、実際にやっている業者の参加が得られまし

て、活発な意見交換が行われているところでございます。 

 次に、（７）として研究開発業務と人材育成業務の相乗効果の発揮ということに関しましては、

水産大学校で研究開発職員による講義、それから、研究所に水産大学校の学生がインターンシップ

として５研究所に17名の受入れを行うといった教育内容の高度化を図っています。また、新しくつ

くられました天鷹丸においては、水産大学校が行う航海実習と研究所が行う調査を同時並行で効率

的に行うということで、航海計画の策定を行っているところでございます。 

 次に、（８）のPDCAサイクルの徹底でございますが、この審議会そのものもそうですが、自己評

価、大臣評価ということをやって、業務運営の改善等にその結果を反映しているということでござ

います。それから、その他の行政対応・社会貢献としては、各種審議会等に積極に対応していると

いうことでございます。 

 このような実績がございまして、特に新たな水産基本計画に示された資源管理の高度化、それか

ら、水産業の成長産業化に資する多数の研究成果や科学的知見を水産庁等に適切に提供していると

いうこと、また、クロマグロやブリの養殖業者との意見交換を積極的に行うなど、水産業の成長産

業化につなげる研究成果の社会実装に向けた取り組みを主体的かつ積極的に展開しているというこ

とから、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待が認められるということで、Ａ評価という

ふうに大臣評価案としてさせていただいております。 

 戻っていただきまして、委員からの意見ということで５ページでございます。 

 まず、金子委員から資源管理の高度化や水産業の成長産業化に資する多数の研究成果や科学的知

見を適切に提供しているということからＡ評価は妥当と。 

 それから、高橋専門委員からは、定量的指標に含まれている項目について、全てに目標以上の成

果が得られていると、定量化が困難な項目についてもタンカー事故などの政府の緊急要請に迅速に

対応するなど、業務実績が充実しているというご意見をいただいております。 

 それから、東海専門委員から29年度の12（５）の二つ目の内容において、実施を認めないとする

具体的な内容を明らかにするために、冒頭の「共同研究を」の前に「実施許諾契約については、」

を加筆する必要があるというご意見をいただいております。 

 それから、次のページにいきまして、引き続き東海専門委員から水産技術交流プラザ活動の継続

により、新たな３件の特許権などの実施許諾を行っているというふうに書かれておりますが、前段

の水産技術交流プラザ活動の継続が新たな３件の実施許諾につながったのかということについて、

別々にもともとの本文が記述されたのを一緒にしているのはおかしいのではないかというご意見を

いただいております。 

 それから、引き続き17（７）の最初の内容において、統合効果の発揮と書いてあるのは相乗効果

の誤植ではないかというご意見をいただいております。さらに、18（８）でPDCAサイクルとしての
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評定をするのであれば、Planについても言及しておくべきであるけれども、記述がないということ

のご指摘をいただいているところでございます。 

 次に、９ページをごらんいただきたいと思います。２番目の研究開発業務の（１）水産資源の持

続的な利用のための研究開発という評価項目でございます。まず、これにつきましては、左側の評

価の指標等に書いておりますとおり、評価軸が三つございます。評価軸１は研究や事業の成果等が

国の政策や社会のニーズと適合しているか、評価軸２は成果や取り組みが国またはアカデミアにお

ける研究の実用化または進展につながるものとなっているか、評価軸３は成果や取り組みが産業、

経済活動の活性化、高度化に寄与するものであるかということになっております。 

 まず、評価軸１として、我が国の沿岸資源の資源評価を行って国の政策立案に貢献していること、

国際水産資源についても各種の地域漁業機関に報告されて、科学委員会等の議論の主導と国際資源

管理に貢献していると。特に北太平洋における外国漁船による、サバ、サンマの操業実態の把握に

努めて、国際的な資源管理の新たな枠組みの構築への貢献や太平洋クロマグロの漁獲枠の拡大等、

顕著な成果を上げているということでございます。 

 評価軸２に関しましては、先ほども申しましたが、MSYを達成する漁獲量の推定など、目標資源

水準の設定について検討を行って、水産庁に報告をいただいているところでございます。また、

SH"U"Nプロジェクトの評価魚種を７魚種に拡大してホームページへの公開を開始するなど、研究成

果の社会発信を一段と強化しているということでございます。 

 また、評価軸３といたしまして、主要水産資源の漁海況予報については、漁業者による漁場選択

だけでなくて、水産加工業者による加工原料確保等にも活用されているということでございます。 

 こういう状況でございまして、顕著な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

いうことから、Ａ評価とさせていただいたところでございます。 

 委員の意見でございます。 

 まず、金子委員から資源評価については貢献していると、また、SH"U"Nプロジェクトについては

発信を一段と強化したと、さらに主要水産資源の漁海況予報は漁業者や水産加工業者に有益な情報

を提供したということで、Ａ評価は妥当というご意見をいただいております。 

 それから、辻専門委員からは、世界と日本において水産資源管理と持続的利用は今日的な大きな

課題としてクローズアップされているということで、これに精力的に取り組んでいるということで

Ａ評価をいただいていますが、ただし、我が国の周辺水域の外国漁船による爆漁やサンマ、イカ、

サケなどの急激な資源の落ち込みの状況について、マスコミ、社会一般への説明は余り急激な変化

のため、説明がし切れていない面があると感じられる、地球規模の全体の大きな変化に現状の研究

体制で未知の部分があるが、水産政策の大きな変化のときにあってわかりませんではおさまらない

ということで、果敢な姿勢で説明をしてほしいということでございます。 

 それから、東海専門委員からは、Ａ評価は妥当ですが、誤字等の修正がございまして、推定など

の修正がございました。今後の課題は特になしということでございます。 
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 次に、11ページでございます。研究開発項目の２番目として、水産業の健全な発展と安全な水産

物の安定供給のための研究開発でございます。評価軸はこれも三つございまして、評価軸１は成果

や取り組みが産業、経済活動の活性化、高度化や社会的価値（安全・安心で心豊かな社会等）の創

出に寄与するものであるか、評価軸２は研究や事業の成果等が国の方針や社会のニーズと適合して

いるか、評価軸３は成果や取り組みが国またはアカデミアにおける研究の実用化または進展につな

がるものになっているかということでございます。 

 大臣評価といたしましては、まず、評価軸１といたしましては、新たに開発しましたアサリの稚

貝採取、移植、育成技術というのを広島湾で実証したところ、アサリ資源の増加が認められまして、

今後のアサリ資源の再生や地域振興への貢献が期待されるところでございます。また、大規模な人

工稚ダコの生産が困難だったマダコについて、新たな飼育装置と飼育方法を開発して、生残率、成

長率を飛躍的に向上させております。さらに防波堤の上部形状幅が防波堤全体幅に占める割合が防

波堤の安定性に与える影響を明らかにしておりまして、今後、いわゆる津波等に関しまして粘り強

い防波堤の設計に活用されることが期待されるということでございます。また、LED魚灯について

はイカ釣り漁船において実証試験を行いまして、採算性の確保が確認されたということでございま

す。 

 めくっていただいて評価軸２でございます。東京湾のマコガレイの資源回復のボトルネックにな

っていた産卵場を明らかにできたということでございます。また、ニホンウナギの仔稚魚の回遊経

路の特定ができたということ、これは今後の人工種苗の技術開発につながる大きな成果であると。

それから、国際獣疫事務局（OIE）のリファレンスラボとして、外国からの研修生の受入れなど、

国際的な魚類防疫に貢献しておるということでございます。 

 それから、評価軸３といたしまして、魚病、漁法、飼料、育種、機能性成分等の成果について特

許申請を行っており、これらの研究成果の実用化や水産業の発展に寄与することが期待されており

ます。 

 このような状況にございますので、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出に向けた期待が認め

られるということから、Ａ評価とさせていただいております。 

 戻っていただきまして11ページ、また、委員の意見のご紹介でございます。 

 金子委員から、アサリの増殖、稚ダコの飼育、メバチマグロの脂肪含有測定装置の開発、ヒスタ

ミンの蓄積抑制技術の開発等、多数の顕著な研究成果を創出し、また、それらの成果の実用化に向

けた取り組みを強化したと、そういうことでＡ評価は妥当であると。 

 また、高橋専門委員からは、年度計画に対応する主な業務実績等が記載されていると、また、こ

れらに対する自己評価が評価軸に沿って行われていると、定量的な評価は困難であるが、質の高い

業務実績と思われる。一方で、29ページの表に上げられた数字を見ると、28年度に比べて29年は５

項目で増加し、６項目で減少しているということで、28年度の本項目の評定はＢであると。この表

に従えばＡは過大と感じられると。本年度、Ａとした理由については、数字にあらわれない質的向
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上があったからだと推測される。この評定の妥当性については、この会議で説明を受けた後で判断

したいというご意見をいただいております。 

 さらに、めくっていただいて辻専門委員からは、29年度において重点研究で多くに研究成果が得

られたことは大いに評価できると、研究のうち広島アサリの増殖では、技術開発は地域振興になる

が、ブランド化になるとはいかなることか、ブランディングの道筋を教えてほしいと、また、キハ

ダの血合い肉のすり身化は商品になるのか、市場ニーズはあるのかというご質問をいただいており

ます。 

 次、研究開発の３番目の課題であります海洋・生態系モニタリングと次世代水産業のための基盤

研究でございます。これも評価軸は三つございまして、評価軸１は産業の将来ニーズ等を反映した

研究テーマの設定及びそのための取り組みが十分であるか。評価軸２は成果や取り組みが国または

アカデミアにおける研究の実用化または進展につながるものとなっているか。評価軸３は開発され

た技術や収集された研究資源が、国や地方の事業等に有効に活用されているかということでござい

ます。 

 大臣評価案といたしましては、まず、評価軸１といたしましては、オーミクス解析技術を導入し

た育種研究、環境診断の研究開発、ICT技術を導入した漁船の最適航路選定技術の開発、再生可能

エネルギーを活用した水素燃料電池船の開発など、チャレンジングな研究開発に取り組んでいるこ

と、それから、評価軸２としては、海洋・生態系モニタリングデータについては、漁業資源の分布、

移動経路、資源量の変動に関する研究の基礎データとなっていること、それから、ゲノム情報やメ

タゲノム手法の成果や技術は、機構の生化学分野の研究開発に活用されている、評価軸３に関しま

しては、放射能に関しまして韓国による日本産水産物の輸出規制に関するWTOパネル報告に、放射

能調査結果が有効に活用されているといったことがありまして、成果の創出や将来的な成果の創出

の期待が認められ、着実な業務運営がなされているということから、Ｂ評価とさせていただいてお

ります。 

 委員等の意見といたしましては、金子委員から、オーミクス解析技術を導入した育種研究、環境

診断などチャレンジングな研究開発に取り組み、その達成率は100％を超えた、また、放射能汚染

に関する科学的な知見をホームページ等で公表することで、震災復興や風評被害対策に寄与したと

いうことからＢ評価は妥当と。 

 それから、高橋専門委員からは、「モニタリング」及び「次世代」の両方において着実な業務が

行われている、モニタリング指標の各項目を28年度と比べると、３項目で増加し、４項目で減少し

ており、評価Ｂは妥当であると。以上でございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして14ページでございます。次に、今度は人材育成業務に関

しての項目でございます。評価の視点といたしましては、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のが視点でございます。 

 本年度の業務実績としては、まず、教育機関としての認定の維持ということに関しましては、学
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位授与機構における認定、それから、日本技術者教育認定機構（JABEE）による認定、それから、

国土交通大臣による船舶職員養成施設認定のいずれも維持しております。 

 （２）の水産に関する学理及び技術の教育に関しましては、１年次の水産学概論において機構の

役員等による講義のほか、水産物を取り扱う産地市場や水産物の加工場等の水産関連施設の見学、

魚市場での新鮮な魚の調理実習など、水産への動機づけを行っていること、それから、自治体、漁

業協同組合、水産関連企業等の幹部等による特別講義を実施し、最近の情勢・動向等を学生に理解

させる研究を行っていること、29年度の専攻課修了生の海技士免許取得及び試験の合格実績は、３

級海技士免許取得率は100％、２級海技士免許筆記試験合格率は85.7％、さらに１級免許筆記試験

には16名が合格しているということで、字が間違っているところが１カ所あって訂正いただきたい

んですけれども、計画の２級海技士筆記試験合格率「は」80％をになっていますが、合格率の80％

を上回っているということで合格率の80％「を」でございます。 

 それから、（３）の水産に関する学理及び技術の教授に係る研究に関しましては、各学科の研究

課題に応じて60の小課題に取り組んでいるということ、それから、行政・産業・地域振興への貢献

活動としてさまざまな活動をしており、地域振興対応研究として学内横断プロジェクトを３課題実

施する等、地域への後見に取り組んでいるということでございます。 

 次のページでございますが、（４）の就職対策の充実でございますが、就職率は98.1％、このう

ち水産業及びその関連分野への就職割合は83.4％となっており、計画の75％を大きく上回っており

ます。 

 （５）の学生生活支援等といたしましては、看護職員の配置、臨床心理士によるカウンセリング、

メンタルヘルス対策などの相談体制の学生への周知を図りまして、年間465件の相談に応じる等、

学生支援の充実を図っています。 

 （６）の自己収入の拡大と教育内容の高度化、学生確保の強化に関しましては、30年度入試にお

いては募集定員185名に対して倍率は5.1倍となっているということでございます。 

 このように、中長期目標における初期の目標を達成していると認められていることから、Ｂ評価

ということで大臣評価案を書いております。 

 戻っていただきまして14ページでございます。委員等の意見でございます。 

 金子委員からは、教育機関としての認定が適切にされ、水産に関する学理、技術の教育に関して

期待を上回る成果が得られた、また、その他の事項においても初期の目標を達成したと認められる

ことからＢ評価は妥当である。 

 佐藤臨時委員からは、Ｂ評価は妥当で、27年度に始まった代船が29年10月に竣工し、これから大

いに活躍が期待されること、また、船の建造には大変な努力があったと思われることから、評定の

根拠に天鷹丸竣工も加えたほうがよいのではないかというご意見をいただいております。 

 また、長岡臨時委員からは、水産分野への就職割合、海技士免許合格率の具体的な数値目標を十

分達成しているとともに、他の取り組みについても初期の成果を達成しているということでござい
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ます。 

 次に、めくっていただきまして16ページでございます。業務運営の項目に入ります。業務運営は、

まず、１番目として業務運営の効率化と経費の削減ということでございます。 

 大臣評価案の主な実績としては、一般管理費につきましては、前年より３％減という目標を達成

しております。また、業務経費に関しましても、１％減という目標を達成しております。また、調

達等合理化計画を実施して、さまざまな取り組みをしておりまして、特にDNA合成製品の調達に単

価契約というものを導入して、調達に要する時間の大幅な短縮を図っております。また、機構の研

究体制のあり方検討会を水産庁と共同で開催して、機構の今後の研究体制の方向性について提言を

得るなど、組織・業務運営の改革に向けて検討を開始しております。 

 このように、中長期目標における初期の目標を達成しているというふうに考えられることから、

Ｂ評価ということでございます。 

 委員等の意見といたしましては、佐藤臨時委員からは、立派な業務運営が行われていると考えら

れ、Ａでもよいのではないか。長岡臨時委員からは、削減目標を達成していることからＢ評価は妥

当であるというふうにご意見をいただいているところでございます。 

 次のページでございます。第５の財務内容の改善に関する事項で、収支の均衡ということでござ

いますが、予算に基づく支出の執行管理を行って、収支均衡を適切に図っているということから、

Ｂ評価という案でございます。 

 次に、業務の効率化を反映した予算の策定と遵守ということでございますが、事業のまとまりご

とに、今回の中長期計画から総務省の方針でセグメント別の管理をやっておりますが、セグメント

別予算をつくって計画に従った運営を行っております。また、海洋水産資源開発調査勘定において

新たに事業を開始しております。また、既存事業についても見直しを行っております。あと、短期

借入金、それから、目的積立金につきましては何もございませんでしたので、評価対象としないと

いうことになります。 

 ということで、中長期目標における目標を達成していると認められることからＢ評価としており

ます。 

 委員の意見としては、辻専門委員から全体の予算執行に係る話として、統合の相乗効果は予算上、

顕著に見えるものはあるのか、あれば示してほしいという意見をいただいております。 

 次のページでございます。自己収入の確保でございます。各種公募による競争的研究資金につい

て積極的に応募して、自己資金の獲得に務めております。それから、地方公共団体等から委託費等

の外部資金58課題を受け入れております。また、漁獲物の販売収入につきましては、水揚げ及び市

場における競りや入札への職員の立会いに努め、価格動向を把握し、高値での販売に努めていると

いったものでございまして、自己収入の安定確保に努めているということから、評価案としてはＢ

とさせていただいております。 

 委員等の意見としては、基本的に妥当だというご意見をいただいておるところでございます。 
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 次、４番の保有資産の処分でありますが、保有資産については減損の兆候は今年度についてはな

いと、それから、不要財産となったものは国庫納付手続を怠ることなく進めているということで、

Ｂということでさせていただいております。 

 委員の意見としては、辻専門委員から石垣島の旧水研施設処分について諸事情、石垣市側の事情

について説明してほしいというご意見をいただいております。 

 次に、19ページでございます。その他の事項で、まず、１番としてガバナンスの強化でございま

すが、内部統制の推進に関する規程の見直しを行いまして、理事長のリーダーシップのもと、引き

続き内部統制システムの充実・強化を図っている、それから、コンプライアンス推進のため、全職

員を対象としたｅラーニング研修を実施するほか、新人研修等々を実施してきていること、ただ、

しかしながら、研究論文の図の一部を改ざんする研究不正が生じたことは遺憾である、研究不正を

行った者に対して適切な措置を講じるほか、具体的な再発防止策を講じているが、中長期目標にお

ける初期の目標を下回っており、改善を要すると認められることから、Ｃという評価をさせていた

だいております。今後の課題としては、再発防止策について早急に実行に移して、規律の徹底を図

っていただきたいという大臣評価案でございます。 

 委員等の意見につきましては、東海専門委員から以下について確認したいということで、まず、

１点目は文部科学大臣決定の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインでは、研

究倫理教育の実施に当たって各研究所ではそれぞれ所属する研究者に加え、将来、研究者を目指す

人材や研究支援人材など、広く研究活動にかかわる者を対象に実施する必要があるとされているが、

非常勤職員を含めて教育は行われているのか、また、同じガイドラインの中で、大学においては学

生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、研究教育上の目的及び専攻分野の特性に応

じて、研究倫理教育の実施を推進していくことが求められるとされていますが、水産大学校は文科

省管轄ではないものの、同様の対応は行われているかというご質問をいただいております。 

 次のページをごらんください。次のページは人材の育成・確保でございます。人材に関しまして

は、そもそも、期首の常勤職員数を上回らないよう人事計画を定めて、引き続き人事管理に努めて

いること、職員の採用に当たっては、研究開発力強化法を踏まえた任期つき研究員の採用や公募方

式等の採用方式を活用していること、それから、応募者の女性割合と採用者の女性割合に乖離が生

じないよう配慮しつつ、人材確保に努めていると。あとは東京海洋大学等との人事交流３名を行っ

ていること、あとは男女共同参画を推進するため、女性職員へのアンケートの実施や意見交換会を

実施していること等、初期の目標を達成していると認められることから、Ｂ評価とさせていただい

ております。 

 次に、情報公開の推進等でございます。法人の業務内容を法令に基づき、適正にホームページで

公表している等々がございまして、これについてもＢ評価ということでさせていただいております。 

 委員の意見として、佐藤臨時委員から日本唯一の研究機関となったと、水大校と水研が統合して

情報発信力をより高めてもらうことを期待したいとご意見をいただいております。 
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 次に21ページでございます。情報セキュリティ対策の強化でございます。CSIRTのメンバーを各

種研修に参加させるなど、インシデント発生時の対応能力の強化に努めていること、全職員を対象

としたｅラーニング研修、標的型メール訓練等を行っている、それから、新たに情報セキュリティ

アドバイザーを配置して、情報セキュリティ対策の強化を図っているということ等から、初期の目

標を達成していると認められるので、Ｂ評価という案でございます。 

 ４番の情報セキュリティ採択の強化で、佐藤臨時委員から、情報セキュリティは世間の関心事項

であるため、アドバイザーの仕事内容と役割について、より詳しい記述があったほうがよいと思わ

れるというご意見をいただいております。 

 次に、５番の環境対策・安全管理の推進でございます。業務実績といたしましては、ストレスチ

ェックの実施、ヒヤリハット事例の周知、防災訓練等を実施しております。それから、ハラスメン

ト相談窓口の設置、ｅラーニング研修等に努めていること、それから、水大校において薬物乱用防

止講習会等の各種安全衛生に関する講習会を実施していること、それから、環境物品に関しては調

達率を100％としているところでございます。また、劇毒物とうについては年２回、管理状況の点

検を行っているということで、評価としてはＢということにさせていただいております。 

 それから、委員の意見としては、東海専門委員から調査船の乗組員に対するSTCW条約改正に伴う

救命講習と消火講習は行われているのか、人材育成業務では水産大学校の海技士教育として、救命

講習が実施されていることは記載されているがということですが、調査船、練習船についてはどう

なっているのかというご質問をいただいております。 

 次に最後のページでございます。その他につきましては、施設及び設備の改修等を計画的に行っ

ていること、あとは繰越積立金につきましては適切に処理しているということ等から、評価として

はＢ評価ということで案をつけております。 

 説明については以上でございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 まず、平成29事業年度業務実績に対する大臣評価案について、本水産部会としての意見を取りま

とめたいと思います。各委員からは事前にいただきました意見等については、ただいま紹介のあっ

たとおりです。まず、大臣評価案に修正を求める意見が出されております項目がありますので、審

議をお願いいたします。 

 ただいまの資料２－１の５ページをお開きください。５ページ、第３の１、研究開発成果の最大

化等に向けた取り組みの強化に関する事項につきまして、東海専門委員から大臣案の評定Ａについ

ては特に異議はないが、以下のとおり、コメントをつけたいとございます。Ｈ29年度－12（５）の

二つ目の内容において、実施を認めないとする具体の内容を明らかにするためには、冒頭の「共同

研究を」の前に「実施許諾契約については、」を加筆する必要があると。 

 Ｈ29年度－13（６）アの最初の２、「水産技術交流プラザ活動の継続により、新たな３件の特許

権などの実施許諾を行っている」と評定に至った理由を挙げているが、前段の「水産技術交流プラ
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ザ活動の継続」と「新たな３件の特許権などの実施許諾」は、別々に記載されているものであって、

因果関係を持つものではないかもしれないので、このような書き方は行うべきではないのではない

かというご意見です。 

 そして、Ｈ29年度－17（７）の最初の内容におきまして、冒頭に「統合効果の発揮」とあるが、

「相乗効果の発揮」の誤植ではないか。確かに、水産総合研究センターと水産大学校が統合した事

実における効果ではあるかもしれないが、ここではそれを「研究開発業務と人材育成業務の相乗効

果の発揮」と見出しをつけているのであるから、それに合わせるべきと考えられる。 

 もう一つ、Ｈ29年度－18（８）でPDCAサイクルとして評定をするのであれば、Planについても言

及しておくべきではないか。ここで記載されているのは、評価や外部から意見をもとの業務の改善

にとどまるために、Do、Check、Actionにとどまるように見えてしまうという意見ですが、東海専

門委員のほうから追加の説明はございますか。 

○東海専門委員 特には。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 事務局からこれについてご説明はございますか。 

○井上研究指導課長 それでは、まず、最初のご指摘についてはそのとおりでございますので、

「実施許諾契約においては、」という文言を追加させていただきたいと思います。 

 それから、２番目の特許権の話でございますが、論理的にこれが原因と結果かというと確かにそ

れはわからないので、水産交流プラザ活動の継続によるという文言を削除させていただきまして、

単純に新たに３件の特許権等の実施許諾を行っているという文章にさせていただきたいと思います。 

 それから、次の指摘についてもそのとおりでございますので、統合効果を相乗効果に修正させて

いただきたいと思います。 

 それから、最後の点につきまして、これもご指摘のとおりでございますので、「自己評価体制を

整備し」という前に、「中長期目標及び中長期計画に基づき策定した年度計画について」という文

言を入れさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に何かご意見、ご質問はございますか。よろしいでしょうか。 

 特段の意見がございませんようでしたので、事務局修正案のとおりといたします。よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 

 次にいきます。９ページの第３の２の（１）水産資源の持続的な利用のための研究開発に関する

事項について、辻専門委員から世界と日本において水産資源管理と持続的利用は、今日的な大きな

課題としてクローズアップしている。こうした中で、数多くの事業に精力的に取り組んでおり、評

定は自己及び大臣評価と同じＡと。 

 ただし、我が国の周辺水域の外国漁船による爆漁やサンマ、イカ、サケなどの急激な資源の落ち
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込みの状況についてのマスコミ、社会一般への説明には余りに急激な変化のため、説明がし切れて

いない面があると感じられる。地球規模の大きな変化に現状の研究体制の許容で未知の部分がある

が、水産政策の大きな変化のときにあってわかりませんでは済まされまい。果敢な姿勢で説明を示

してほしいとの意見ですが、辻専門委員、特段の追加の説明はございませんか。 

○辻専門委員 去年のときも、資源の予測見通しについて前広にやっていただきたいということで

お願いしたんですけれども、去年のときは単年度でしかできないということでご答弁いただいたで

すけれども、実はかねてからマイワシについて、水産庁でマイワシのTACの意見交換会をやったん

ですね。３年前、初年度のときに北海道あたりから大勢の漁業者、加工業者が来て、数年間での見

通しを教えてくれと、皆さん、同じ意見を述べられました。 

 でも、結局、答えていただけませんでした。私も質問しましたし、北海道漁連の方も質問したし、

鮮魚で扱っている業者の方、要するに投資です、投資したいということで来たんですが、次の年、

去年のときはどうしたかといったら、これはTACだけの意見交換会だから余計なことは言わないで

くれということでくぎを刺されました。ことしも同じことを言われました。担当班長から言われま

した。でも、誰も質問しないし、誰もわざわざ来ないんです。 

 ことし、水産庁で水研機構が水産業界の成長産業化で何ができるかという研究会にしましたけれ

ども、そういった意味でも、建前だけじゃなくて、個人的に研究者の方に聞くと、皆さん、意見を

持っているんです。大体、こうじゃないですかと大ざっぱな枠で言われるんです。ですから、公式

な面とかあるかもしれません。せっかく、わざわざ大勢の方が来られているのに教えない、わかり

ませんでは済まされないというか、ですから、免責事項があるならば、免責事項を断った上で研究

所の方の個人見解で結構ですので、せっかくのそういう場所で、こうじゃないですかというリップ

サービスでもいいですけれども、示していただきたいと思ったんです。 

 それがマスコミとか、一般社会に対する姿勢じゃないかと私は常々思って、これは水研機構だけ

じゃなくて、水産庁さん全体にもかかわるかもしれませんけれども、そういうことで、これはこれ

からお願い、宿題ということで、ここに書かせていただきました。 

○金子部会長 事務局からご説明はございますか。よろしいでしょうか。 

 この果敢な姿勢というのは、公式な見解を超えたところまで話してほしいという意味合いですか。 

○辻専門委員 公式じゃなくても、さっき言った免責的なものも事前に言って、個人の研究者の方

も、来年、再来年はこうですよと、ご参考にしてくださいという、そういう意味での勇気を持って

ということで、果敢にと表現させていただきました。 

○金子部会長 なかなか、ひとり歩きするということもあるので、その辺が難しいところだと思い

ますけれども、貴重なご意見かと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまのご意見に特段の質問、ご意見はございませんようですので、原案どおりと

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 同じ項目につきまして、東海専門委員から意見が出ております。大臣案の評定Ａについては特に
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異議はないが、以下の誤植の修正を指摘したい。Ｈ29年度－21下から２行目の「推定をなど」は

「推定など」に修正との意見ですが、これはそのとおりでよろしいんですか。 

○井上研究指導課長 申しわけございません。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 それでは、そこを修正したものについて特に意見、ご質問等がありましたらお願いします。よろ

しいでしょうか。ないようですので、意見のとおりとさせていただきたいと思います。ありがとう

ございました。 

 次に11ページをお開きください。11ページの第３の２（２）水産業の健全な発展と安全な水産物

の安定供給のための研究開発に関する事項につきまして、高橋専門委員から、年度計画に対応する

主な業務実績等が記されている、また、これらに対する自己評価が評価軸に沿って行われている、

定量的な評価が困難ではあるが、質の高い業務実績と思われる。一方で、28ページの表に掲げられ

た数字を見ると、28年度に比べて29年度では５項目で増加し、６項目で減少している、28年度の本

研究の評定はＢである、この表に従えば29年度の評定Ａは課題と感じられる、今年度評定Ａとした

理由は数字にあらわれない質的向上があったからだと推測される、この評定の妥当性は部会で説明

を受けた後に判断したいということで、評定を保留というふうにされております。高橋専門委員、

追加の説明はございますか。 

○高橋専門委員 特にはございませんが、この評価案を拝見していまして、どこがすぐれているの

か、もっとわかりやすい説明をいただければなと思いました。評定Ａは、これはこれでよろしいか

と思うんですが、28ページの表を見る限りは、ここに書いてあるとおり、去年とどっこいどっこい

かなと。Ａになりますと、そこそこの達成よりはすぐれているということになると思いますので、

こういった文章であらわしている中で、どこがよりすぐれているのかということをご説明いただけ

ればと思います。 

○金子部会長 それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 ご説明させていただきます。それで、そのご説明に必要なので、まず、資料

２－２をお開きいただきたいんですけれども、資料２－２をめくっていただきますと例えばですけ

れども、Ｈ29年度－４と５というところがあると思います。ここに参考指標として掲げられている

ものがあるんですけれども、ここを見ていただくと知的財産の供与数とかは（モ）と書いておりま

して、５ページになりますと広報誌等発行数というのが（定）というふうに書いてありますが、こ

れは指標としてはモニタリング指標と定量的指標というふうに区分けがされておりまして、評価に

当たってはモニタリング指標は参考としての数字として見ていただきたいと、定量的指標について

は、これを必ず満たすということが原則ということで評価の仕組みが成り立っております。 

 ということなので、Ｈ29年度－５のところを見ていただくと、定量的指標のところは一番右側の

欄に達成率を書いてございます。達成率を見ていただくと100％をちょっと超えた程度のものもあ

りますが、180％、156％、120％、それから、前のページのところでも、117％、147％ということ
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で、かなり定量的指標として確実に満たさなくてはいけないものということに関しての指標の数字

がかなり高くなるというのが１点、本来は、この数字、指標だけで評価するという項目がある場合

は、これが120％になっていないとＡ評価にならないんですが、このものについては定量的指標に

加えて、評価軸の指標で評価してくださいということの両方を合わせた形での評価ということで、

Ａ評価とさせていただいておりますが、先ほどのものに戻っていただいて、水産業の健全な発展で

すから資料２－１でいうと11ページでございます。 

 評価軸１のところにありますところで申しますと、アサリの稚貝というのは実は従来、アサリと

いうのはなかなか実際にふやす活動を行ってきたかなりの研究事例があるんですけれども、本当に

確実にふえるといった技術開発が実は案外できていなくて、これが広島湾でできて、これも確実に

ふえているということで、アサリとしては非常に大きな成果であるということ、それから、稚ダコ

に関しましても全くできなかったのができるようになったということ、それから、LED魚灯も従来、

さまざまな研究の結果、一定の漁獲はあったんですけれども、例えば水産庁が別の団体にお願いし

た委託の調査では、とれるときととれないときがあって、とれるときは平均を上回るんですけれど

も、とれないときは平均を大幅に下回る事例というのがかなりあったんですが、開発調査センター

の調査をやって、LED魚灯のつけ方とかについてもかなり整理したところ、安定的、確実に採算性

を確保できるということが明らかになったということがございます。 

 それから、次のページを見ていただきたいんですけれども、ニホンウナギの回遊経路も従来、全

くわかっていなかったのが幾つかの回遊経路がわかってきたということがございます。それから、

マコガレイも産卵場が明らかになっていなかったと。ある意味、身近なカレイ類といえども、産卵

場が明らかになっていなかったということがございますが、そういうことも明らかになったという

ことが大きな成果であるというふうに評価いたしまして、評価案Ａということで判断させていただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 高橋専門委員、ご意見はございますか。 

○高橋専門委員 ありがとうございました。大体、理解できました。大体、評価はＡでよろしいか

と思います。 

 ただ、質問があるんですけれども、資料２－２のＨ29年度‐５のところで、（定）のところで講

演会等開催数、これが29年度計画達成率180％となってございます。ここのところは、年度の途中

でも講演の依頼があるなどとして数がふえるということはあり得るかなとは思います。その下の各

研究所等の一般公開実施数というところは、29年度計画達成率は156％となってございます。ここ

のところは、恐らく29年度に実施するとはいっても、その計画というものはそもそも28年度中に計

画が策定されているかなというふうに思います。そうしますと、ここのところの達成率の評価の仕

方というところは、少し見直しても余地があるのかなというふうに感じました。 
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 以上です。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 非常にごもっともなご指摘かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○井上研究指導課長 この目標なんですけれども、一応、中長期計画の最初に数字を過去の実績等

を踏まえて決めていくので、そういう意味で、途中でこの数字は変えないので、こういうことにな

っておりますので、ただ、これで５年間、実績を積まれますとハードルが上がっちゃうという言い

方は変ですけれども、そういうことになっていくということで、年９回以上としたのは、基本的に

水研の大きな本所（拠点の研究所）級では最低やろうということで定めたんですが、実際はいわゆ

る旧栽培系の支所でも開催したりしていまして、数字が積み上がってきているので、こういうこと

になっているということになります。ですから、こういう実績を踏まえて、次の中長期計画ではも

う少し高目の数字で目標を定めていくということになろうかというふうに思っています。 

○高橋専門委員 わかりました。どうもありがとうございました。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明にありましたように、高橋専門委員の評価は保留ということではございました

が、これをＡ評価にするということでよろしいわけですね。ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に何か質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 それでは、特段の意見はございませんようですので、原案どおりとさせていただきます。ありが

とうございます。 

 さらに同じ項目につきまして、辻専門委員から29年度において重点研究で多くの研究成果が得ら

れたことは大いに評価できることから大臣評価と同じＡ、研究のうち広島アサリの増殖で技術開発

は地域振興になるが、ブランド化になるとはいかなることか、ブランディングの道筋を教えてほし

い、また、キハダの血合い肉のすり身化は商品となるのか、市場ニーズはあるのかとの質問ですが、

この質問につきまして、辻専門委員、特段、何か追加のご説明はございますか。 

○辻専門委員 技術開発については、良く書いてあるんですけれども、マーケティングとか、商品

とのマッチング、それについては余りなかったので、これは私のほうの水産のマーケティングのほ

うの専門の立場からの質問です。 

○金子部会長 事務局から説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 まず、アサリにつきましては、広島湾内のアサリに関しましては、どこの湾

でもそういうパターンが多いんですけれども、特定の海域で発生した幼生が湾内の各海域に浮遊期

間を経て広がっていくということが明らかになりまして、その場所をきちんと保護するということ

でやっていくということが、大事だということがわかってまいりました。そういうことで、生態系

に配慮したことでアサリがふえましたよということで、今後は生態系に配慮することでアサリがふ

えた広島アサリですといった形で、ブランド化を図っていきたいというような意向が地元にあると

いうふうに承知しております。 
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 それから、マグロの血合肉に関しましては、鹿児島県の水産会社がさつま揚げとして製造販売を

既に始めております。また、ご存じのとおり、血合肉は機能性成分を含んでおりますので、さらに

栄養豊富な商品の開発というものを行っておりまして、29年度は民間企業が海外向けのハンバーグ

のパテを製造して、31年度には販売予定であるということで、今後も機能性食品としての売り込み

についても、考えていきたいというふうに考えております。 

○金子部会長 どうぞ。 

○辻専門委員 そのご説明であれば、ブランド化というよりも差別化ということに言葉を変えられ

たほうがいいかと思います。ブランディングまでいかないと思いますので、それとあと、血合い肉

はキハダについてであれば機能性という言葉も理解して、そういう機能性の製品を目指すというこ

とを入れられたらいいかと思います。 

○金子部会長 差別化あるいは機能性という言葉がご提案されたんですけれども、いかがでしょう

か。 

○井上研究指導課長 委員長と相談させていただきながら、適宜、修正させていただきます。 

○金子部会長 最後に申し上げますけれども、最終案は私に一任させていただくということになろ

うかと思いますけれども、そういうことになると思いますので、よろしくお願いいたします。あり

がとうございます。 

 ほかにご意見、ご質問はございますか。特段の意見がございませんので、原案どおりとさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 次に、14ページをお開きください。14ページの第３の３、人材育成業務に関する事項について、

佐藤臨時委員から大臣評価Ｂは妥当であるが、平成27年に始まった天鷹丸の代船が平成29年10月に

竣工し、これから大いに活躍が期待されること、また、船の建造には大変な努力があったと思われ

ることから、評定の根拠に天鷹丸竣工も加えたほうがよいのではないかとの意見ですが、佐藤臨時

委員、追加の説明はございますか。 

○佐藤臨時委員 いいえ、ここに書いてあるとおりです。 

○金子部会長 わかりました。 

 事務局のほうからご説明をお願いします。 

○井上研究指導課長 ご指摘のとおりでございます。ただ、加えるところに関しまして、ここの人

材育成という形のところではないところに加えるのが適当かなと思っておりまして、第４の１の

（４）、資料２－２のほうの76ページをごらんいただきたいと思います。この76ページの（４）の

施設・整備等の適正化と効率的運用というところに、読み上げさせていただきますが、平成29年10

月に竣工した天鷹丸については、日本船舶海洋工学会におけるシップ・オブ・ザ・イヤーを受賞す

るなど人材育成期に加え、海洋調査、研究機能をあわせ持つ共用船として高い評価を受けていると

いったような文章を、ここの76ページの施設・整備等の適正化と効率的運用のところに、文章とし

て加えさせていただければなというふうに考えております。 
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○金子部会長 どうぞ。 

○中田理事 シップ・オブ・ザ・イヤーを受賞すると書かれていますけれども、修正させてくださ

い。シップ・オブ・ザ・イヤー漁船・作業船部門賞です。すみません。 

○香西課長補佐 正確に書かせていただきます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 佐藤臨時委員、いかがでしょうか。 

○佐藤臨時委員 ぜひ、そのようにお願いいたします。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 この件に関しましてほかに、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ないようですので、事

務局修正案のとおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 次は16ページになります。16ページの第４の１、業務運営の効率化と経費の削減に関する事項に

ついて、佐藤臨時委員から大臣評価はＢとなっているが、立派な業務運営が行われたと考えられ、

評定はＡでもよいのではないかと上方修正の意見が出されていますが、佐藤臨時委員、特段の追加

説明はございますか。 

○佐藤臨時委員 大変立派な努力の成果だと拝読しました。毎年、評価をしていくということにな

るとすると、よりよく努力したときにはよりよく評定をとられたほうがいいのではないかと、その

次の年が頑張ってもことしがまた基準になっていくと思いますので、無理に評価を上げたいわけで

はなくて、ことしはＡに妥当するものではないかと私は見せていただいたということでございます。 

 以上です。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 事務局のほうからお願いします。 

○井上研究指導課長 今、ご指摘があったのは16ページのところでございます。ここの定量的指標

は、３％、１％というものでございます。先ほどご説明しましたけれども、仮に定量的指標だけで

評価するとすると、目標を20％上回らないとＡ評価にならないということで、３％、１％に関して

は、そこまでいっていないという状況でございます。それ以外の評価の視点もあるんですが、評価

の視点そのものが経費の削減に取り組んでいるかとかいうことでございまして、調達合理化計画等

を着実に実施しているかといったようなものでございまして、ここの評価の定量的指標、それから、

評価の視点から考えると、なかなか、著しく高い評価というふうになるまでにはいかないのではな

いかというふうに判断させていただいて、Ｂ評価という評価案を提示させていただいているところ

でございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 佐藤臨時委員、よろしいでしょうか。 

○佐藤臨時委員 わかりました。20％、大変高いことなんですね。 

○金子部会長 そのシステムに従ってやれば、当然、Ｂになるという理解かと思うんですけれども、
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ただ、Ａ評価に値するんじゃないかというご意見は非常に貴重で、大変励みになるものだと思いま

すので、そういう意味で、真摯に受けとめていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、特段の意見はないと思いますので、原案のとおりとさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございます。 

 次は17ページになります。第５の２、業務の効率化を反映した予算の策定と遵守に関する事項に

ついて、辻専門委員からコメントがございます。各セグメントごとに予算の管理・執行がなされ、

計画どおりに運営された、評価は大臣評価と同じＢ。ここまではよろしいかと思います。全体の予

算執行に係る話として、統合の相乗効果は予算上、顕著に目に見えるものであるのか、あれば示し

てほしいとの意見ですが、辻専門委員のほうから特段の説明はございますか。 

○辻専門委員 このとおりですので、統合したときに相乗効果の発揮という言葉が使われておりま

すので、その後、何か収支及び業務の効率化で具体的に目に見えるものがあれば教えていただきた

い。 

○金子部会長 目に見えて、初めての相乗効果という言い方もできるのかもしれませんけれども、

事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 ご指摘に関して、項目としては２番、17ページのところでございます。これ

については、数字として目に見えるものはなかなか出せない状況にございます。特に予算に関して

いいますと、１％、３％の削減の中に含まれてしまっていますので、そこについては明示ができな

い状況にございます。ただ、相乗効果ということに関していうと、そういう効率化に関しては現在

も水産大学校の事務部門につきまして、ある程度、削減はしておりますけれども、それ以上に本部

との統合が可能かどうかということは、今も検討を続けているところでございます。 

 それと、削減の効果というよりは、今回の評価でも説明させていただいているとおり、水研のほ

うにインターンとして学生が行くとか、そういうほうのプラスでの相乗効果のほうがどちらかとい

うと説明というか、実際にできている成果としては大きい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。 

 金銭面だけではなく、目に見えない、数字にあらわれない相乗効果というのがあるということか

と思います。辻専門委員、いかがでしょうか。 

○辻専門委員 ありがとうございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 この件に関しましてほかに何かご質問、ご意見はございますでしょうか。特段の意見がございま

せんようですので、原案どおりとさせていただきます。ありがとうございます。 

 次は18ページになります。18ページの第５の４、保有資産の処分に関する事項について、辻専門

委員から不要財産は適切に処分されていると認められ、評価はＢ、ただし、石垣島の旧水研施設処

分についての諸事情の説明をしてほしい（石垣市側の事情について）との質問ですが、辻専門委員

から説明はございますか。 
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○辻専門委員 現地に３月に行きまして、いろいろ、現地の地元の新聞に華々しく処分後の賛否に

ついて書かれておりましたので、その内容について石垣事業所の現在の状況を教えてください。 

○金子部会長 事務局のほうから説明をお願いできますか。 

○井上研究指導課長 石垣庁舎におきましては、不要財産として国庫への現物納付の申請に向けて

財務省とやりとりをしておりまして、財務省からさまざまな指示がありますので、それに向けて

粛々と対応しているという状況でございます。私どもも、石垣市に関しての意向みたいなものはい

ろいろ聞いておりますけれども、報道を見ますと水産の研究や水族館構想とか、またはそういうも

のに関して基盤として活用したいというふうなご意向があるというふうに承知しております。 

 今後の流れとしては、基本的に私どもとしては国に現物で納付すると。すると、今度は財務省が

それについて利用者があるかということで、公示というか、そういうものをかけるという手順で、

順番で進んでいくと思いますので、そういう財務省から公募、公示がされたときに、石垣市が手を

挙げて、それを活用していくのではないか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。 

 ただいまの説明に何かご質問、意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでした

ら、原案のとおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 続いて19ページ、第６の１、ガバナンスの強化に関する事項について、東海専門委員からコメン

トが寄せられております。東海専門委員は既に退席されていますが、読ませていただきます。大臣

案の評定Ｃについては妥当と考える。以下に確認したい。文部科学大臣決定、研究活動における不

正行為への対応等に関するガイドラインでは、研究倫理教育の実施に当たっては各研究機関ではそ

れぞれ所属する研究者に加え、将来、研究者を目指す人材や研究支援人材など、広く研究活動にか

かわる者を対象に実施する必要があるとされているが、非常勤職員を含めた研究支援人材に対する

教育は行われているのでしょうか、また、同ガイドラインでは大学において学生の研究者倫理に関

する規範意識を徹底していくため、各大学の研究教育上の目的及び専攻分野の特性に応じて、学生

に対する研究倫理教育の実施を推進していくことが求められるとされているが、水産大学校は文科

省管轄ではないものの、同様の対応が行われているのでしょうかという意見でございます。 

 この東海専門委員のコメントに質問に関して、事務局から説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 まず、研究部門に関しましては、ｅラーニングによる研究倫理教育を研究者

のみならず、非常勤職員を含めた全ての職員に対して実施しております。それから、水産大学校に

関しましては、まず、学部生に関しましては技術者倫理という２単位の必修科目、それから、環境

倫理という２単位の選択科目を２年次に開講しておりまして、技術者倫理に関しましては、科学技

術が社会に与える影響や技術者の法的責任などについて授業をすると。それで、倫理的な観点から

技術者としての判断、行動規範を修得するものでございます。また、環境倫理に関しましては、科

学技術の進歩が自然全体や将来の世代に与える影響について、考察をもとに科学技術と自然のかか

わりについて倫理学的に学ぶというものでございます。 
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 また、水産学研究科、いわゆる修士課程に当たるものでございますが、これに関しましては入学

時のオリエンテーリングにおいて、研究者の心構えとして倫理に関する説明を行っております。ま

た、平成30年度にはカリキュラムの改正を行いまして、平成31年度水産学研究科入学生より必修科

目として科学者倫理を開講する予定としております。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 本項目は唯一、評定Ｃがつけられているところでございますが、ただいまのご説明に何か質問、

ご意見はございますでしょうか。よろしいですか。特段の意見がないようですので、原案どおりと

させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 次は20ページになります。20ページの第５の３、情報公開の推進等に関する事項について佐藤臨

時委員からのコメントです。大臣評価Ｂは妥当、水研センターと水産大学校が合併し、日本随一の

水産研究機関となったことから、情報の発信力をより高めていってもらうことを期待したいとの意

見ですが、佐藤臨時委員、追加の説明はございますか。 

○佐藤臨時委員 特には、書いたとおりでございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうからも説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 ご指摘のとおりでございまして、さまざまなツール、それは印刷物だけでは

なくて、特に最近はインターネットの時代でございまして、SNSとか、あとはユーチューブみたい

な動画の部分もございまして、これについても機構として積極的に対応しておりまして、そういう

形も使いまして情報発信を強めてまいりたいというふうに思っております。 

○金子部会長 ありがとうございます。なかなか、定量できない評価というものをここで積み上げ

ていくことが大事なのかなというふうに感じます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございますか。特段の意見がございませんの

で、原案どおりとさせていただきます。ありがとうございます。 

 次は21ページ、第５の４、情報セキュリティ対策の強化に関する事項についてですが、同じく佐

藤臨時委員から大臣評価Ｂは妥当、情報セキュリティは世間の関心事項であるため、アドバイザー

の仕事内容と役割について、より詳しい記述があったほうがよいと思われるとの意見ですが、佐藤

臨時委員。 

○佐藤臨時委員 ここに書かせていただいたとおりでございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局からお願いします。 

○井上研究指導課長 ご指摘のとおりでございまして、修正案としては、修文前は新たに情報セキ

ュリティアドバイザーを配置し、情報セキュリティ対策の強化を図っているということで書いてあ

りますが、修文案を読み上げさせていただきます。機構に、情報システムのセキュリティ対策に関

する技術的助言等を行う情報セキュリティアドバイザーを新たに設置し、情報セキュリティ対策の
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強化を図っているというふうな形にさせていただければというふうに思っております。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 説明を詳しくするということで、最終案に関しましては私のほうで最終確認をさせていただきま

すので、よろしくお願いします。 

 ただいまのご説明に関してご意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、修正した上

でこの案でいきたいと思います。ありがとうございます。 

 次は21ページの第６の５、環境対策・安全管理の推進に関する事項について、これは東海専門委

員からのコメントです。大臣案の評定Ｂについて、特に異議はなく、妥当と考えるものの、以下を

確認したい。調査船、練習船の乗組員に対するSTCW条約改正に伴う救命講習と消火講習などは行わ

れているのでしょうか、人材育成業務では水産大学校の海技士教育として、救命講習が実施されて

いることは記載されているが、との質問です。東海先生は既にご退席されていますので、事務局か

らこれについてご説明をお願いいたします。 

○井上研究指導課長 STCW条約の改正に伴って、そういうものが義務化されております。私どもと

しては国交省認定の外部訓練機関、具体的には北九州市にある日本サバイバルセンターに、順次、

調査船、練習船の乗組員を派遣して基本訓練、救命、消火等の講習の受講を行っております。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明についてご意見がございましたらお願いします。ありがとうございます。特段

の意見がございませんようですので、原案どおりとさせていただきます。 

 以上になりますが、このほかの項目においては修正等の意見は出されておりませんが、よろしい

でしょうか。ほかに特段の意見等がありましたらお願いいたします。 

 ないようでしたら、ただいま決定した事項については、その内容を変更することとしますが、29

年度の大臣評価案については水産部会として妥当であるとし、各項目の評定について資料５、委員

からの意見出し集計表のとおり、参考意見を付すということでよろしいでしょうか。異議なしと認

めさせていただきます。 

 ということで、ここまでで水産研究・教育機構に関するものが終わりまして、これから説明者が

交代いたしますので、ここで一旦休憩を入れさせていただきます。ありがとうございました。 

午後２時３５分 休憩 

午後２時４５分 再開 

○金子部会長 それでは、時間になりましたので、議事を再開いたします。 

 次の議題３の北方領土問題対策協会の平成29事業年度業務実績及び第３期中期目標期間業務実績

に関する大臣評価（案）について、事務局より説明をお願いいたします。 

○清水水産経営課長 水産経営課の清水と申します。本日はよろしくお願いいたします。では、座

って説明させていただきます。 

 北方領土問題対策協会、こちらのまず29年度の業務実績についての大臣評価案についてご説明を
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申し上げます。 

 資料３－１をごらんください。お開きいただきますと１ページのところ、大臣評価案がございま

す。この協会は、北方領土の旧漁業権者、漁業者の方あるいはそのお子さん、お孫さんということ

で、漁業者だけでなく、さまざまな北方領土関係の方にさまざまな資金を貸しているという協会で

ございます。 

 この大臣評価案のところは、全体としては中期目標・中期計画記載の目標や指標に対し、必要な

水準に達しているというふうに認められると考えております。 

 まず、一つ目の融資メニューの見直しについてでございます。これにつきましては、協会のほう

で介護施設の入居費あるいは福祉車両の購入資金等、そうした介護にかかわる資金を新たに対象と

するなど、この旧漁業権者の事業の経営とその生活の安定を図るという法目的の観点、そして、こ

うした旧漁業権者の高齢化が進んでいるといったような社会情勢の変化等も踏まえた、必要な見直

しが行われていると認められるところでございます。 

 続きまして、融資制度の周知でございますけれども、10地区という年度計画を上回る11地区にお

いて12回の説明・相談会が実施されております。また、リーフレットの送付や生前承継者になり得

る旧漁業権者、島民の二世の方へのダイレクトメールの発送、あるいはこうした旧島民の取りまと

め役である千島連盟の支部代表者等への研修会、こういったものも開催して融資制度の利用者の理

解を深め、利用の促進を図っているということで、制度の周知に努められたものと認められるとこ

ろでございます。 

 続きまして、関係金融機関との連携強化、こちらにつきましては担当者会議の実施に加えまして、

関係金融機関の直接訪問といったようなことで連絡調整を緊密に行って、制度利用の活性化・円滑

化に努められております。 

 続きまして、融資資格承継の的確な審査ということで、これについては漁業権者から融資資格が

承継されているかどうかという点について、戸籍謄本等の公的書類その他の必要書類に基づいて資

格確認が適切に行われております。 

 続きまして、リスク管理債権の適正な管理でございます。こちらは借入者の返済能力、資金効果

等を勘案した審査を行うということで、リスク管理債権の比率、それから、更生・生活資金あるい

は住宅資金のうち、そこに書いてある資金のリスク管理債権額、それから、修学資金における連帯

債務契約、これらいずれもそれぞれ計画以上の水準が達成されており、債権の保全が図られており

ます。 

 続きまして、２ページをごらんいただきたいと思います。大臣評価案の欄、個人情報の管理状況

についてですけれども、こちらも個人情報取扱主任者が配置されておりまして、情報管理が適切に

行われております。 

 以上のとおり、おおむねそれぞれ適切に業務が行われておりますが、今後の指摘事項、業務運営

上の課題及び改善方策でございますけれども、第４期中期目標のもと、融資対象者の事業の経営と
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生活の安定に向けた丁寧な相談対応、これを含めまして制度趣旨や対象者のニーズを踏まえた業務

運営となるよう、引き続き努められたいという形で評価案とさせていただいております。 

 以上が29年度の業務実績に対する大臣評価案でございます。 

 続きまして、資料４－１をごらんください。こちらは第３期中期目標期間の大臣評価（案）とい

うことでございます。 

 こちらについてもお開きいただきますと、大臣評価案のところ、まず、融資制度の周知について

は先ほどのとおり、10地区に加えて開催要請があった地区においても融資説明・相談会が実施され

ております。また、ホームページへの情報掲載、リーフレットの送付、ダイレクトメールの発送と

いった取り組みが計画どおり実施されております。 

 また、次の関係金融機関との連携強化につきましても、毎年度、計画どおり研修会や担当者会議

等が実施されております。関係金融機関の相談窓口との連絡調整を緊密にすることで、融資制度の

利用の活性化・円滑化に努力されているというふうに認められるところでございます。また、千島

連盟の支部代表者等を対象にした研修会の開催、こういうのも通しまして協会の融資制度に対して

の利用者の理解を深め、利用の促進を図ったことが認められるところでございます。 

 次の事業結果の分析・検証につきましては、現在の融資メニュー全般にわたりまして、実際の利

用者の年齢、居住地域等々をデータ化し、分析した結果に加えまして、説明会等での要望あるいは

公的機関の統計データも勘案した上で、必要な具体的な見直しの方向性が示されておりまして、適

切に見直しの検討が行われていると認められるところでございます。 

 その下、融資資格承継の的確な審査につきましても、公的書類その他必要書類に基づきまして、

要件確認が適切に実施されているところでございます。 

 次のページ、２ページ目をごらんください。大臣評価案の一番上、リスク管理債権の適正な管理

につきましては、借入者の返済能力等を勘案した審査を行うため、事業資金につきましては過去の

生産高や収支実績と資産、負債の状況を把握し、資金の必要性や資金効果等を重点に審査が行われ

ております。また、資格者の高齢化を踏まえまして、借入者が高齢の場合には保証条件を強化する

など債権保全を図られておられます。 

 信用リスクの管理につきましては、リスク管理債権比率を毎年度、計画の比率以下ということで

達成しておりまして、中期目標等に基づいて適切にリスク管理が行われていると認められるところ

でございます。 

 個人情報の管理につきましては、個人情報取扱主任者が配置されておりまして、個人情報の適切

な管理に努められております。 

 そして、各資金のリスク管理債権額等の状況でございますけれども、更生・生活資金につきまし

ては2,969万2,000円以下が目標であるところ、毎年度、目標を上回って達成されているところでご

ざいます。また、修学資金につきましては、連帯債務契約100％の締結が実現しておりまして、目

標値である締結率80％を上回っております。また、住宅資金のリスク管理債権額につきましても、
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4,614万1,000円が目標であるところ、毎年度、目標を大きく上回っているところでございます。 

 以上の点から、中期目標記載の目標や指標に対して、おおむね満足のいく水準に達していると認

められるところでございます。 

 一番最後、４ページの最後に今後の課題ということでまとめさせていただいております。制度の

趣旨や対象者のニーズを踏まえた業務運営となるよう引き続き努められたい、そしてまた、融資メ

ニューの見直しにつきましては、さらに検討を進め、関係機関とも協議の上、融資メニューを社会

情勢や利用者ニーズを一層反映したものとすべく、できる限り早期に改定の具体的な内容と決定さ

れたいということにさせていただいております。 

 大臣評価案のご説明については以上でございます。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した。 

 平成29事業年度業務実績に関する大臣評価（案）について、本水産部会としての意見を取りまと

めたいと思います。各委員から事前にいただきました意見については、特段の修正意見はございま

せんでした。平成29事業年度業務実績に関する大臣評価（案）については、水産部会として妥当で

あるとし、評価については資料５、委員からの意見出し集計表のとおり、参考意見を付しというこ

とでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして、第３期中期目標期間業務実績に関する大臣評価（案）について、本水産部会として

の意見を取りまとめたいと思います。各委員から事前にいただきました意見については、ただいま

紹介のあったとおりです。資料４－１の第３期中期目標期間業務実績に関する事項について、辻専

門委員から第４期中期目標においても対象者のニーズを踏まえた業務運営とあるが、さらに新たな

メニューや改善点として予想されるものはあるかとの意見ですが、辻専門委員、特段の追加説明は

ございますでしょうか。 

○辻専門委員 前回は、高齢化に対応したメニューが追加され、さらに次にどういうものがあるの

かなと単純なものですが、あれば教えてください。 

○金子部会長 それでは、事務局からご説明をお願いします。 

○清水水産経営課長 この点につきましては、きょう、協会の専務にお越しいただいておりますの

で、そちらのほうからお答え申し上げます。 

○古矢専務理事 北対協の専務理事の古矢でございます。ただいま辻先生からご質問があったとお

り、本年度からの第４期中期目標におきましても、社会情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必要

に応じ見直しを行うこととされております。前中期目標期間中の事業結果の分析・検証については、

今般の融資メニューの見直しに盛り込んだところでありますが、引き続き必要に応じた改善を鋭意

進めていきたいと考えているところです。 

 改善点といたしまして現在、現時点で念頭にあるものといたしましては、融資に係る保証制度が

ございます。現在、当局からの融資に関しましては、保証人を求めておりますが、時代の変化とと

もに保証人を必要としないことはできないかというような意見が聞かれるようになっております。
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これ以降はまだ本当に検討の段階なんですけれども、外部の保証機関を利用することについてかつ

て打診したところ、母集団としての人数が少ないので、取り扱いになじまないというようなことを

言われたこともございます。そこで、現在、念頭に置いているものといたしましては、保証人を不

要とするかわりに、貸倒引当金相当の一定の利率を上乗せした金利を選択可能とすると、そんなこ

ともできないかということなどを考えておるところでございます。 

○金子部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に何かご質問、意見はございますでしょうか。 

○辻専門委員 保証機関とか、新たなそういう保証の第三セクターみたいに設けるということもあ

るんですか。 

○古矢専務理事 それは規模の問題で、我々程度の機関がそのような保証機関を設立するというの

は、現実的ではないというところだと考えております。 

○金子部会長 よろしいでしょうか。ほかに意見はございますか。 

 それでしたら原案のとおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 第３期中期目標期間の大臣評価（案）については、水産部会として妥当であるとし、各項目の評

定については資料５、委員からの意見出し集計表のとおり、参考意見を付しということでよろしい

でしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、今回、国立研究開発法人審議会水産部会に諮問された農林水産大臣の評価案に対する

意見提出についての手続等は、部会長である私に一任していただけますでしょうか。ありがとうご

ざいます。 

 以上で、本日の予定の議事は全て終了いたしましたが、何か特段ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 特にないようでしたら、以上をもちまして第10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。 

午後２時５９分 閉会 


