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午後１時３０分 開会

○三上課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第12回国立研究開発法人審議会水産部会を開

催いたします。

本日は委員の皆様初め関係の皆様方にはご出席くださいまして、誠にありがとうございます。

事務局の水産庁研究指導課の三上でございます。部会長選出までの進行を務めさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼して、着席させていただきます。

初に、各委員のご異動をご紹介させていただきたいと思います。

金子委員でございますけれども、任期満了に伴いまして、本年新たに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ことをご報告します。

それから、大越委員におかれましては、任期満了されました足立委員にかわりまして、同日付にて

新たに委員に任命されておりますので、ご報告いたします。

また、各臨時委員及び専門委員の皆様におかれましては、引き続き臨時委員、専門委員への就任に

ご了承いただいております。誠にありがとうございます。つきましては、委員の皆様のご紹介を委員、

臨時委員、専門委員ごとに五十音順にてご紹介させていただきます。

初に、大越委員でございます。

○大越委員 東北大学大学院農学研究科の大越和加と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

金子委員でございます。

○金子委員 東京大学農学生命科学研究科の金子でございます。よろしくお願いいたします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

佐藤臨時委員でございます。

○佐藤臨時委員 ウーマンズフォーラム魚「海のくに・日本」の佐藤安紀子でございます。よろしく

お願いいたします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

高橋専門委員でございます。

○高橋専門委員 こんにちは。北里大学海洋生命科学部の高橋と申します。よろしくお願いします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

辻専門委員でございます。

○辻専門委員 水産ジャーナリストと東京海洋大学で客員教授をしています。あと、日本大学でも非

常勤講師でフードビジネス論というものを後期のほうを教えております。よろしくお願いします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

東海専門委員でございます。

○東海専門委員 東京海洋大学の東海です。よろしくお願いいたします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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本日ご出席予定の中でご欠席等の方がいらっしゃいますので、ご報告します。

岩渕臨時委員におかれましては、本日ご出席の予定になっておりまして、少々遅れるということで

ご連絡をいただいているところでございます。

また、長岡臨時委員におかれましては、所用により欠席となっておりますので、ご報告申し上げま

す。

本部会の成立に関しまして、農林水産省国立研究開発法人審議会令第６条がございまして、会議を

開く要件としまして、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席することと規定されており

ます。本水産部会においても準用するということも規定されております。

本日の水産部会におきましては、委員、臨時委員の５名中３名のご出席を賜っておりますので、過

半数の出席となりますので、本水産部会の成立要件を満たしているということをご報告申し上げます。

それでは、開会に当たりまして、事務局でございます廣山水産庁研究指導課長から一言ご挨拶申し

上げます。

○廣山課長 ご紹介いただきました水産庁研究指導課の廣山でございます。

各委員の皆さん、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。本審議会の水産

部会の委員を引き受けていただいて、本当にありがとうございます。

水産の世界の状況については皆さんよくご存じのような状態で、漁船の数が減っていくし、高齢化

もすると。一方、資源状態も決してよくないということでなかなか苦しいというような流れの中で、

この状態を何とかしようということで水産政策の改革というものにしばらく前から取りかかり、昨年

の12月には関係の法令改正の第一弾として漁業法の70年ぶりの大改正というような動きになっており

ます。改正された漁業法の施行に向けて、今関係の政省令等の整備を行っているということでござい

ます。

あわせまして、その漁業法の改正に伴いまして、資源管理というものを今までとは少しステージを

上げた形で処理しようということになっております。この辺の話になってきますと、科学者の皆さん

の活躍も非常に大事ということで、今日ご議論いただく国立研究開発法人の水産研究・教育機構とい

うものの役割も大事になってくるということですので、そういったものに対してご意見をいただくこ

の機会を非常に大事にしたいなというふうに思っています。

この会の主な目的は、やはり独法を評価するということに関する第三者的な立場からのご意見をい

ただけるということでございます。独法の評価につきましては、法人が自己評価をする、それを活用

して主務大臣である農林水産大臣が評価するということになっています。そういった評価の際に主務

大臣は独法の通則法ですとか、この後ちょっとご説明をしますけれども、 近少し改定になりました

総務大臣の示す評価の方針というものを使って評価を実施するということになります。そのときの第

三者というか審議会の意見を聞くということで、この会が開かれるというつくりになっております。

そういう意味で、各委員におかれましては、本日の会議におきまして法人のほうから業務実績等自

己評価の結果をお示しさせていただきますので、それを確認していただいて、今後、当方で準備をし
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ます大臣が評価する内容について忌憚のないご意見をいただければと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○三上課長補佐 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

続きまして、本日の資料をご確認いただきたいと思っております。

本日の資料のうち、議事議題に関わるもの及び参考資料につきましては、ペーパーレスとしており

ます。机上のタブレットによりご覧いただきますようにお願い申し上げます。このため、お配りしま

した紙面の資料につきましては、今お手元にあると思われますけれども、表題を第12回国立研究開発

法人審議会水産部会資料一覧としている１枚、それから、同じく表題を同審議会の水産部会議事次第

としている１枚、それから、同じく委員等名簿としている１枚、同じく出席者名簿としている１枚、

同じく座席表というものを２枚机上に配付させていただいております。合計６枚あると思います。不

足等ございましたらご指摘、お申しつけいただければと思っております。よろしくお願いいたします。

それからまた、議事に進みます前にあらかじめ本日の部会の趣旨についてご説明いたします。

本日は、各法人からの事業実績及び自己評価結果の説明を行う場と捉えておりますので、大臣評価

案につきましてはお示ししてございません。 後にご説明いたしますけれども、後日、大臣評価の案

につきましては電子メールで各委員の皆様に送信させていただきたいと考えております。

なお、本日の議事につきましては、後日、議事録案にまとめまして、その内容につきまして改めて

各委員のご確認をいただい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、ご了承いただ

きたいと思います。

それでは、議事に則りまして、議事次第の４番に進みます。

本日が委員改選後初めての部会となりますので、まず、本水産部会の部会長の選出をさせていただ

きます。

タブレットの方にありますけれども、参考１の資料が根拠になりまして、農林水産省国立研究開発

法人審議会令というのがございます。この中で第５条第３項の規定におきまして、部会に部会長を置

き、部会に所属する委員のうちから委員が選挙するとなってございます。水産部会における委員は大

越委員と金子委員のお二方でございますので、どちらかの委員の立候補または推薦をお願い申し上げ

ます。

大越委員、お願いします。

○大越委員 大越です。

本審議会、本部会の内容について、これまでの経験と実績から東京大学の金子豊二先生を推薦させ

ていただきたいと思います。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

ただいま大越委員から金子委員の部会長推薦をいただきましたけれども、金子委員、いかがでござ

いましょうか。

○金子委員 委員が２人いて、私が断りますと押しつけ合いになるかと思いますので、スムーズに議
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事を進めるためにも私がお引き受けさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○三上課長補佐 恐縮でございます。ありがとうございます。

それでは、皆様の賛同もいただいたと思いますので、金子委員に部会長をお願い申し上げたいと思

います。よろしくお願い申し上げます。

では、以降の議事につきましては金子部会長にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。

○金子部会長 改めまして、部会長に選任されました金子でございます。何とぞよろしくお願いいた

します。

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。

○三上課長補佐 ご説明いたします。

資料につきましては、タブレットで資料１がございます。評価項目の分担についてということにな

りまして、 初のタイトルは国立研究開発法人審議会水産部会評価項目分担表となっております。こ

れにつきましては、平成28年度より水産研究・教育機構に統合し、新たな第４期中長期目標を策定し

ております。このため、各委員に分担して評価をお願いしてきたという経緯がございます。今般の委

員の改選によりまして、新たに大越委員が選任されておりますので、これまでの評価項目を見直す必

要がありまして、提案をさせていただいております。

次のページにございますとおり、各委員の研究等の分野や評価書の分量等を勘案しまして、評価項

目の分担を提案させていただいております。それぞれの項目に委員、臨時委員、専門委員が振り分け

られたものを案としておりまして、継続してご就任いただいております委員の皆様には、変更のない

ものとしてお示ししてございます。よろしくお願い申し上げます。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまご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。よろしいでしょうか。

特段のご意見等ありませんので、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す。

それでは、次に議題２の評価指針の改定について、これも事務局より説明をお願いします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

これもタブレットでいきますと、資料２となります。「独立行政法人の評価に関する指針」の改定

についてという表題がございます。

この独立行政法人の評価に関する指針の改定につきましては、同時に目標の改定に関する指針の改

定もなされております。いずれの指針も本年３月12日に総務大臣の決定により改定されておりまして、

詳細の内容は今回タブレットに編さんしております参考資料６と７に指針本文を編さんさせていただ

いております。
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このうち目標の策定に関する指針につきましては、次期の中長期目標の策定時から適用するとなっ

ておりまして、今般の水産部会としましては、評価に関する指針の中でも年度評価に関係する主要事

項をご承知いただきたいと考えております。

資料２にございますように、評価指針に係る主要な内容は２つに大別されておりまして、１つは評

定基準の見直しとなりまして、２番の①をご覧いただきたいと思いますけれども、困難度の高い目標

の達成に至った場合の評定の扱いとしまして、その場合は機械的にＡ以上とすることとされておりま

す。ただし、その適用時期が次期中長期目標期間からとなっておりますので、水産研究・教育機構の

場合でありましたら令和３年度からとなります。

残るもう一方の評価のめり張りでございますが、年度評価の重点化としまして、目標達成上重要な

もの以外の項目につきまして、簡素もしくは効率的な評価となるように評価単位の柔軟化を可能とす

るほか、主務大臣による評価につきまして法人による自己評価がＢとなっている場合に、同じような

Ｂ評価をする場合には、その評定理由を自己評価書のＢとの評価結果が妥当であると確認できたと記

載をすることで足りるということとするものです。本年度に実施する評価から、このことについては

適用すると整理されております。

大変概略で恐縮ですが、以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

若干ややこしいところもありますけれども、ただいまの説明に何かご質問がありましたらお願いい

たします。

それでは、評価指針の改定については総務大臣の決定ということですが、特に質問がないようです

ので、次に進みたいと思います。

続きまして、議題３の北方領土問題対策協会の平成30事業年度業務実績及び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。

○古矢専務理事 北方領土問題対策協会専務理事の古矢と申します。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。恐縮でございますが、座って説明させていただきます。

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

業権者や元居住者等に対して事業及び生活に必要な資金融資を行う貸し付け業務の２つの業務を運営

しております。本日は農林水産省と内閣府の共管となっております貸し付け業務についてご説明させ

ていただきます。ちなみに一般業務については東京事務所が、貸し付け業務については札幌事務所が

担当しております。

説明に入る前に貸し付け業務に関する 近の動向についてご説明させていただきます。

第３期中期目標期間におきまして、生活資金につきましては利用目的に応じて償還期限、貸付限度

額、適用利率等の貸し付け条件を見直したほか、介護・医療費の需要にも応えられる見直しを行いま

した。この４月１日付で業務方法書の変更認可を得ることができまして、取り扱いを開始したところ

でございます。
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また、昨年の７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の改正案が成立・公布さ

れ、これまで１名にのみ可能であった借り入れ資格の承継が一定の要件を満たしていれば複数名に承

継することが可能となりました。また、これまで承継の相手が元島民の子や孫に限られていましたが、

これを子や孫の配偶者にも承継が可能になりました。平成30年度は平成31年４月１日の施行に向けて、

これら改正に伴う規定や様式の整理、システムの改修、周知活動に力を注いできたところでございま

す。

それでは、資料に沿って平成30事業年度の業務実績についてご説明いたします。タブレットでは、

左側小見出しの北方領土問題対策協会の評価に関する資料のところをクリックしていただければと思

います。

まず、上のページ数で申し上げますと764分の４のところからですが、資料３－１、北方領土問題

対策協会の平成30事業年度業務実績及び自己評価結果、こちらにつきましては、主務官庁が作成され

た資料でございまして、目標、計画、実績をコンパクトにまとめていただいております。そして、そ

の次につながるところですが、764分の９ページ目からなんですが、こちらが資料３－２、平成30年

度業務実績報告書及び自己評価書（融資事業のみ抜粋）でありまして、当協会が作成したものでござ

います。

平成30事業年度は当協会にとって第４期中期目標期間の初年度に当たりますので、まずは資料３－

１、北方領土問題対策協会の平成30事業年度業務実績及び自己評価結果に沿って、中期目標と中期計

画についてご説明いたします。

資料の１ページ、764分の５から続く表をご覧ください。一番左の列に記載されております中期目

標についてご説明いたします。

主務官庁から与えられている中期目標では、北方地域旧漁業権者等が置かれている特殊な地位に鑑

み、親身になってきめ細やかな相談やサービスを行うということが求められております。これに関す

る評価指標でございますが、ちょっと764分の６になりますけれども、融資等の相談件数が前中期目

標期間 終年度を上回ることとされております。また、第３期中期目標期間に引き続き、社会情勢や

利用者ニーズを適切に踏まえ、必要に応じて融資メニューの見直しを実施することが求められており

ます。これに関する評価指標は必要に応じて融資メニューの見直しを実施したかどうかとなっており

ます。また、漁業協同組合や関係地方銀行などの関係金融機関との連携強化による制度利用の活性

化・円滑化を進めることが求められております。

次に、左から２列目の中期計画についてですが、中期目標にある項目を実施するという内容になっ

ております。

これを受けまして、その１つ右側でございますが、年度計画を作成しております。５項目になって

おります。①として相談件数の増加、次のページに行きまして、②関係金融機関との連携強化、③利

用者ニーズの把握等、そして、次のページ、764分の７に行きまして、④融資事業の適切な維持継続、

リスク管理、債権比率の管理でございます。そして、 後、⑤法人資金の停止という内容になってお
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ります。

さて、それでは、平成30年度の業務実績につきましてでございますが、次の資料、資料３－２、76

4分の９からになりますが、資料３－２、平成30年度業務実績報告書及び自己評価書（融資事業のみ

抜粋）につきまして、平成30年度の業務実績につきましてご説明させていただきます。

資料の１ページ目、764分の11をご覧ください。

まず、①の相談件数の増加についてご説明いたします。先ほどの中期目標の説明の中で評価指標が

前中期目標期間 終年度の相談件数を上回ることと申し上げましたが、平成29年度の相談件数が464

件でございましたが、結果から先に申し上げますと、平成30年度における相談件数は578件となり、

目標とした件数を大きく上回ることができました。具体的な取り組みについてですが、その下の表に

ありますように法改正の内容をわかりやすく解説したダイレクトメールを法対象者や生前承継者にな

り得るいわゆる二世世代の方に対して改正法施行前の３カ月間において集中的に送付いたしました。

これにより、年間相談件数の37％に当たる214件の相談がございました。

また、このページから次のページにまたがる表にございますように、例年実施している元島民や後

継者によって構成されている千島歯舞諸島居住者連盟の会合の場で融資説明会を実施し、法改正の内

容と融資メニューの見直しを中心に説明いたしました。また、この表の11回目のところに記載してお

ります融資相談会、平成31年１月27日、28日、千島会館で行ったものですけれども、こちらは例年２

日間実施しておりますが、今回は初めて日曜日に開催しましたところ、平日に相談に来られない方や

ご家族連れでお越しになる方などから好評を得ましたので、今年度も引き続き実施したいと考えてお

ります。

その下になりますが、11月には富山県黒部市で開催されました北方領土問題地域学習会に講師とし

て参加し、承継制度の改正と融資メニュー見直しの概要を説明しました。

次に、②の関係金融機関との連携強化についてでございますが、平成30年４月19日に漁業協同組合

向けの担当者会議と関係金融機関向けの担当者会議を開催し、業務方法書の一部改正や注意事項の伝

達、情報交換等を行い、担当窓口との連絡調整をより一層緊密・円滑にし、利用促進を図りました。

このほか、３ページ目、764分の13ページの出張説明会に記載しておりますが、３月には北海道内

にある漁業協同組合、農業協同組合、信用金庫、地方銀行を個別に17先訪問し、理解と協力を求め、

連携強化を図りました。

次に、③の利用者ニーズの把握等についてご説明いたします。

千島歯舞諸島居住者連盟の支部長と啓発推進員を対象とした融資業務研修会を計画どおり実施し、

利用者ニーズの把握等を行いました。法改正後初の研修会ということもあり、活発な質疑応答があり、

今回いただいた主なご意見、ご要望は３ページ目の下のほうに５点列記されております。今後の融資

メニューの見直しの参考としていきたいと思っております。

４ページ目、764分の14にお移りいただければと思います。

④の融資事業の適切な維持継続についてご説明いたします。財務内容の健全性を確保するため、貸
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付債権の管理を適正に行うこととしております。平成30年度も延滞債権督促マニュアルに基づき、電

話督促、文書督促に加え実態調査等を行い、管理・回収に努めてまいりました。年度計画では貸付残

高に占めるリスク管理債権の割合を都市銀行等の大手銀行を除く全国預金取扱金融機関の平成28年度

末平均比率である2.44％以下に抑制するという目標を掲げておりましたが、実績は年度末において2.

04％となり、目標を達成することができました。

なお、リスク管理債権の集計方法につきましては、これまで継続的に採用してきた簡便的な方法か

ら銀行法施行規則に準拠した方法に変更しております。

後に⑤の法人資金の停止についてですが、平成20年度以降取り扱いを停止しております。これは

平成18年に行われた行政改革において決定された組織・業務の見直し案によるものでございます。

自己評価でございます。定量的指標について全て達成することができたと考えておりまして、自己

評価をＢとさせていただいております。

当協会の平成30年度の業務実績報告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。

ただいまの説明について質問等ありましたらお願いいたします。

どうぞ。

○高橋専門委員 高橋でございます。

12ページのところで、富山支部ですか、そこで説明会を開催したとございますが、その次のページ

には本支部を合わせて16からの参加といったことがございます。これは全国で支部というのは全部で

いくらあるんでしょうか。それから、そういった支部でこれまでに巡回して説明会をしたといった実

績はどのくらいございますでしょうか。

○古矢専務理事 全国で支部は16ございます。ただ、その中には実際に人数の多いところと少ないと

ころなどございまして、基本的にはお呼びいただいて、説明してほしいと言われたら行くということ

であって、主要なところはほとんど行っているということでございます。16中11とか12とか、毎年行

っております。ここについては、少なくともこの数年に関しましては、そのような形で各支部で年１

回行われる支部総会に人数の多いところを中心に、大半のところには行ってご説明させていただいて

いる、このような形になっています。

○金子部会長 そこのところで私も１つ質問したいんですけれども、11番のものは日曜日に開催した

ら非常に断トツの14件の相談が来たということなんですけれども、ここの参集者というのは数値が入

っていませんけれども、やはりかなり多かったということでしょうか。

○古矢専務理事 人数が爆発的にふえたとかそういうものではありません。20とか30のオーダーです

ね。20とか30ぐらいのオーダーではあるので、人数がふえたというよりは、今まで行かれなかったけ

れども、こういうふうに日曜日に開催してくれたので行きやすくなったというような形で好評を得て

おるというところでございます。

○金子部会長 ありがとうございます。
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ほかに何か質問ございますでしょうか。

どうぞ。

○岩渕臨時委員 岩渕と申します。よろしくお願いいたします。

14ページのリスク管理債権のところなんですけれども、平成30年度は旧基準によるリスク債権合計

が過去３年間に比べると随分多くなっておりまして、ただ、その下の総貸出残高が逆に減っています

よね。新基準に基づくリスク管理債権が旧基準では過去３年に比べて多くなったのに対して、平成28

年度に比べると逆に少ないというこの辺の数字の見方というか、何かちょっとご助言いただければ助

かります。よろしくお願いします。

○古矢専務理事 それでは、一番下の新基準に基づくリスク債権額のところに注目していただければ

と思います。

そこで、結局リスク債権比率自体はリスク債権額を総貸出残高で割ったところでございます。過去

４年間において平成28年度と比べましても30年度が比率は一番高くなっていると。例えば平成28年度

1.95に比べて2.04になっているのは、おっしゃるようにリスク債権額自体は平成28年度に比べると少

ないですが、総残高がそれ以上に減少しているからであると。一番下の２つ、新基準に基づくリスク

債権管理額と新基準に基づく比率、そして、総貸出残高のところを見ていただければと思います。お

っしゃられるように比率自体はリスク債権額、それから、総残高に左右されているというところでご

ざいます。

○岩渕臨時委員 ありがとうございます。

○金子部会長 ほかに質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、これをもって北方領土問題対策協会に係る質疑を終了いたします。ご説明いただいた北

方領土問題対策協会には、ありがとうございました。ご苦労さまでした。

それでは、ここで一旦休憩に入りたいと思います。どうでしょうか、三上さん、15分ぐらいとりま

すか。

ただいま14時５分くらいかと思いますので、14時20分に再開したいと思います。よろしくお願いい

たします。

午後２時０５分 休憩

午後２時２０分 再開

○金子部会長 それでは、議事を再開したいと思います。

議題４の水産研究・教育機構の平成30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。

○宮原理事長 水産研究・教育機構の宮原でございます。

今日は平成30年度の我々の事業成果を見ていただくということで、お集まりいただきまして、あり

がとうございます。１年でいろいろな成果が出てまいりました。これから長い説明になるかと思いま

すが、どうかよろしくお願いいたします。
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○田中理事 失礼いたします。水産研究・教育機構で研究開発と評価の担当理事をしております田中

と申します。

私から資料４－１の説明スライドに沿って、画面に投影をしながらご説明をさせていただきます。

自己評価の書類そのものについては資料４－２になりますので、よろしくお願いします。失礼いたし

まして、座って説明させていただきます。

本日の報告内容については、このようになります。まず３－２の研究開発業務の重点研究課題１、

重点研究課題２、重点研究課題３、そして、３－３の人材育成業務をご説明させていただいた後、３

－２、３－３全体の業務成果の 大化に向けた取り組みの強化に係るものということで、３－１につ

いて説明をさせていただきたいと思います。その後、４、５、６、決算事項、総合評価という順でご

説明をさせていただきます。ここからはそれぞれの担当の理事がご説明いたします。よろしくお願い

いたします。

重点研究課題１につきましては、私からご説明をさせていただきます。

重点研究課題１、水産資源の持続的な利用のための研究開発については、大きく資源の関係と海洋

の関係に分かれます。資源分野におきましては、漁業資源の適切な管理のための研究開発として資源

評価と管理手法の高度化に向けた研究開発に取り組んでおります。２つ目の海洋の分野に関しまして

は、気候変動を考慮した漁場や資源変動に関する漁業情報を提供するための研究開発として、地球規

模での気候変動や海洋の環境変化に伴う資源の分布や移動経路あるいは資源量の変動を明らかにする

研究開発にそれぞれ取り組んでおります。

少し字が細かくなって恐縮ですが、１番目の１の（１）の資源につきまして、30年度の主な計画と

業務実績を挙げさせていただいております。なお、この中で実績１、実績２、実績３と緑で書いてあ

るところにつきましては別のスライドで詳細に紹介をさせていただきたいと思います。それ以外の成

果といたしまして、資源分野におきましては、まず資源評価については計画に従いまして国内外の約

100種150系群以上の資源について前年度の資源評価や国際的な議論に十分に配慮しながら評価手法を

改善するとともに、資源評価を継続して、結果を公表しているところです。

２番目の東日本大震災の関係についてですが、震災の影響によるマダラ等の主要漁獲対象魚種の現

存量の増加が生態系の鍵となる種に変化を与えることを明らかにしているところです。また、資源管

理の分析の関係につきましては、ふぐはえ縄漁業について総合所得を 大化する分析を行った結果、

漁獲の時期をシフトさせることで所得が11％増加するということを示しました。さらに、計画にはな

い実績といたしまして、サワラについても資源造成手法について検討し、資源管理の実施による資源

増大効果を試算して、その効果を示しました。

２番目の海洋の分野についてです。計画に従いまして、モニタリングを継続して、低次生態系の時

空間変動解析を行うことで、春に発生する大規模な珪藻の発生の形成メカニズムには、低塩分の親潮

の沿岸水が大きな役割を果たしていることを示しました。また、漁海況予報の関係については、太平

洋のスルメイカについて漁期中に長期及び中短期の予報を発信しました。黒潮の関係についてですが、
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黒潮の流軸の予測手法を改善することで、黒潮の大蛇行の継続時間に関する情報を漁業者の方にお知

らせできるようになりました。

主要な業務実績のご説明に移りたいと思います。

１つ目は新たな資源評価と評価対象魚種の拡大への対応についてです。冒頭、廣山研究指導課長の

挨拶の中でもございましたように、新しく成立しました改正漁業法の中で、水産政策の改革による新

たな資源評価を行う、また、資源管理を行うということが規定されております。これに的確に対応す

るために、平成30年度につきましては、評価手法の検討などの準備作業をいち早く進めております。

その結果としまして、さば類、スケトウダラ、ホッケについて新たな資源評価を今年度に入り実施し

まして、それぞれの目標管理基準値などを水産庁に提案し、その詳細な検討結果について今月の12日

に水産庁を通じて発表がなされたところです。これは30年度の計画には全く含まれていなかったもの

で、計画以上の顕著な実績であると考えております。

２つ目の業務実績は、これも資源管理の関係ですが、マサバ、ゴマサバの努力量管理とＴＡＣ管理

の効果の定量化です。ＴＡＣというのは漁獲可能量、どれだけの量まで獲っていいかということを示

すという意味でございます。これについては、新たな資源評価と管理の有効性を示して合意形成を進

めるのに不可欠な情報を提供するために、要は管理の効果についての定量化を実施いたしました。こ

れは太平洋で操業する北部太平洋のまき網漁業協同組合の方々が取り組まれている漁獲努力量管理の

効果を科学的に算定して、数量化したものです。黒い線は、努力量管理のもとでの操業の結果でして、

実際に網を入れた回数と漁獲された量を示しております。そして、制限をしなかった場合のシミュレ

ーション結果をその上に赤で載せてあります。この赤い線と黒の線とを比較しまして努力量管理のも

とでは約20％漁獲量が削減されていることが算出されました。同様に休漁の措置による努力量の管理

についても、シミュレーションの値と実際の値を比較した結果、約10％の漁獲量の削減の効果がある

ことが示されております。

このように努力量の管理によって漁獲量が抑えられて、結果としてＴＡＣ超過のリスクを軽減して

いることを定量的に証明できました。この実績については、新たに行われつつあります漁業管理にお

いて、その効果を把握する際に非常に重要な成果になると考えているところです。

３つ目の主要な業務実績についてでが、これは太平洋を越えて同期する魚種交替の生物学的メカニ

ズムです。

黒潮域と南太平洋のペルー沖を北上するフンボルト海流域で同じ時期に観測された魚種交替を比較

しまして、マイワシとカタクチイワシの魚種交替に係る太平洋規模での生物学的なメカニズムの解明

に取り組みました。これはペルーの海洋研究所との共同で研究を実施したものです。

フンボルト海流域では、カタクチイワシが低水温、マイワシが高水温で産卵するのに対し、ここに

は載せておりませんが、黒潮域ではカタクチイワシが高水温、マイワシが低水温で産卵するというこ

とで逆になっております。このようにマイワシ、カタクチイワシの産卵に対する適水温が逆であるこ

とで、両海域間で水温の高低の関係がもともと逆であるにもかかわらず魚種交替が同期することにな
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ると考えられました。

また、右の図のとおり、太平洋におけるマイワシ、この黒潮流域におけるマイワシでは、産卵親魚

量、親魚の量が増加しますと、１個体当たりの産卵量は減少していくということがわかりまして、親

魚の量による密度効果、要するに親魚が多いとかえって１尾当たりの産卵量が減るという密度効果が

存在するということが新たにわかりました。この成果も新たな資源管理の高度化あるいは将来予測に

必要かつ重要な鍵となる知見であり、重要と考えております。

その他の主要なアウトカムについてですが、１番目として資源評価の報告書を国に提出ということ

です。我が国の周辺海域の主要魚種である50魚種84系群の資源評価結果を水産庁に引き続き報告いた

しまして、水産庁におけるＴＡＣの設定など国の施策である資源管理に必要な科学的な根拠を提供し

ました。また、当機構のホームページでの公開や、水産資源を安心して利用するためのガイドとなり

ます、いわゆるＳＨ“Ｕ”Ｎプロジェクト による情報発信を通じて、広く一般に有用な情報を提供

しました。

また、国際的な対応についてです。これについては、国際漁業管理機関での議論に参加をしまして、

審議に不可欠な科学的根拠を提供するとともに、科学会議では議長も務めることをしまして、会議の

議論を主導いたしました。また、国際的な気候変動の影響評価に関するものについても、機構職員が

直接かかわるという形で貢献をしたところです。

漁海況予報の実施についてです。これについては、引き続き予報のためのモデルの高度化を進める

とともに、各種モニタリングの結果と組み合わせることで予報の高精度化を進めたところです。また、

関心の高い黒潮大蛇行に関する現況と動向につきましては、漁業者や地方自治体の皆様方に情報提供

を行うことを継続しているところです。

評価軸、評価指標への対応状況についてです。字が細かいですが、１つにまとめさせていただいて

おります。

評価軸の１番目、国の施策、社会ニーズとの適合については、繰り返しになりますが、国の改正漁

業法による新たな資源評価と評価対象魚種の拡大への対応準備は、国による新たな施策の改革の実施

に必要不可欠なもので、大きな貢献と言えると思います。また、カツオやスルメイカの中短期予報の

技術の開発については、社会のニーズに的確に対応したものと考えております。

評価軸の２番目についてです。実用化、研究進展への寄与についてですが、これは、先ほどご説明

しました魚種交替における生物学的なメカニズムの解明など、水産資源の研究分野の進展に秀でた成

果を創出しており、これによって評価手法の高度化と評価の信頼性の向上につながったと考えている

ところです。また、得られた成果につきましては、全国各地域の資源管理計画の立案等に不可欠な科

学情報として積極的に提供がなされました。

また、ご説明いたしましたトラフグ、さらに計画にはなかったサワラについても資源管理の効果を

明らかにしたという成果は、研究開発のロードマップの目標を超えた大きな進歩であると考えており

ます。
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評価軸の３番目、産業経済活動への貢献についてですが、これは資源評価の成果について引き続き

国民の皆様への情報提供を積極的に行うことで大きな貢献を果たしたところです。また、ＳＨ“Ｕ”

Ｎ プロジェクトや浜の道具箱といった我々が用意をしているさまざまな情報の発信については、地

域産業の活性化に直接貢献をしたところです。

このように重点研究課題１、資源・海洋の分野については国の施策に直結する極めて高い成果の創

出がなされ、将来的な成果の創出への期待等も認められて、想定を大きく超えて進捗したと考えまし

て、自己評価といたしましてはＡとさせていただいております。

以上が重点研究課題１です。

引き続きまして、２のほうに移ります。

○青野理事 研究開発担当理事、青野でございます。よろしくお願いします。

私から重点研究課題２の実績及び自己評価についてご説明いたします。

重点研究課題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ということで、

ここに示しております６つの柱を設けて研究開発を進めております。

以下、（１）から（６）の主要な研究計画と成果をご報告いたします。

まず、（１）沿岸域における漁場保全と水産資源の造成のための研究開発です。①としまして、二

枚貝類生息海域の研究におきましては、アマモ場機能の有効性を確認しました。②新たな種苗標識の

有効性におきましては、トラフグの有機酸標識の有効性を実証いたしました。③赤潮及び貝毒原因種

に関する研究におきましては、貝毒の拡大要因の解明、赤潮原因藻類の特性と活性酸素レベルの関係

の解明を行いました。

（２）内水面の漁業の振興とさけます資源の維持管理のための研究開発におきましては、①カワウ

の繁殖抑制におきましてドローンを利用した繁殖制御とマニュアルの作成を行いました。②サケの卵

稚仔魚期の成長に関する研究では、沿岸域での初期の成長速度が初期減耗に大きく関係していること

を見出すなどの成果を得ています。

（３）養殖業の発展のための研究開発におきまして、①ウナギに関する研究におきましては、新規

の飼餌料や水槽の効果を確認いたしました。②タイラギは後ほど詳しくご説明いたします。③ブリに

つきましては、寄生虫のハダムシ抵抗性家系とその養殖適正を明らかにし、④サケのレッドマウス病

では、菌株の性状や病原性に関する成果が得られております。

（４）漁船漁業の安全性確保と持続的な発展のための研究におきましては、②は後ほど説明いたし

ます。①の漁船の安全性確保技術と③まき網漁業等の選択漁法に関する研究におきましては、転覆警

報装置の高度化、小型魚混獲低減などの成果を得ております。

（５）漁業インフラ整備のための研究開発ですが、①海底設置型魚礁の安定性評価では、新たな流

体力の算定式により沈設魚礁の安定性の向上、②津波に対する防波堤の設計では、津波が防波堤を越

えた場合に働く力の把握など漁業インフラの整備に資する成果が得られております。

（６）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におきまして、①では
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新たな発色方式の麻痺性貝毒簡易分析キットを作製して試験販売を開始いたしました。②発酵食品、

魚醤などの生産とヒスタミンの関係につきまして、発酵スターター株を利用することによりヒスタミ

ンの蓄積を抑制することができるという可能性を示しております。③軟骨魚類の機能性成分等におき

ましては、アカエイ中の高度不飽和脂肪酸やコンドロイチン硫酸の分布や挙動、氷蔵貯蔵の品質保持

効果などについて成果を得ております。

では、続いて主要な研究成果を２つご紹介いたします。

１つ目はタイラギ人工受精法の開発でございます。タイラギは近年、資源量が激減し、 も漁獲量

が多かった有明海でもほとんど獲れなくなり、休漁を余儀なくされているなど深刻な事態となってい

ます。このため、人工種苗等を用いて資源や生産量を復活させる試みが進められております。タイラ

ギの種苗生産では、水温刺激で産卵を誘発して受精卵を得ていましたが、効果が不安定です。そこで、

確実な手法が求められました。しかしながら、他の貝類で産卵成熟誘起効果が見られるアンモニアや

セロトニンは効果がありませんでした。

今回、ビタミンＡの関連物質であるレチノイン酸を作用させると卵成熟、卵の成熟が誘起され受精

が可能になるということを発見しました。さらに、精子にもレチノイン酸を作用させると運動が非常

に活発になるということを発見いたしました。これらの卵と精子を用いてふ化幼生を安定して大量に

得る技術を開発いたしました。

2018年８月には、大分県農林水産研究指導センターの協力で、こうして得られた受精卵からふ化し

た幼生が着底稚貝まで生育することを確認しております。この手法によりまして種苗が確実に生産で

きるようになり、種苗生産のコスト削減と生産現場の負担軽減につながることが期待されます。また、

この技術はレチノイン酸による卵成熟誘起作用ということでございますが、軟体動物のみならず動物

界でもこういった作用があるというのは初めての発見であります。学術的な価値とともに、他の種類

の種苗生産への応用も期待されるところでございます。

２つ目の主要成果として、まき網漁船の安全性確保及び労働効率向上に関する研究をご説明いたし

ます。

まず、大中型まき網漁船は船齢が30年に近い船も多く、代船建造が検討されております。その際に

は船員の安全性確保と漁労作業の効率化、機械化が 重要課題となっています。そこで、機械化によ

る軽労・省人化、安全性と作業の効率化が両立した機器の船上配置を検討いたしました。

具体的には、船上作業を撮影いたしまして、作業内容と時間を数値化いたしました。これにより省

人化のボトルネックとなっている作業が明らかになりました。機器の配置や作業分担の変更による効

率化も検討し、遠隔操作の導入と作業分担の見直しによりまして、２名の省人化ができるということ

をお示ししました。さらに、船上の機器の配置ですが、作業動線の観点から効率化すれば、船上での

作業に係る移動距離が14％短縮できるということがわかりました。代船建造の際には、これらの成果

が活用されることが期待されます。

その他の主要なアウトカムでございますが、既に触れたところもございますが、１番として有機酸
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によるトラフグの標識技術、これは既に各地で実際に調査で使われています。麻痺性貝毒の簡易キッ

トが実用化され、漁業者の安定収入にも貢献しています。また、スライドではご説明いたしませんで

したけれども、疾病対策の技術も生産現場で活用されているなど多くの成果が現場に普及しておりま

す。４番、船体の安全性に関するデータ、漁港等施設の設計に関する成果におきましても、漁政施策

での活用・貢献が期待されるものとなっております。

後に評価軸、評価手法への対応の主なものを挙げました。

評価軸の１は産業経済活動への貢献でございます。タイラギの人工受精方法、ブリのハダムシ抵抗

性家系の作出、カワウの繁殖抑制です。それから、まき網漁船の安全性確保等、麻痺性貝毒の簡易検

出キット、漁港施設等の設計に関する成果など、産業・経済活動へ貢献する成果が多く得られており

ます。

評価軸の２、国際施策、社会ニーズの適合でございますが、ニホンウナギＣＩＴＥＳ関連の国際会

議に出席し科学的議論をリードしたこと、大型クラゲのモニタリングと出現予測、日中韓のワークシ

ョップを開催し協力体制を強化したこと、さけます類の個体群維持のためのふ化放流事業を着実に実

施したこと、ＩＭＯでの船舶の安全性データの活用、ＯＩＥリファレンスラボラトリー活動など機構

の成果と活動は国の施策や社会ニーズに十分適合し、貢献しているものと考えております。

評価軸の３、研究の実用化進展への寄与でございますが、１件の特許公開と４件の商標登録、論文

公表等により成果の実用化や学術上の進展に寄与するとともに、外部資金の獲得や国内外での共同研

究の実施などもこのように進めております。また、30年度ロードマップを目標どおり達成いたしてお

ります。

以上のように研究開発成果の 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、着実の業務運営がなされたということから自己評価をＢといたしました。

以上でございます。

○田中理事 引き続きまして、重点研究課題３についてご説明したいと思います。

重点研究課題３については、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です。い

わゆるモニタリング、海洋と生態系のモニタリングと、遺伝資源を含む水産生物の収集・保存・管理

という研究開発の共通基盤となるものと、新技術開発と呼べると思いますが、将来の水産業への応用

のための新しい基盤的な研究開発に取り組みました。

その１番目の海洋・生態系のモニタリングと、標本の収集管理などについてです。こちらも実績１

については後ほどご紹介させていただきます。モニタリングに関しては、従来からの日本周辺６本の

定線でのモニタリングや原発事故後の海洋生物の放射性物質のモニタリングを確実に継続実施いたし

ました。さらに、環境モニタリングへのゲノム情報の導入手法を決定いたしまして、測定のマニュア

ルを作成いたしました。また、海洋モニタリングの高度化のための新たな技術開発として、ネットワ

ーク型の魚群探知機の設計に着手しておりますし、また、水中を自走して水温、塩分などの情報を収

集する水中グライダーについて、運用システムの構築などを進めたところです。また、遺伝資源のジ
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ーンバンク事業を計画どおり実施するとともに、特に微細藻類株の凍結保存技術を開発したところで

す。

30年度の主な研究計画とそれに対応する主要な業務実績です。新技術開発の部分については、ゲノ

ム情報と生命現象を一体的に解析する、いわゆるオーミクス技術に関してデータベースの管理、利用

方針を作成しまして、試験運用を開始したところです。さらに、このオーミクス技術などを用いてウ

ナギやブリの育種や環境診断・修復に関する技術開発等を進めました。この中にありますウナギの関

係については、別途詳しくご紹介させていただきたいと思います。

また、気候変動の関係については、急潮をはじめとする気候変動への的確な適用について必要な研

究を継続したところです。また、養殖等あるいは種苗生産等の匠の技が廃れていく、なくなっていく

ということを防止するために、ワムシの培養やタイラギの飼育の仕方、珪藻の培養などについて当機

構の熟練者による作業を動画で記録してアーカイブ化することを引き続き進めております。また、漁

船のビッグデータの活用等につきましては、私どもの調査船を沿岸漁船に見立ててビッグデータの運

用実験を通年実施いたしまして、活用に必要な技術を整理あるいは解決したところです。さらにその

中の活用技術として、ウェザー・ルーティング、 適な航路、 短時間で行ける航路をシミュレーシ

ョンで求め、それが正しいことが実際に確かめられた、有用性が確認されたということも成果として

挙げさせていただいております。

主要な業務実績の１番目として、超高解像度内湾モデルの開発についてご説明します。この課題で

は、平成29年に伊万里湾で大きな有害赤潮の発生による漁業被害が生じておりますが、ここを対象と

した超高解像度の内湾モデルを開発して、その湾内の流動の把握や赤潮の拡散のシミュレーションを

実施して、その結果を踏まえてほかの課題にも応用可能なモデル開発基盤の確立を行いました。100

メートル以下の高分解能で解析ができるということで、湾の形がこのように非常に複雑な海域であっ

ても流れの場をコンピューターの上で再現することが可能となりました。

また、このモデルは当機構の海洋予測システムの高精度データを用いたことによりまして、この沖

合からの海洋現象が伊万里湾にどう波及するかを評価することが可能になりまして、特に赤潮の時の

劇的な環境の変動を把握できるようになりました。開発されたこの内湾モデルは赤潮対策事業に利用

されておりまして、これまで不明だった拡大機構の解明に貢献をしました。さらに、この手法自体は

他の海域での利用にもつながっていくことが期待されるところです。

主要な業務実績の２番目についてですが、ニホンウナギの仔魚期間は遺伝するというものです。ウ

ナギの人工種苗生産に当機構は取り組んでおりますが、その中で仔魚期間、レプトセファルスの期間

が長いことが量産の障害になっております。このため、ゲノム情報を用いた効率的な選抜育種を行っ

て仔魚期間を短縮して、養殖、種苗生産を促進することをこの業務の目的といたしました。

人工交配で得た仔魚についてＤＮＡマーカーを用いて親子鑑定を行ったところ、家系によって仔魚

期間の長さが異なっていました。仔魚期間が短い、すなわち変態が早い家系から変体の遅い家系、仔

魚期間の長い家系までこれだけの開きがありました。これら各個体の血縁情報等を用いまして遺伝率
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などを推定したところ、0.41、すなわち４割が親からの遺伝によって仔魚期間の長さが伝わっていく

ということがわかりました。これによって従来よりも短い飼育期間でシラスウナギに変態する品質を

選抜育種で作出することが可能と考えられることから、現在そのための育種を進めているところです。

その他の主要なアウトカムについてです。放射性物質に関する研究成果については、依然としてメ

ディアや水産庁ほかから問い合わせがあります。一般向けのパンフレットなど多くの著作物を通じて

成果を発信するなど適切に対処しているところです。また、水中グライダーなどを用いた沖合観測の

データの充実については、機構で行っております海洋の予測システムの精度向上に貢献をしているほ

か、得られたデータ自体も広く活用されております。また、ブリのドラフトゲノムの作成と遺伝子予

測を行いまして、これを論文やホームページで公表したところです。また、開発しましたリアルタイ

ムの急潮予測システムを用いまして、実際に富山周辺の急潮の発生機構を解明して、予報の精度向上

に寄与しているところです。

後に、この重点研究課題３の評価についてです。

評価軸の１、将来に向けたテーマ設定についてでは、記載のとおりチャレンジングな研究テーマを

推進しまして、産業の将来ニーズ等を反映した取り組みによって赤潮対策に有効な高解像度の内湾モ

デルの開発など、期待以上の成果を上げることができました。

評価軸の２の実用化・研究進展への寄与については、海洋のモニタリングを通じて得られた知見あ

るいは遺伝資源及び標本などの成果や技術は、機構の他、さまざまな大学や研究機関等の研究に活用

され、受け渡されているところです。

評価軸の３番目、国・地方の事業での有効活用については、これも記述のとおり地方公共団体等あ

るいは国の施策において有効活用されておりまして、特に地域の漁業に大きく貢献をしたところです。

以上のように研究開発成果の 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

ましたので、自己評価をＢとしたところです。

以上が重点研究課題３についてでございます。

引き続きまして、３－３、人材育成業務の方に移りたいと思います。

○中田理事 人材育成担当の中田です。人材育成についてご説明いたします。

まず、一番初めに人材育成業務の各評価項目、それから、それぞれのウェイトを示しております。

水産に関する学位及び技術の教育のウェイトが高くなっておりますが、このことが示しますとおり評

価の視点も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ところに置い

ております。

では、各項目ごとにご説明いたします。

まず項目１、教育機関との認定等の維持について。学位授与機構、それから、ＪＡＢＥＥにつきま

しては、再審査になるような変更もなく認定を維持しております。また、船舶職員養成施設としての

登録も維持しております。５年に１回審査を受けますけれども、学位授与機構については今年度、そ

れから、ＪＡＢＥＥについては来年度審査を受ける予定としております。
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項目２、水産に関する学理及び技術の教育について。まず、１年生から４年生に相当する本科につ

いてです。低学年からの動機づけ教育とリメディアル教育に力点を置くとともに、実学を重視して水

産現場や練習船での実習、これを適切に取り込むことによって水産分野を担う中核的人材の育成とい

うことを継続的に行っております。昨年度は、通常今まで３年生の夏休みにインターンシップを行っ

てきましたけれども、研究所を対象に２年時の春休みに参加できるインターンシップを新設いたしま

した。これは研究所の業務の季節性に配慮するとともに、学生たちに早い段階から将来を見据えると

いうことを目指してそのように設定しております。

なお、本科の学生数ですけれども、総定員740名で現員は848名となっております。

続きまして、専攻科ですが、実戦形式のオン・ザ・ジョブ・トレーニング等、上級海技資格を有す

る水産系海技士として活躍できる人材の育成を推進しておりまして、その結果、３級海技士免許取得

率は昨年度96％になりました。また、定量的指標として２級海技士免許筆記試験合格率80％以上とい

うのを設定しておりますけれども、昨年度は84.2％ということで目標値をクリアしております。

なお、１級海技士につきましても10名が合格いたしました。

続きまして、水産学研究科ですが、広い視野と高い専門性の醸成、それから、国際的な研究対応の

経験を得させたいと思っております。そのために学生のティーチング・アシスタントとしての活用で

あるとか学会あるいは上海海洋大学等との学術交流を通じまして、各種プレゼンテーションの経験を

させております。昨年度は学会で研究科生が３件実施をしております。

項目３、水産に関する学理及び技術の教育に係る研究です。大学校では教育対応研究というものに

力点を置いております。これは学科及び水産学研究科ごとに授業科目と対応する研究課題を設定し実

施して、その成果を教育に反映するということで行っております。今年度もほぼ全ての課題で成果を

授業に反映していることを確認しております。また、行政・産業・地域振興対応研究活動にも力点を

置いております。これにつきましては、行政・業界等が主催する委員会や会議へ積極的に参画すると

ともに、学内の横断プロジェクトとして、こういったこととかかわる課題を設定して、課題を募り、

毎年研究をするというようなことを行っております。さらに、地元の山口県と包括連携協定による事

業を行っておりますけれども、それに参画したり、山口連携室の共同研究課題に参画する、こういっ

たことを行うことによってこの研究活動の推進を行っております。これらの活動で得られた成果を３

つほど紹介したいと思います。

１つ目は、身欠きフグの魚種鑑別、それから、鮮度推定システムを開発したということでございま

す。フグは皮をはいで有毒部位を除去した、このような身欠きの状態で流通いたします。この身欠き

の状態での色彩の分布の特徴を捉えて、このようなもので捉えるわけですけれども、ＡＩもその一種

ですけれども、ソフトコンピューティング技術を使って魚種鑑別と鮮度推定を行うシステムを開発い

たしました。身欠きの流通における品質管理と熟練技術の維持・継承に貢献したいと考えております。

２つ目が東日本大震災からの水産加工業の復興支援ということで、先端加工技術を福島県の水産加

工業に導入して低未利用資源などを有効活用した食品製造開発を目指しております。実際には、この
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低未利用資源を材料として３Ｄフードプリント技術を用いた新規魚肉練り製品を製造する技術を開発

いたしました。この技術の鍵となっているのはこれなんですけれども、野菜の粉末を彩色に用いる、

添加するということをしております。これを行うことによって原料が凝固するのを遅らせる効果があ

ることを発見し、活用したことがこの開発の鍵になっているということでございます。福島県の水産

加工業者に技術を紹介することで、地域の復興を支援したいと考えているところです。

３つ目が漁獲データベースの構築と見える化です。これにつきましては、下関に基地がある以東底

曳網の漁業者の参画を得て、従来紙ベースでいろんなデータのやりとりをしいたわけですけれども、

漁獲データを自動化して取り込み、それを見える化して漁業者に環境データと合わせてフィードバッ

クする仕組みというのを作ております。経験主体の漁業からデータを応用する漁業への脱皮に貢献し

たいと思っているところです。得られた成果はいずれもこのような形です。これは一つの例ですけれ

ども、適切な事業の中に反映するということを行っております。

項目４、就職対策の充実です。このような形で教職員を挙げた就職促進のための取り組みを行い、

昨年度は就職率が98.3％となりました。また、定量的指標として水産関連分野就職率75％以上という

のを設定しておりますけれども、昨年度は85.5％で目標をクリアしております。

項目５、学生生活支援等です。学生のインセンティブ向上のために、学業成績優秀者や顕著な活動

を行った部活動等の表彰をしております。昨年は吉見ガールズコレクションという女子学生によるサ

ークルを表彰いたしました。この吉見ガールズコレクションというのは、大学校がある地元の吉見が

大好きで、何とかこの吉見の地域貢献をしたいということで、吉見地区のまちづくり協議会に参画し

て、いろいろなイベント活動を行っております。吉見以外の下関市内のそういった各種地域おこしイ

ベントを行うことによって地域振興を図ってきたということで、大学校としても表彰いたしました。

これ以外にも部活、課外活動等の支援、就学支援等の学習生活支援を行っております。

この就学支援ですけれども、医務室、学生相談室からなる就学支援室というのが中心になって関係

する部署で情報共有をして、学生の生活相談、メンタルヘルスケアなどさまざまな就学支援を実施し

ております。昨年度は学生相談室並びに医務室の利用は、それぞれ延べ289件、1,622件となっており、

学生に安心感を与える役割を果たしております。さまざまな教職員がこういったことに携わることで、

昨年度も外部講師による障害学生就学支援研修会を開催いたしました。

なお、入り口付近に新しく学生サポート棟というのができました。ここにこの就学支援室が入って

いるわけですけれども、さらにきめ細やかな対応をしていきたいと考えております。

項目６、自己収入の拡大と教育内容の高度化及び学生確保の強化について。まず、自己収入の拡大

については、科研費等外部資金取得のための研修会を行うなどして、この推進を図っております。ま

た、人材育成に係る業界からの意見につきましても、さまざまな機会を捉えて聴取しており、その結

果を教育の向上に生かしていくというようなことを行っております。さらに、学習内容の充実ですけ

れども、一昨年教育体制のあり方に関する検討会というのを立ち上げました。その中で出てきた結果

として、広く水産について学べるような学年共通の授業を増やしていくのがいいのではないか、そう
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いうことが検討されまして、その結果を踏まえてカリキュラムの見直しを行いました。来年度の学生

から対象とする予定です。

また、教職員による高校訪問等学生確保の取り組みをいたしまして、全国47都道府県から広く学生

を確保するとともに、例年ずっと５倍前後、入試倍率というのを維持しているわけですけれども、4.

8倍、大体同程度を維持できました。

このように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ることから、自己評価をＢとい

たしました。

○青野理事 それでは、続きまして、３－２と３－３も受けまして３－１の研究開発成果の 大化等

に向けた取り組みの強化について説明いたします。

ここの中項目は９つの小項目で構成されております。以下それぞれについて説明いたします。

まず１番目、国の重要施策への科学的知見の提供として、ここでは２つ挙げております。まず１つ、

従来どおり資源評価を行うとともに漁業法改正に基づいて開始される新たな資源評価に対応して評価

プロセスやＡＢＣ算定規則の見直し、アメリカにおける実施状況の調査を行い、水産施策の発展に貢

献いたしました。

２つ目として、ワシントン条約ＣＩＴＥＳ関連への対応です。ニホンウナギがこの付属書への掲載

提案がなされるという可能性があったことを受けまして、水産庁から関係国際会議への機構の研究者

の参加を要請されました。そこで、４月にロンドン、７月にジュネーブ、９月に東京で開催された関

係会議に参加し、ニホンウナギの資源状況や保全施策、生態等に関する研究を報告いたしております。

２番目、イノベーションの推進でございます。主な成果として、実績として１つ目、今年３月１日

に海上技術安全研究所と包括連携を提携し、双方の技術を生かして課題を解決する枠組みを構築いた

しました。具体的には水素燃料電池や自律航行船の開発や船舶の安全性の向上などにおいて連携を計

画しております。

２つ目として、東京動物園協会と包括連携協定を結びました。具体的には、葛西臨海水族園との共

同研究を検討しております。その他の活動も含め、国内の他独法、大学、民間等との共同研究も146

件、数値目標110件以上を実施し、将来のイノベーションを生む基盤形成を大きく推進いたしました。

３番目、地域水産業研究のハブ機能の強化については、全国、また、各ブロックの水産業関係研究

開発推進会議などにおきまして、意見交換、ニーズの収集を行いました。資源評価会議を開催し、都

道府県等と連携して重要魚種の資源評価を実施いたしました。クロマグロにおきましては、全国クロ

マグロ養殖連絡協議会の活動を通してトレーサビリティー実証試験を行いました。地域ブランドの振

興、推進では、各シーフードショーにおいて新たなノリの加工品や国産米を飼料として与えたギンザ

ケなどを紹介して、地域ブランドの振興と研究開発成果の積極的な紹介に努めました。

東日本大震災の復興支援につきましては、福島県において実証試験を開始し、本格的な操業再開に

向けた支援、先端的な加工・流通に係る技術開発に取り組みました。また、岩手県や宮城県におきま

しては、前年度までの成果の社会実装に取り組み、成果の被災地への普及に努めてまいりました。
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国際問題への積極的な対応というところでございます。１つ目として北太平洋海洋科学機関ＰＩＣ

ＥＳでございます。ここに水産庁、外務省、横浜市等と共催で年次会合を開催し、議長４名、委員延

べ30名を務めております。また、その他の会議、委員会などでも職員が議長、委員を務め、国際機関

の運営に大きく貢献いたしました。昨年ＭＯＵを締結した米国海洋大気庁ＮＯＡＡとは、養殖分野で

の定期的な交流に加えて資源評価での意見交換を進めております。ＩＵＵ漁業対策に関する国際セミ

ナーを後援するとともに、米国のグローバルフィッシュウオッチ等とＩＵＵ漁業解明のための覚書を

締結しました。また、人工衛星によるＩＵＵ漁業活動の把握のための技術ワークショップも開催いた

しました。また、東南アジア漁業開発センターＳＥＡＦＤＥＣとのＭＯＵを更新いたしております。

このように国際共同研究を27件、目標が15件です。国際ワークショップを13件実施し、国際的に共通

する問題に対してイニシアチブをとって対応するということで、年度目標を大きく上回る実績を上げ

ております。

戦略的知財マネジメントにつきましては、平成30年度の知財管理、国内特許出願は10件などここに

示した件数を出願登録いたしました。また、権利の維持については、国内では審査請求９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をしない、放棄するなど適切な管理に努めました。

特許権等の実施許諾契約は新規許諾を２件含め、年度末時点で49件でございました。例として右に挙

げておりますのは、新規で権利化した特許の一つで動植物性燃料製造装置の主要部です。動植物から

油を造る装置ということで権利化したものの例としてお示しいたしました。

６番目、研究成果等の社会還元の強化、まず広報活動ですけれども、各種イベントに合わせて特設

ホームページサイトを開設いたしました。また、右の表に示しましたように広報誌、研究広報報告書

等を発行するとともに出張講座や講演会、一般公開等により小中高校生、一般市民等に対して機構の

業務、研究開発成果を積極的に紹介いたしました。その結果、全ての指標で目標値を上回ることがで

きました。このようにＩＣＴメディアを活用し、研究開発成果や人材育成業務の情報を積極的に発信

し、成果の 大化に努めております。

また、平成28年４月に北海道の千歳のさけます情報館を女子美術大学と協力してリニューアルオー

プンいたしました。リニューアル後の来場者数は29年、30年と増加しており、研究成果を広く一般に

公表できる場としてさらに期待されているところでございます。

同じく（６）の技術移転活動の推進におきまして、シーフードショー等に出展するとともに、これ

らの場で技術交流セミナーをそれぞれ開催して、水産振興に係るセミナー等を14件開催いたしました。

都道府県担当者等を対象とした魚病の診断や栽培漁業との技術研修に関する講習会を43件実施しまし

た。また、さまざまな講習会等に積極的に協力して講師などとして職員を延べ457名派遣しました。

さらに、人材育成を含め技術情報の移転等を図る目的から、国内外から研修生245名を受け入れてお

ります。

続いて、双方向コミュニケーションにおきましては、一般公開や研究成果発表会、フォーラム等の

イベント、全国海づくり大会等のイベントの際にパネルや研究対象生物の展示などを行いまして、私
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ども機構の業務内容や成果をわかりやすく説明するとともに、展示内容や機構の業務に関するアンケ

ートを行うということで、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、ブリやクロマ

グロ、陸上サーモン等の勉強会、研究会を開催して、養殖業者との意見交換の場を設け、双方向のコ

ミュニケーションを図るとともに、そこで得られた意見やアンケート結果をその後の勉強会の運営に

活用しております。

続いて、７番の研究開発業務と人材育成業務の相乗効果でございます。先ほどもありましたけれど

も、水産大学校３年生の必修科目であった水産特論において研究開発職員による講義を引き続き６名

行いました。水産研究・教育機構へのインターンシップの受け入れを促進し、４つの研究所で12名を

受け入れております。水産業を巡る課題とそれを解決するための研究現場の取り組み方、 新の技術

等について学生の認識を深めることができたと考えております。また、共用船天鷹丸において乗船実

習と資源海洋調査を兼ねて調査を行って、研究部門で実施する本格的な水産資源、海洋調査を学生が

体験しております。研究開発業務と人材育成業務の連携を強化するため、研究所と水産大学校が連携

した取り組みといたしまして水産大学校の中に設置した山口連携室を核として、山口県、下関市とと

もに研究課題を実施したほか、業界に役立つ研究情報を報告する勉強会などを開催しております。

また、機構内のプロジェクトや国の委託事業において連携し、得られた成果は教育に反映されてお

ります。練習船で収集した海洋観測データを漁海況予測や漁場形成予測に有効に活用しております。

これらの取り組みによりまして研究所、元の水研センターと水産大学校のシナジー効果が大いに発揮

されたと考えております。

８番目のＰＤＣＡサイクルの徹底につきましては、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て業務実績を自己点検するとともに、自己評価を実施しております。自己評価結

果や第一次評価の結果、外部有識者からのご意見を活用し、組織・業務運営の改革に取り組んだほか、

研究不正の再発防止に向けたコンプライアンス研修の強化を行うなど適切にＰＤＣＡサイクルを運用

いたしました。

９番、その他の行政対応、社会貢献につきましては、国などが主催する各種審議会を初めとして機

構職員の高度な専門的知識が要求される各種委員会の委員就任、出席依頼に積極的に対応いたしてお

ります。延べ508名の役職員を派遣しました。

以上ご説明しましたとおり、３－１におきましては研究開発成果の 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ました。さらに、将来的な成果創出の期待も大いに認められたという

ことから、優れた運営業務がなされたものと判断し、この項目の自己評価はＡといたしました。

以上でございます。

○田中理事 それでは、引き続きまして、業務運営、財務内容の関係の第４、第５、第６についてご

説明をさせていただきます。

○堀井理事 ４につきましてご説明いたします。経営企画担当理事の堀井でございます。

業務運営の効率化と経費の削減ですけれども、まず一般管理費等の削減につきましては、中長期計
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画で定められております27年度予算額を基準として一般管理費３％、業務経費１％を削減し業務を行

っているところです。また、調達の合理化ですけれども、平成30年度の調達等合理化計画を策定しま

して、複数年契約の推進、また、他の法人との共同調達等を実施しまして１億2,700万円程度の節減

となっております。これらの契約につきましては、外部委員と監事で構成する契約等監視委員会にお

いて事後点検を行っているところです。

次に、組織業務の効率化についてですけれども、昨年の４月に研究体制のあり方に関する検討会の

提言がなされて、取りまとめられたというところを受けまして、これは現在進行形ですけれども、組

織業務の効率化、施設の合理化の検討を行っているところです。また、法人統合後、これは水産大学

校と水研センターの統合を指しておりますけれども、その後の人事管理や経理等の業務を本部に一元

化するというところを進めているところです。

次に、施設設備等の適正化と効率的な運用ですけれども、まず、国からいただきます施設整備費補

助金につきまして南勢庁舎の取水管ですとか、先ほど水産大学校から説明がありましたけれども、水

産大学校のサポート棟の整備等を行っているところです。また、運営費交付金による研究開発用の大

型機器類につきましては、２周波音響カメラ等を整備させていただきました。共同利用の促進ですけ

れども、オープンラボ等の外部利用につきましては施設において100件、機械において11件の外部利

用をしていただいております。

これら総合的に所期の目標を十分に達成したと判断し、自己評価をＢとしています。

○漆原理事 総務・財務担当の漆原でございます。

私からは第５の財務内容の改善に関する事項についてご説明をいたします。

まず、５－１、収支の均衡でございます。予算に基づき支出の執行管理を行った結果、収支の均衡

が図られたところです。

次に、５－２、業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守ということでございます。１ページ

前に出てまいりましたが、一般管理費等の削減目標、これを反映いたしました予算を策定いたしまし

た。また、事業のまとまり、セグメントごとに予算と実績を管理したところです。

次に、５－３、自己収入の確保でございます。受託研究、競争的資金等外部からの研究資金を積極

的に受け入れました。受け入れた外部資金は全部で291課題、金額で43億2,500万円となっております。

また、海洋水産資源開発事業の漁獲物につきましては、水揚げ候補地の市況を比較検証した上で水揚

げ地を決定するといったことを通じまして、自己収入の確保に努めたところです。外部資金以外の自

己収入、水産大学校の行料収入などを含めまして、総額で20億300万円となっています。

後に、５－４、保有資産の処分でございます。平成29年度に売却をいたしましたみずほ丸の売却

額108万円になりますけれども、平成30年５月30日に国庫納付をしたところです。また、保有資産に

つきましては、保有の必要性、毎年度点検をしております。昨年度末に閉庁いたしました中央水産研

究所の上田庁舎、不要財産として国庫に現物納付をする予定にしております。

以上のとおり、いずれの項目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
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れましたので、自己評価はＢ評価とさせていただいております。

以上でございます。

○堀井理事 それでは、その他の項目についてまとめてご説明いたします。

まず、ガバナンスの強化ですけれども、研究所等における内部統制システムの機能状況のモニタリ

ング、リスク管理活動等を実施しております。また、一昨年に発生しました研究活動における不正行

為を含めた研究不正を防止するために、全役職員を対象としたｅラーニング研修、また、全ての拠点

における講義型の研修会を実施して再発防止に努めているところです。

その他、人材の確保・育成、情報公開の推進、情報セキュリティ対策の強化、環境対策・安全管理

の推進、その他を含めまして所期の目的を達成していると判断し、自己評価をＢとしております。

○漆原理事 次に、平成30年度の決算概要についてご説明をいたします。

まず、貸借対照表でございます。

貸借対照表の左側、資産の部ですが、現金、預金等の流動資産67億6,700万円、土地、建物等の固

定資産485億4,700万円となっております。資産の合計、一番下ですけれども、553億1,400万円、前年

度と比較をいたしますと、29億7,800万円の減少となっております。主な要因ですけれども、建物等

の減価償却による有形固定資産の簿価の減少となっております。

続きまして、貸借対照表の右側、負債の部の合計87億7,700万円、前年度と大きく変わっておりま

せん。その下、純資産の合計465億3,700万円、前年度と比較をいたしますと、29億8,300万円の減少

となっております。

内訳でございますが、資本金につきましては国から現物出資を受けましたみずほ丸の処分、これが

完了したことに伴いまして、7,400万円減少をいたしまして、663億3,000万円となっています。

次に、資本剰余金は、建物等の減価償却に伴いまして29億2,300万円の減少で、▲202億4,000万円

となっております。この結果、利益剰余金でございますが、４億4,600万円、前年度と比較をいたし

ますと、1,400万円の増加となっております。

次が損益計算書でございます。まず、経常費用229億9,800万円、このうち研究開発等の業務費が20

6億4,500万円、一般管理費が23億5,200万円となっております。経常費用全体で対前年度比で11億6,1

00万円の増加となっております。主な要因ですが、用船費用、船舶燃料費等の増加になっております。

続きまして、経常収益でございます。230億4,000万円、前年度と比較をいたしますと、10億5,600

万円の増となっております。内訳ですが、運営費交付金収入が164億400万円、漁獲物の売却収入など

の事業収益、これが19億7,000万円、外部資金などの受託収入が31億9,000万円などとなっております。

経常収益から経常費用を差し引きました経常利益4,200万円となっております。これに臨時損失の2,

800万円、それから、固定資産の減価償却に充てるために前中長期目標期間から繰り越した積立金か

らの取り崩し額9,900万円を加えまして、損益計算書の一番下になりますけれども、当期総利益１億1,

300万円となります。

以上の財務諸表につきましては、当機構の会計監査人から決算内容は適正であるという旨の監査報
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告、６月13日にいただいております。

以上でございます。

○田中理事 それでは、 後に全体の自己評価についてご説明いたします。

ご説明しましたとおり、当機構の自己評価としましては、全部で16の評価項目がございますが、こ

のうち３－１について研究開発成果の 大化等に向けた取り組みの強化についてがＡ、そして、３－

２の（１）水産資源の持続的な利用のための研究開発がＡ、それ以外のものは全てＢとしております。

総合評価は中項目における全ての評価結果を点数化し、かつ項目ごとの重要性を勘案して水産庁で

設定をしましたウェイト、これに基づいて加重平均することによって点数を算出することとなってお

ります。

先ほど申し上げましたようにＡが２項目、それ以外がＢということです。計算をいたしますと、全

体の自己評価については、ウェイトを加味した加重平均の評点が2.31ということになりまして、2.5

未満1.5以上の範囲に該当しますので、評価ランクＢとなります。評定としてはＢとなりました。ま

た、全体としてこの評定を引き上げるまたは引き下げるという事象もなかったと判断をいたしまして、

総合評定をＢとさせていただきました。

長い説明になって甚だ恐縮でございますが、以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明について質問等をお願いいたします。

私から１つ、先ほどの 後の表で点数化していますけれども、重み付け、ウェイトをつけているん

ですけれども、そもそもＡ、Ｂが何点になっているんですか。

○田中理事 お答えをいたします。

Ｓが４点、Ａが３点、Ｂが２点、Ｃが１点、Ｄがゼロ点ということになります。

○金子部会長 わかりました。

ほかにご質問、いかがでしょうか。

どうぞ。

○辻専門委員 水産研究・教育機構の30年度の業務の評価についてではないのですけれども、ちょう

ど世の中の時代の変わり目といいますか、水産政策が見直されてこの漁業法はまさに今、平成から令

和になった時は、まさに慶応から明治になったようなもので、いわば慶応時代の業務評価を今我々が

やっているという感じなんですけれども、その中で評価については妥当だと思うんですけれども、１

つ、次の時代への業務の中で、資料の６の13、アウトカム等新たな資源管理に必要な準備作業を早く

進めることで、令和元年以後の実施に備えたとあります。まさにこれから漁業法が新しい資源管理、

ＭＳＹが資源のもとになるんですけれども、 近、このところ急激にBlimitですか、ＭＳＹの上から

要するに資源を 大限に活用することと、それを基本として 大限に利益、経済的効果を発揮すると

いうことが言われています。

これからステークホルダー会議だとか、アメリカで言うＲＣのようなことをやるんですけれども、
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その中で資源の評価については今まで研究体制があるんですけれども、全体的にいかに利益を上げる

かということの研究というか、社会科みたいに研究部門はあるんですけれども、どうも見ていると、

全体的、戦略的・戦術的な研究体制が全然できていない。例えば産地市場でのデータなんかもサービ

スセンターが変わりますし、それから、外の製品についてのビッグデータなんか全然持っていません

し、そういう意味でこれから以後についての備えとして、どうもその部分でこのところの業界の動き

を見ると欠落していることを私は非常に強く感じております。

今後の経済学的、総合的な戦略についての資源研究体制というのはどうなのかなということをお聞

きしたいと思います。

○田中理事 お答えしたいと思います。

２つございました。１つは資源の単に評価をするだけではなくて、そこにさらに経済的な利益の

大化というものも考慮していかなければいけないのではないかというお話でした。１つはそういった

ような効果がどのぐらいになるかということについて、既にもういくつか具体的な研究開発等も行っ

ておりますし、そしてあと、今年少し組織の見直しをいたしておりまして、資源研究センターという

組織を設けてありますが、その中に経済の部門を研究するグループも新たに設けて入れているところ

でございます。

そしてもう一つ、ビッグデータ、市場データなどについても効率的に収集をして対応していくべき

ではないかというお話についてでございますが、それについては、これも我々従来から取り組みは進

めておりましたけれども、これも同様に４月に新しい組織、漁業情報解析室という本部直轄の組織を

立ち上げまして、その中で効率的なデータの収集について進める体制を新たに設けたところでござい

ます。

○金子部会長 どうぞ。

○辻専門委員 ２つほどあったので、もう一度。

水大校の資料６の43、東日本大震災からの水産加工の復興を支援とあるんですけれども、福島県の

練り製品、かまぼこ屋さんはいわき市なんですけれども、非常に零細で、家内工業でリテーナかまぼ

こなんですね。私も若いときによく行ったんですけれども、大きいところもあるんですけれども、入

るとウナギの寝床みたいなところにどんとリテーナかまぼこの機械がありまして、奥に進むと土間が

出てきて、普通の家庭の家のこたつが出てきたり炊事場が出てきたり、その奥に住居が出てきたり、

そういうところなんですね。大きいところもあるんですけれども、この間の震災で建物が古いもので

すから、倒壊しているんですね。そこへ津波が来てなくなられて、もうほとんど一桁台で、そこに風

評被害で、一番大きいところも東京の築地にある支店を本社へ移して、それでやっているところです。

これを見ると、こういうハイテクなものがそういう方々に合っているのか、実際本当に被災された

かまぼこ屋さんを見てこういうものを提案されたのかということで、紹介したと書いてあるんですけ

れども、紹介された方は何とおっしゃったのか。ちょっと私が知っている被災地に行っているんです

けれども、水産加工の支援セミナーをやっているんですが、全然組合もありません。加工組合はあり
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ますけれども、声をかけても全然人は来ません。だから、非常にそういう意味で疲弊しているところ

で、このようなハイテクなことを提案されて、食品高分子科学が必要なのかどうなのか、ちょっと非

常にこれは疑問なので、検証されていただきたいと思います。

○中田理事 まず、低未利用資源というのを利用したいという１つの観点、それからあと、非常にハ

イテクだというお話でしたけれども、言われているレベルではないかもしれないけれども、３Ｄフー

ドプリンタは結構市販されてきたものを利用できないかというような新しいものというのも一つのて

こになるのではないかということで、福島の方々と一緒に考えながらこういう課題をつくってきたと

いう経緯がございます。これが現実に検証というのはこれからです、本当に。今ある疲弊した人たち

をそのまま同じ形というものにはならないかもしれないですけれども、何とか一つのてこになるよう

に、実証の部分まで含めてやっていきたいと思っているところです。

○辻専門委員 富山とか名古屋の結婚式に引き出物を出すところならわかるんですけれども、何しろ

福島県いわき市の蒲鉾は、リテーナ１本だけですので、もともと素地がないところにかなり強引なん

じゃないかなというような気がいたします。

○鷲尾理事 業態の規模あるいは能力というのはあるかと思いますけれども、単体での復興というの

は非常に難しいと思います。やっぱりそういう仲間が何名かそろって新しい形のものを提案していく

ということが次に必要になってくるのではないかと思います。ここで提案していますのは、今３Ｄプ

リンタ自身は随分小型化、それから、多様化してきておりますので、そういう工業的な道具を食品に

使うという発想は初めてなんですね。それによって新しい提案ができるのではないか。まさに飾りか

まぼこの職人的な部分を機械化できないかということの提案でもあります。

ですから、それこそこれを使って何ができるかということを一緒に進めていくことによって、そこ

のある素材が価値を持ってくるのではないかというふうなストーリーを考えております。

○辻専門委員 自己満足で終わるのではないですか。

○鷲尾理事 頑張ります。

○金子部会長 当然教育をやっているわけですから、復興支援というのは当然文字どおり復興支援な

んですけれども、復興支援と教育をカップリングしているというところに意味があるのかなと私自身

は思うんですけれども、いかがですか。

○鷲尾理事 今ご指摘いただいたような現地の人たちの実態と、それから、どういう形で展開すれば

事業が進められるのかということも研究対象になります。そういう意味で、この技術を移転するだけ

ではなくて、そこが水産として成り立つかどうかということは非常に大きな教育テーマになってくる

と思いますので、そういう意味でのチャレンジングな新基軸を持ち込んでということを考えていると

ころです。

○金子部会長 よろしいでしょうか。

ほかに。

どうぞ、高橋先生。
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○高橋専門委員 学生生活支援等のところでいくつかあるんですけれども、まず１つ、就学支援のと

ころ、資料６の47になります。ここにございます学生サポート棟みなと館というのは昨年度新たにで

きたわけですよね。学生相談等もあるわけですが、困った学生が入りやすいですとか、あるいは昨今

問題になっておりますＬＧＢＴ等を考慮した何か工夫はされているんでしょうか。これがまず１つで

す。

○中田理事 これは正門に入ってすぐのところにあって、比較的学生の目を経ないですっと入れるよ

うなところというのを意識して造っております。それから、中をお見せできないのが残念ですけれど

も、学生が心を開いて相談しやすいような雰囲気づくりというのも随分心を砕いてやっていて、効率

とか機能だけではなくて、メンタルの面も開けるような形のつくりを心がけて造っております。

○高橋専門委員 すっと入りやすいというのは、何かイメージはできました。もう一つのＬＧＢＴ関

係のこと、例えば更衣室ですとかお手洗いですとか、そういったことには何か工夫されているんでし

ょうか。

○鷲尾理事 とりあえず入りますと、保健室的な環境がございます。それと併設して相談室がありま

す。それと、さまざまなタイプのメンタルの問題がありますので、カウンセラーが来ていただくよう

な相談室もありますし、今ありましたようにトイレもそういう意味では性別を強調したという形では

なく、共用でできるような形にもしております。ですから、そういう点では、相談内容に応じた形で、

共通で一緒におれる場所もあるんですけれども、個別対応できるところと仕切られた形でやっており

ますので、ワンストップで一応どこでも対応できるという形にしております。

○高橋専門委員 真新しいものですし、ＬＧＢＴはもう全国的な問題ですから、何かそういったモデ

ルになるようなところで、いろんなところに周知できればいいなと感じています。

もう一つなんですが、学生生活支援の中で経済的理由のある学生の授業料免除制度ということなん

ですが、これは経済的理由といってもいろいろあると思うんですが、慢性的な学生に対してなのか、

要は経済的に苦しい、そういった学生が訴えてきたらば助けているのか、あるいは在学中に何か急性

的に家計が急変したですとか、そういった学生を対象にしているのか、どういった基準を設けられて

いるんでしょうか。

○鷲尾理事 基本的には入学時の学費支弁状況というのをヒアリングした上で、経済的理由による申

請、それと一方で学業が進んでいないと困りますので、それの合わせた評価の中で援助者を選出して

います。今おっしゃったように災害等があって家計が急変したときには、それは別途申請してその枠

に入れるような、優先順位が上がるような仕組みを入れております。

昨今言われております低所得者層への給付の話がありますけれども、本校はあれの対象にはなりま

せんので、給付の財源はありません。ただ、この授業料減免の枠の中で、現在おります学生の分から

見ますと、低所得者層と言われるいわゆる住民税非課税の世帯の対象者が約３割程度、減免者の中の

３割程度ですので、その中で対応、減免で対応していきたいというふうに考えておりますので、給付

はできないんですけれども、減免でカバーしていきたいと、そういう形です。
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○高橋専門委員 そうですか。そうすると、住民税非課税のご家庭の学生に関しては、大体は面倒は

見れるということですか。

○鷲尾理事 そうですね。やはり経済的困窮度が高いほうですので、優先度は高くなります。ただ、

要は留年とか学業が進んでいないとなると、優先順位が下がるということはありますので、進路選択

についてどうするのかということは相談する余地が出てくると思います。

ここでもめていますけれども、経済的条件はいいんですけれども、学業優秀者に対しても減免とい

うのをこれまで設けていたんですけれども、それも維持しつつ、どちらかといったら経済的な事情を

優先してという形に運用していきたいと思っております。

○高橋専門委員 ありがとうございました。

○金子部会長 大越委員、お願いします。

○大越委員 大変わかりやすい詳細なご説明、ご報告ありがとうございました。これには初参加とい

う立場での意見と、あと、ご質問をさせていただきたいと思います。

２の研究開発業務の特に（２）、そして、（３）にも関係すると思うんですけれども、当たり前な

んですけれども、海洋、海というのは水中、水の部分と底、海底の部分とで成り立っていて、水中、

水回りについてはいろいろ調べられていて、成果もいろいろ出てきていてわかったんですけれども、

底の部分、底生のほうについては薄かったように感じました。当たり前のことですけれども、海底に

は直接水産資源が生息しているだけではなくて、やはり海底環境が安定、健全でないと海洋生態系全

体の安定、持続というのは不可能でありますので、非常に大切な部分だと思っております。そこにつ

いてちょっとお聞きしたいと思います。

○田中理事 大越委員、コメントありがとうございます。

通常、定点調査の中でも採泥器などを使って泥の採取をしての調査等はかなり行われていると思い

ますので、もう少しそういうところについてもモニタリングの中で強調してご説明をした方が良かっ

たのかなと思っている次第でございます。

○青野理事 ベントスとか底質の研究がちょっと弱いのではないか、というご指摘と考えてよろしい

でしょうか。

○大越委員 弱いというか、今回少なくともご説明された中には割合としては非常に少なくて、具体

的に出てきたものとしては、話題提供のところでタイラギとか、あとはマガキとアマモとの関係とか

というのは出てきましたけれども。

○青野理事 決してそこの部分に手をつけていないというわけではなくて、今、田中理事より話があ

りましたように、調査の際には採泥器を用いて底質を調べ、また、ベントスを調べるということもや

っております。今回につきましては、特に底質なりベントスなりについて特筆すべき成果というのは

得られていないということで出てこなかったのかと思います。決して手を抜いているというわけでは

ございません。

○大越委員 私もそうは思っていたんですけれども、確認させていただきました。やはりタイラギは
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皆さんご存じのようにものすごく激減していますし、あと、全国に棲んでいたアサリもとにかく数が

減る一方で全然復活しませんということで、やはり特に埋在性の中に入っているものについては大き

ないろんなイシューを抱えていて、それにちょっと力を入れると、今特にもう一つ生物多様性とかい

ろいろキーワードとして出ていますけれども、そういうイシューにも関係してきて、それらの解決に

もつながるかなというふうに私は認識しているので、そちらのほうもどうぞよろしくお願いいたしま

すということで終わりたいと思います。

○金子部会長 他にいかがでしょうか。

東海先生、どうぞ。

○東海専門委員 ご説明をありがとうございました。

いくつかあるんですけれども、３点あるんですけれども、１つ目がまず就学支援、先ほど高橋委員

からも質問がありましたけれども、障害学生に対しての就学支援ということで、 近では障害という

ものも聴覚なり視覚だけではなくて、発達障害とかそういったものへの対応が今、教育界のほうに求

められておりますけれども、そのあたりへの対応はどのようになっているかということでお尋ねした

い。

それから２つ目ですけれども、ガバナンスの強化のところで、研究不正防止ということでｅラーニ

ングを全職員に課されているということでしたけれども、このｅラーニングに関しての理解度なり修

了率等に関しては数値化されているのかどうかですね。それからもう一点は、同じところで情報セキ

ュリティ対策が非常に今問われておりまして、その体制として水産研究・教育機構全体になるとかな

り大きなものになると思うんですけれども、ＣＳＩＲＴとかそういったもののＣＩＯの設置、そうい

ったものに対しての体制の整備というのはどの程度行われているのかについて教えていただきたいと

思います。

○鷲尾理事 初に障害学生支援についてのご質問をいただきまして、ありがとうございます。

おっしゃるとおり物理的な障害支援というのは合理的な範囲で対応するということで、個別相談に

応じております。それと、おっしゃいましたメンタル面のさまざまなケースがありますけれども、そ

れらについても発生したケースについて精神科の先生、カウンセラーの方々と協力して、どういう対

処法があるのかということを確認しながら進めるとともに、ＰＴＳＤとかそういうものの研修会を共

通で順次やっております。山口大学の医学部の先生などに順次来ていただいて、どう対処したらいい

のか、どういう所見があるのかなどを教えてもらって対応しているところです。

総花的に全部というのは、どうしても医学部的なところがないとカバーできないところがあります

ので、そういう意味では山口県の諸大学と連携しながら対応しているところです。

○中田理事 あと、補足しますと、まず１年生で入ったときに全員看護師さんが面談して、ちょっと

チェックするようなところというのをデータとしてまず持っているということと、いろいろな問題が

出てくると、それぞれの方から情報がそこら辺に集約されて、対応をみんなで考えていくというふう

にしております。



- 31 -

○堀井理事 ｅラーニングについてお答えいたします。

ｅラーニングにつきましては、基本的に乗船調査等でどうしても不可能な者を除き、全ての者が受

講するということで、もし未受講者がいれば上職から受講を促すということで、ほぼ100％に近い受

講率となっています。それで、 後に受講した後にテストというのが設けられておりまして、10問だ

ったかと思いますが、そこで間違えると、間違えたところをもう一回正解しないと受講が終了しない

という仕掛けになっていますので、そういう意味で念を押したようなｅラーニングにしているという

ところです。

あと、情報セキュリティのポリシーに関しましては、今年になりまして国立研究開発法人等で非常

に厳しい制度が導入されるというところになりまして、当機構としましても新たにポリシーを修正し

て取り組み始めたというところなので、これから具体的になってくるというところでございます。

インシデント発生時の対応体制として整備しているＣＳＩＲＴにつきましては、このメンバーを各

種研修に参加させて機構としてのサイバー攻撃の組織的対応と初動体制の強化を図っているところで

ございます。あと、メールテスト等も実施しています。

○東海専門委員 ありがとうございます。

発達障害等は国立大学なんかの場合ですと、学生の側から申請があった場合にそれに対応して講義

なり授業の形式を変えていくとか、そういうことまで既に求められてやっておりますので、もしそう

いうことの機会があればお願いしたい。

○鷲尾理事 そういう意味で、乗船実習なんかが特徴的にありますけれども、それに適応できないと

いう者が生じた場合には別プログラムを用意するなど、その内実に対応するものを別のプログラムで

用意する等の対応も進めております。

○金子部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

他にご意見。

どうぞ、佐藤さん。

○佐藤臨時委員 佐藤でございます。

水産改革でいろいろと新しい資源管理の方法が出てきて、それを現場の漁師さん達に伝えていくの

がこれから科学者の大きな課題になっていくという話が他の委員会でも出ていますが、それをこれか

ら科学者の皆様が取り組んでいくことに今学んでいる学生さんたちが参加し、一緒になって学ぶよう

な仕組みがあると、科学的に出てきた新しい知見をどのように日本中で実現していくかということに

より良くつながっていくのではないかと思います。この研究開発業務と人材育成業務の相乗効果の発

揮というところで研究者の先生方と若い学生が接点を持っていますがさらに広げて、（難しいことか

もしれないんですが）、先生方が現場の漁師さんとどんなふうに対話しているかというところにも若

い学生さんたちが同席させてもらい、どうやって研究成果を現場の漁師さんたちに反映してもらえる

かというようなことも勉強できたら、日本のより良い漁業につながっていくのではないかなと思いま

して、そういう方向性は持てないかなというお尋ねを申し上げます。
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○鷲尾理事 ありがとうございます。

そういう意味で水産特論というものに、前期の間は水産庁の課長クラスの方々に担当していただい

ています。後期には研究所側から６名の方にやってもらっています。まさにこれはうちの授業を埋め

るためというよりも、研究成果を社会実装する一つの手段として若い世代の学生たちにプレゼンして

いただき、それを受けた学生が社会に出ていって実装されるということを想定して考えていますので、

今おっしゃったような、逆に言ったら研究者の言葉というのは現場にはなかなか通じにくいところが

ありますので、少なくともキーワードのわかっている学生にしゃべっていただくことによって、より

伝わりやすさということに理解していただける部分もふえるのではないかと考えています。

まさにそれを現場に持っていったときに、やっぱりどういう知識なり説明の仕方を持っていたら漁

師たちにわかってもらえるのかというのは、うちの学生達あるいは学生を指導する教員の仕事にもな

ってくるのではないかと思います。だから、研究所の方々もアウトカム、アウトリーチというのが今

厳しく言われていますから、それを意識した報告の形態になってきておりますけれども、まだまだギ

ャップがあるような感じはしておりますので、そういう意味での取り組みとして水産特論での交流と

いうのは非常に大きな意味を持ってくるのではないかと考えております。

○宮原理事長 大変いいご意見をありがとうございました。

実は昨年の12月に私が行って、水産改革の授業をいたしました。それで、それはスタートでござい

まして、卒業生が大変漁協系統に入ってくる人たちが多いので、継続的に改革の進展の状況ですとか、

そこで機構のやっていることばかりでなく、漁業者がどういう反応をしているかとか、そういったこ

とについてもできる限りご意見いただいたとおり反映できるようにしていきたいと思います。ありが

とうございました。

○佐藤臨時委員 他の大学ではなかなかやれないこともこちらの大学、研究機関だったらできるので

はないかと思います。そういう意味では道筋をつけられて、全国へ広げていく良い事例がおつくりで

きるんじゃないかなと大いに期待しております。どうぞお進めを頑張っていただけますようよろしく

お願いいたします。

○金子部会長 ありがとうございます。

他にいかがでしょうか。よろしいですか。

私から１点、一般の方から見ると、恐らくウナギあるいはマグロというのがどうなっているのかと

いうのは常々気になっているんじゃないかと思いまして、国民の代表といっては大げさですけれども、

一般の方の代表としてその辺、一言いただけないでしょうか。

○宮原理事長 ありがとうございます。

ウナギについては、実は午前中にうちでつくった人工種苗で育ったウナギを試食するという会をや

っていたんですけれども、すみません、こちらには試食がなくて申しわけないです。それで、今ウナ

ギについては大変精力的に一生懸命取り組んでいるんですけれども、大変難しい案件でございまして、

ご案内のとおり海に行ってからどういう経路で、どこで卵を産み、生まれた魚が何を食べてどうやっ
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て日本に帰って来るのかが非常に不明な魚なので、苦労しているという状況です。

今日も成果に出てまいりましたが、糸口はいくつかつかめてはおりますが、やっぱり量産して実際

に使っていただくようなコストダウンにつながるブレークスルーはまだまだという状態でございまし

て、今日も発破をかけられて、しっかりやれと言われているという状況です。

マグロについては、ご案内のとおり長崎に施設をつくり、陸の水槽の中で親から卵をとる過程はで

きつつありますけれども、片や業界の方が大変養殖業界は市況が悪くて、卵から育てていたら経営に

合わないみたいな状況になっているもので、実際にどう使うかというところではまだ協議会をやって

いますけれども、まだ先が見えない状態でございまして、その点についてはこれからの大変大きな検

討課題。それから、資源的には非常にいい状態になってきていますので、これを今、１年半ぐらいの

遅れで資源評価を出していますが、これをもっと迅速に出せるようにして国際管理の規制ができるだ

け早く緩和されるように繋げていくよう、資源のほうも頑張っていきたいと考え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。

ウナギにしろマグロにしろ、制度上１年である程度評価しなきゃいかんというところは承知してお

りますけれども、やはり長期的に１年でどうのこうのというよりは、長い年月をかけて着実に進歩す

るというほうが現実問題としては大事じゃないかなと思いますので、もちろん短期的なこともお考え

でしょうけれども、短期と長期をあわせて考えるということがやはり重要なのかなという感じがいた

します。

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

他にございませんようですので、これをもって水産研究・教育機構の平成30事業年度業務実績及び

自己評価結果の質疑を終了させていただきます。

事務局から関連して各委員への補足説明があるようです。よろしくお願いします。

○三上課長補佐 ありがとうございます。

本日、北方領土問題対策協会及び水産研究・教育機構の業務実績と自己評価結果の説明を行ってい

ただいたということでございますけれども、審議時間に限りもございましたし、追加の質問等が生じ

るのではないかと思っております。各委員の皆様には、後日、事務局担当から質問票の様式という形

でメール送信させていただきたいと思いますので、質問票に記入いただきまして、返信いただければ

と思っております。

その際にいただいた質問等につきましては、次回の水産部会までにお答えさせていただきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。

○金子部会長 質問をメールで受け付けるということでございますので、委員の先生方、よろしくお

願いいたします。

それでは、今後の水産部会のスケジュールについて事務局より説明をお願いします。
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○三上課長補佐 タブレットの資料ですと、５番、資料５をご覧いただきたいと思いますけれども、

本日の各法人からのご説明を踏まえまして、大臣評価案を７月の第１週に各委員の皆様の方へお送り

したいと考えております。各委員の皆様におかれましては、大臣評価案に対するご意見ということで、

７月12日までに水産庁の私ども事務局までメールにてご提出いただきますようお願いいたします。そ

の際の意見出し票の様式につきましても、メールで送らせていただきます。

次に、３番目に、次回の開催ですけれども、７月19日の金曜日、第13回となります水産部会ですけ

れども、13時30分から、２時間程度という形で予定をしております。その場で農林水産大臣の評価案

に対しまして、各委員の皆様から意見をいただきまして、取りまとめを予定したいと考えております。

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ご意見、ご質問ございませんか。

以上で本日の予定の議事は全て終了いたしましたが、他に何かございませんでしょうか。

特にないようでしたら、以上をもちまして第12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。各委員の皆様には、協力ありがとうございました。

どうもありがとうございました。

午後４時２３分 閉会


