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午後１時３０分 開会

○金子部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第13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。

○三上課長補佐 お世話になっております。水産庁研究指導課の三上でございます。本日もどうぞよ

ろしくお願いいたします。

失礼して、座らせていただきます。

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条では、会議を開く要件と

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が規定されており、本水産部会に

おいても準用することとなっております。本日の水産部会においては、委員２名、臨時委員３名の計

５名のうち３名ご出席をいただいており、過半数となっておりますので、本水産部会の成立要件を満

たしていることをご報告させていただきます。

○金子部会長 ありがとうございます。本日の会議は成立していることを確認いたしました。

次に、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○三上課長補佐 本日の資料のうち、議事、議題の内容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いたします。このため、本日

お配りしました紙面の資料といたしましては、表題を「第13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、同じく議事次第の１枚、同じく委員等名簿の１枚、出席者名簿の１枚、そ

れから座席表が２枚の合計６枚となっております。不足などございましたらお申しつけくださいます

ようにお願いいたします。

以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

なお、本日の議事につきましては、後日議事録案にまとめた後、その内容について各委員のご確認

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、ご了承をお願いいたします。

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30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。

○中田理事 「水産大学校卒業生の（旧）水研センターヘの就職をどのように考えているか。また実

績はあるか」ということについて質問いただきました。これにつきまして回答いたします。

水産大学校は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法第３条において「水産業を担う人材の育成
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を図る」とされているとともに、「水産政策の課題に応える教育研究」を行っています。また、人材

育成に関する評価の定量的手法として水産関連分野への就職率、内定者ベースですけれども、75％以

上ということを掲げており、（旧）水研センターへの就職も水産関係への就職の一つとして位置づけ

ております。機構としては、卒業生が希望されることは喜ばしいことであると考えているところです。

なお、採用に当たっては、もちろんのこと、公正・公平な審査に基づいて行っているところです。

また、直近の水産大学校卒業生の採用実績については、平成30年４月採用において船舶職（一）、

これについては３名、30年10月採用、船舶職（二）については１名、さらに12月採用の船舶職（一）

１名、それから平成31年４月採用の一般職１名、研究開発職１名、それから船舶職（一）が１名とな

っております。次の質問、学生相談室の相談人数については、資料１に記載のとおりとなっておりま

す。

以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの回答につきまして、各委員から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。よろしければ、議題（２）に進みます。

本日の審議事項、独法の業務実績に係る農林水産大臣の評価案について、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

庁事務局から説明をお願いいたします。

最初に、議題（２）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大臣評価（案）につ

いて説明をお願いいたします。

○髙瀨課長 ７月８日付で水産庁研究指導課長を拝命いたしました髙瀨でございます。よろしくお願

いいたします。

少し長くなりますので、座らせていただきます。

それでは、水産研究・教育機構の平成30事業年度業務実績に関する大臣評価案について説明をさせ

ていただきます。

タブレットの資料の２－１となります。水産研究・教育機構の平成30事業年度自己評価、大臣評価

（案）及び委員の意見の整理表をご覧ください。この資料は、資料２－２の大臣評価案記載内容のう

ち、主な評価軸、評価の視点、指標等、それから法人自己評価、大臣評価案及び委員等の意見を抜き

出して整理をしたものです。この資料で説明をさせていただきます。

項目ごとに大臣評価案から説明をさせていただきますが、項目数が多いため、時間の制約もありま

すので、主な業務実績のうち主要なもの及び評定について説明させていただきます。また、委員等の

意見につきましては、評価案は妥当とされた意見を除いてご紹介をいたします。

まずは資料２－１の５ページ、第３の１、研究開発成果の最大化等に向けた取組の強化の項目につ

いてご説明いたします。

30年度における主要な業務実績としましては、国の重要施策である水産資源の管理の基盤となる我
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が国沿岸資源50魚種84系群について、生物学的許容漁獲量、いわゆるＡＢＣ等の資源評価結果を的確

に水産庁に提供するとともに、資源評価会議を開催し、漁業者に資源評価結果を周知しており、国内

の資源管理に貢献をしております。

国際的な水産資源であるかつお・まぐろ類を中心に49種69系群の資源状態を的確に水産庁に提供す

るとともに、各海域の地域漁業管理委員会における科学的な議論に対応して国際的な資源管理に貢献

しています。

漁業法の改正により見込まれる新たな資源評価に対応するため、資源管理のための目標資源水準の

試算など新たな資源評価の準備などを行い、水産施策の展開に貢献をしております。

それから、東京動物園協会と包括連携協定を締結し、水産現場の課題解決に水圏生物の飼育技術を

生かす共同研究などを進める枠組みを構築しました。

それから、水産関係の研究開発推進会議などを通じまして、全国各地のニーズの収集等を行うとと

もに、それらの課題を解決するための効率的な研究の枠組みなどについて意見交換するなど、各地の

公立試験研究機関、大学、民間などとの連携強化を図ってきております。

また、「全国クロマグロ養殖連絡協議会」を通じた民間事業と連携した活動及び「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を行っております。

それから、国際機関等との連携・協力を強化して、ＩＵＵ漁業対策、まぐろ類資源管理などの国際

的に共通する問題にも積極的に対応しているところです。

このようなことから、大臣評価案につきましては、中長期目標に照らし、「研究開発成果の最大

化」に向けた取り組みが積極的に行われており、特に、水産基本計画に示された資源管理の充実に必

要な資源調査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、水産庁等に適

切に提供し水産施策に大きく貢献をしている。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

積極的に展開しており、中長期目標に照らし「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待などが認められることから、「Ａ」としております。

今後の課題としては、特になしとしております。

なお、各委員からのご意見として、「大臣評価『Ａ』は妥当」といったご意見のほかに、「達成目

標が数値で示されている項目については、全ての項目で達成率が100％を超えている。その他の項目

についても、前中期目標期間最終年度値等に基づく基準に対して堅調に推移している。『（１）国の

重要施策に対する科学的知見の的確な提供』において、モニタリング指標として記されている『広報

活動においてＩＣＴを積極的に活用しているか』については、主な業務実績に該当する記述が見当た

らない。しかし、『データベース、マニュアル等の公表件数』および『ホームページのアクセス件

数』を考慮すれば、一定の目標が達成されていると読み取れる。『（７）研究開発業務と人材育成業

務の相乗効果の発揮』において、学生に対して研究現場における専門知識等を提供したことは、水産

研究・教育機構の活動として意義がある」というご意見。
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また、「大臣評価『Ａ』は妥当。ただし、本年度における主な業務実績についての次の箇所につい

ては文の改善を求めたい」ということで、「（６）研究成果等の社会還元の強化、『イ．広報活動の推

進』の２段落目において、千歳の展示施設において、何が大幅に増加したのか分かるように記述を改

善されたい。３段落目において、『目標達成以上となっている』とあるが、『目標以上の達成となっ

ている』と記載すべきではないか？」、それから、「『ウ．双方向コミュニケーションの推進』の２段

落目において、『聴取した意見をその後の会の運営等に活用している』は、『聴取した意見をその後

の会の運営等に活用している』と記すべきではないか」との意見、ご指摘をいただいております。

次に、第３の２、研究開発業務の（２）水産資源の持続的な利用のための研究開発についてご説明

をいたします。資料としては９ページになります。これ、評価軸を３つ設けておりますので、それぞ

れの評価軸についてご説明をいたします。

評価軸の１として、研究や事業の成果等が国の施策や社会のニーズと適合しているかということで

ございますが、大臣評価案としては、我が国周辺資源の評価を行い公表しており、これらの結果は、

国内ＴＡＣ設定や資源管理指針の策定など、国の政策立案に貢献をしているということ。それから、

国際水産資源の資源評価を行い公表しており、これらの結果は、各地域漁業管理機関に報告され、科

学委員会等における議論の主導と国際資源管理に貢献をしているということ。それから、資源評価、

漁場形成・漁況予測などの情報収集や解析を継続し、関係機関や漁業者への情報提供を行って、社会

のニーズに適合しているといったようなことが評価をされるかと思います。

評価軸の２、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

のとなっているかということでございますが、水産政策の改革による新しい資源評価に向けて、新た

な生物学的許容漁獲量（ＡＢＣ）算定規則の策定などを行っており、資源管理の高度化に大きく貢献

をしているということ。それから、資源評価の内容は、水産行政や国際資源管理に関連するさまざま

な会合で活用され、資源評価手法の高度化への貢献度が高い学術論文も多く発表されているなど、資

源管理体制の推進と改善に大きく貢献をしております。

それから、評価軸３、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

という点でございますが、主要水産資源の漁海況予報について、漁業者による漁場選択、水産加工業

者による加工原料の確保等に活用をされているところでございます。

これらのことから、中長期目標に照らした「研究開発の最大化」に向けた取り組みが積極的に行わ

れており、水産施策にも大きく貢献をしているということで、評価は「Ａ」としております。

今後の課題については特になしとしております。

委員からのご意見ですけれども、まず「大臣評価『Ａ』となっており妥当と考える。一方、海底に

関連する種々の記述については計画や実績にはあるものの、評価の部分では少ない。もしくは読み取

れない」というご意見、それから、「ＴＡＣ設定に当たっての管理指針であるＡＢＣの設定をはじめ、

水産政策の改革と漁業法改正にあたっての資源評価手法の見直しと科学的な評価への移行期において、

これまで培ってきた水研・教育機構の我が国水産資源研究の実力が発揮されている。評価『Ａ』は妥
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当。ただし、地域漁業管理機関のうち中西部大西洋マグロ漁業委員会におけるメバチマグロ資源の科

学的評価では、正しい評価をリードできなかったことがあり、この点、若干の記載があってしかるべ

きではないだろうか」というご意見をいただいております。

次に、２の（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でございます。

これも評価軸を３つ設けております。

評価軸の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ということでございます。

これに関しましては、イワガキ、アサリの幼生拡散モデルを活用した増殖手法を開発したこと、そ

れから、アマモ場で飼育したカキ種苗の成長率がよく生残率も高いことを確認したことなど、経済活

動の活性化に寄与しており、水産物の安定供給に資する成果が得られております。また、サケについ

て沿岸域での初期の成長速度が初期減耗の回避に重要であることなど、沿岸域の漁場保全、資源造成

の高度化に寄与する成果も得られているところであります。また、カワウ対策として、ドローンの汎

用機を用いてのドライアイスをカワウの巣に投入する装置を開発するなど、内水面の漁場振興の高度

化に寄与する成果も得られております。

次に、評価軸の２でございますが、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

かという点であります。

この点、ニホンウナギにつきまして、ロンドン、ジュネーブで開かれたワークショップに専門家と

して参加し、これまで得られた資源や生態関係の知見について発表を行っております。また、さけ・

ます類について、水産庁が実施する協議会や国際会議に情報提供し、国の施策に貢献をしているとこ

ろであります。このように、研究や事業の成果等は国の方針や社会のニーズと適合していると評価さ

れます。

評価軸３ですけれども、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という点でございます。

これについては、魚病関係で１件の特許公開、スジアラでは４件の商標登録を行っており、研究の

実用化が期待をされているところです。

このように、中長期目標に照らして研究開発成果の最大化に向けた取り組みが積極的に行われてお

ります。各種の技術開発で多数の研究成果を創出し、それら成果の実用化への取り組みを強化してお

り、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ることから、評価は

「Ｂ」としております。

今後の課題については、特になしとしております。

これに関しての委員のご意見ですけれども、「評価『Ｂ』は妥当と考える。一方、評価の記述が、

他の項目名のものと異なり、全体として統一されていないように感じる。また、評価に記述されてい

る内容が計画・実績に沿っているのかどうか、わかりにくい部分がある」というご意見。

それから、「主な業務実績等によれば、年度計画に記されている研究開発業務のすべての項目が実
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施されていることから、自己評価及び大臣による評価の『Ｂ』は妥当といえる。一方で、主な業務実

績が自己評価に反映されていないことが散見される。例えば、『サンゴ礁と重要魚種に密接な関係を

持つ生物群集調査等を実施する』については、石西礁湖のサンゴ礁域で主要魚種の分布特性が調査さ

れ、一定の成果が得られているように読み取れる。しかし、この項目は自己評価に反映されていない。

同様の事例は、少なくとも『環境と水産資源の関係について、水温等の環境変化が、コンブ、イワガ

キ、アナゴの資源生態に及ぼす飼育実験による検証』および『藻場に対する植食動物の捕食圧評価』

についても言える。これらを加味すると、大臣による評価につながる自己評価が若干低めとなってい

ると思われる」というご意見。

それから、「主要魚種についての技術開発研究、漁具漁法開発及び病理学、代謝機能有害物質の研

究を通じて水産物の安定供給の確保に引き続き活動をしており、評価『Ｂ』は妥当。ただし、昨年に

おいて大きな問題となったカツオのアニサキス問題について対策の記述がなく、水産物の安定的供給

に即応したといえるのか。また、水産政策の改革により、今後、新規の大規模養殖事業が活発化する

予想だが、種苗や効率的生産の開発は主眼となっているが、『エサ』の技術開発が不足していない

か」というご意見をいただいております。

それから、２の（３）、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。これも３つ

の評価軸がございます。

まず評価軸１ですが、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

十分であるかという点ですが、この点につきましては、環境モニタリングの定線調査への新たな手法

として環境ゲノム手法の導入、オーミクス解析技術を導入した育種・環境診断等の開発、地球温暖化

や放射性物質の調査、ロボット技術等の利用による次世代水産業のための研究開発、再生可能エネル

ギーを活用した水素燃料電池漁船の開発など、チャレンジングな研究開発に取り組んでいるところで

す。

それから、評価軸２、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ということですが、国際的に学術的関心の高い気候変動や放射能の挙動に

ついて、科学的信頼度の高い成果を公表しており、また、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おります。

評価軸３ですが、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

るかという点ですが、放射能汚染に関する科学的な知見は、水産庁のホームページ等で国民向けに公

表されており、復興政策や風評被害対策に貢献をしているところです。また、小型船舶を活用した資

源調査を想定した魚探装置を開発しており、国や地方自治体の調査事業に将来活用されることが期待

をされております。このよう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、着実な業務運

営がなされていることから、評価「Ｂ」としております。

今後の課題については、特になしとしております。

これについての委員のご意見ですが、「評価対象となる指標が、今年度はいずれも昨年度および一
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昨年度に比べて遜色ないことから、主務大臣による評価『Ｂ』は妥当である。ただし、主な業績実績

等において曖昧な点が１つある。評価指標に『機構が実施する他の研究開発課題に受け渡した具体的

成果』が記載されている。これについては自己評価では48および50ページのアウトカムがそれに該当

すると思われるが、分かりづらい。対比をできる限り明瞭にして、高評価につなげることが望まし

い」というご意見をいただいております。

それから、３の人材育成業務についてご説明いたします。

評価の視点は、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ことで

あります。

本年度における主な業務実績として、教育機関としての認定の維持ということで、日本技術者教育

認定機構による教育課程の認定維持がされたということ、それから、国土交通大臣による船舶職員養

成施設認定の登録も維持をされております。

それから、水産に関する学理及び技術の教育につきましては、１年次の水産学概論において、機構

の役員等による講義を行うほか、水産物を取り扱う産地市場や水産物の加工場等水産関連施設の見学、

それから、魚市場での魚の調理実習など水産への動機づけ教育を行っているということ、それから、

自治体、漁業協同組合、水産関連企業などの幹部による特別講義などを実施し、最新の情勢や動向等

を学生に理解させる教育を行っております。平成30年度の専攻科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96％、２級海技士免許筆記試験合格率84.2％、１級海技士免許筆

記試験に10名が合格をしているということで、計画の２級海技士免許筆記試験合格率80％を上回って

おります。

それから、水産に関する学理及び技術の教授に係る研究でございますが、各学科の研究課題に応じ

て計60の諸課題に取り組んでいるところであります。それから、行政・産業・地域振興への貢献のた

めにさまざまな活動を行っているほか、地域振興対応研究として、学内横断プロジェクト３課題を実

施するなど、地域への貢献に取り組んでおります。

それから、就職対策の充実でありますが、就職率98.3％、このうち水産業及びその関連分野への就

職割合は全体で85.5％となっており、計画の75％を大きく上回っております。

それから、学生生活の支援ですが、経済状況及び学業成績を勘案した授業料免除制度を運用してい

るなど、学生生活への支援を講じているほか、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相談体制の学生への周知を図って、学生支援の充実を行っております。

それから、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は、平成31年度入試に

おける募集定員185名に対して倍率4.8倍となっており、学生確保のための取り組みが十分されている

と評価できます。

このようなことから、中長期目標における所期の目標を達成していると認められるので、評価

「Ｂ」としております。

今後の課題としては、特になしとしております。
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これに対するご意見ですが、まず「人材育成業務において工夫ある活動が多岐にわたることから、

学生が水産業の可能性を広く感じていることが読み取れた。高く評価したい。資格試験の合格率が高

く維持できていることは研究機関と教育機関が統合した良い効果が表れたと思われる。大臣評価

『Ｂ』となっているが、『Ａ』に近いものと評価したい」というご意見。それから、「水産業界への

就職割合の確保、海技士免許受験者の合格率いずれも高比率を確保、目標達成するとともに、適切な

人材育成、教育指導と、学生生活の支援に努め、所期の目標を達成したものと評価する」というご意

見をいただいております。

続きまして、資料２－１整理表の第18ページ、第４になりますけれども、業務運営の効率化と経費

の削減の項目以降、最終、23ページのその他までは、その業務実績としまして、評価について、いず

れも自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたとしております。

これは、さきの第12回審議会水産部会においてご説明したように、総務大臣による独立行政法人の

評価に関する指針の改訂を踏まえて、国立研究開発法人等の年度評価においては、法人による自己評

価と主務大臣評価のいずれもが「Ｂ」評定となる場合には、評定理由を「自己評価の『Ｂ』との評価

結果が妥当であると確認できた」との記載で足りることとし、簡素化を図ることができることとされ

たことを受けた記載となっております。

ただし、整理表第18ページの業務運営の効率化と経費の削減の大臣評価案には、平成27年５月総務

大臣決定の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」により、独立行政法人通則

法の規定に基づく年度評価の一環として実施することとされていることから、調達の合理化について

特記しているほか、第22ページの情報セキュリティ対策の強化について大臣評価案には、平成28年８

月、サイバーセキュリティ戦略本部決定の「政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指

針」により、独立行政法人の事業年度ごとの業務実績評価を行う際に、情報セキュリティ対策の実施

状況について評価を行うこととされていることから、係る事項について特記しております。

なお、それぞれの項目に今後の課題欄がありますが、第４の業務運営の効率化と経費の削減におい

てのみ、「平成30年４月に『機構の研究体制のあり方に関する検討会』で取りまとめられた研究開発

を効果的・効率的に実施するための組織体制の導入や施設の合理化等の提言を踏まえ、施設の合理化

や組織・業務の効率化を図るよう取り組む必要がある」としておりまして、その他の項目における今

後の課題欄は、いずれも「特になし」としております。

なお、各委員からお示しいただいた意見につきましては、第４の業務運営の効率化と経費の削減に

おいては、「大臣評価『Ｂ』は妥当だと思います」というご意見。「法人統合の難しさを克服し、組

織運営の効率化、経費の削減につなげていると評価できる。大臣評価『Ｂ』は妥当」。

それから、「一般管理費、業務経費の削減目標、施設・機械の外部利用増、アウトソーシングの活

用等着実に目標を達成し、業務の合理化・効率化に努力されている」のほかに、「大臣による評価の

『Ｂ』は概ね妥当といえる。ただし、業務実績の『（４）施設・設備等の適正化と効率的運用』にお

いて、『平成31年度船舶調査計画を作成するにあたり、効率的な運航を図るため、研究所から提出さ
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れた調査要望及び水産大学校の実習計画について精査・調整し、可能な限り共同調査を実施すること

とした』および『共用船として竣工した天鷹丸については、可能な限り人材育成と研究開発の両立が

図れるよう研究所担当者と水産大学校関係者において意見交換を行い、双方の業務に従事する運航計

画を策定した』の２項目の実施状況が不明である。どちらにも『可能な限り』との文言があるが、実

際にどれだけ実施されたか不明である。評価『Ｂ』は保留とし、これらについての状況を確認した後

に判断したい」とのご意見、ご指摘。

それから、第５の１、収支の均衡においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」のほかに、「予算の適正

な執行、0.2％以下という微小な利益率にてほぼ収支均衡を保っており、所期の目標を達成したもの

と評価する」とのご意見を、第５の２、業務の効率化を反映した予算の策定と遵守においては、「大

臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、「各事業区分、セグメント毎に予算計画に沿って管理、

執行されており、健全な財務内容を保持し、所期の目標を達成したものとする」とのご意見を、それ

から、第５の３、自己収入の確保においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」というご意見のほかに、

「十分に自己収入確保に努めていると評価でき、大臣評価『Ｂ』は妥当。この組織が持っている知的

財産は非常に大きいものと思われる。活かし方次第で今後は『Ａ』評価、『Ｓ』評価も十分に得られ

るものと思われる。自己収入アップが組織の目標になってしまっては困るが、報告資料から、研究機

関と教育機関の統合の良い例となる可能性は知財の活かし方にあるようにも思われた」というご意見。

また、「件数、金額とも前年を上回り、着実に目標を達成している」とのご意見。

第５の４、保有資産の処分においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、「必要案

件に関し、着実に手続き、措置を進めており、所期の目標を達成している」とのご意見。

第６の１、ガバナンスの強化においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」のご意見のほかに、「年度計

画に沿い、内部監査の一環として各事業所に対しモニタリングを行い、リスク管理のための活動に取

り組んだ。また、規定の見直しやハラスメント等に関する研修の実施、過去の不正事例を踏まえた対

策の取り組み等適切にコンプライアンスの推進に取り組んでいる」とのご意見。

第６の２、人材の確保・育成においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、「女性

の採用率が応募率よりも高いことは、応募者本人の能力によるところと思われるが、時代のニーズに

合った取り組みと評価できる」。また「新規採用、人材交流、職員研修、人事評価システムの適正な

運用等、計画に従って取り組み成果を上げている」とのご意見。

第６の３、情報公開の推進等においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、「研修

会を従来の１回から２回にふやしているのは、より丁寧な対応をしようとする表れと評価できる」。

また「規程等に従い、運営状況の公表、請求に応じた文書の開示等、適切に対応している」とのご意

見。

第６の４、情報セキュリティ対策の強化においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」のご意見のほかに、

「対応能力強化や研修の実施、新規規程の整備等、所期の計画に従い着実に取り組んでいる」とのご

意見。
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第６の５、環境対策・安全管理の推進においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、

「職場環境、安全対策、法規に基づく対応に加え、各種安全講習の実施や、防災訓練、毒物の管理体

制の是正等、怠りなく実施し、所期の目標を達成している」とのご意見。

第６の６、その他においては、「大臣評価『Ｂ』は妥当」とのご意見のほかに、「施設及び設備、

船舶設備、積立金の処分など、計画に従い適切に対処している」とのご意見をそれぞれいただいてお

ります。

以上が項目別の評定内容であります。これらをまとめますと、資料２－１の第２ページに戻ってい

ただきまして、全体の評定でありますが、項目別評定は２項目がＡ、14項目がＢであり、項目別のウ

エートを加味した加重平均はＢとなること、また、全体の評定を引き上げる、あるいは下げる事象も

なかったことから、総合評定はＢ評定としております。

以上でございます。

○金子部会長 ありがとうございました。

では、平成30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等については、ただいま髙瀨研究指導課長からご紹介のあっ

たとおりであります。大臣評価案に修正を求める等の意見が出された項目がありますので、審議をお

願いいたします。

最初に、資料２－１の第３の１、研究開発成果の最大化等に向けた取組の強化に関する事項につい

てです。ページでいいますと５ページからでしょうか。高橋専門委員から、次のような意見が出され

ております。「達成目標が数値で示されている項目については、全ての項目で達成率が100％を超え

ている。その他の項目についても、前中期目標期間最終年度値等にもとづく基準に対して堅調に推移

している。『（１）国の重要施策に対する科学的知見の的確な提供』において、モニタリング指標と

して記載されている『広報活動においてＩＣＴを積極的に活用しているか』については、主な業務実

績等に該当する記述が見当たらない。しかし、『データベース、マニュアル等の公表件数』および

『ホームページへのアクセス件数』を考慮すれば、一定の目標が達成されていると読み取れる。

『（７）研究開発業務と人材育成業務の相乗効果の発揮』において、学生に対して研究現場における

専門知識等を提供したことは、水産研究・教育機構の活動として意義がある」といった意見が出され

ております。高橋委員から補足的な説明はございますでしょうか。

○高橋専門委員 これを拝見していてわかりにくかった点をここに書かせていただいています。全体

も何度か読み直すと、このマニュアル等の公表件数及びホームページへのアクセス件数を考慮すれば

一定の目標が達成されていると読み取れるというふうに理解はしたんですが、果たしてこれで、私の

理解でよろしいのかどうかといったことになります。

○金子部会長 では、これらのことについて、事務局のほうから何かございますでしょうか。お願い

します。
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○髙瀨課長 お答えいたします。

委員のご理解のとおりだと考えております。ご参考までですけれども、この分厚いほうの資料２－

２のほうに細かく書いてあるわけなんですけれども、例えば（６）研究成果等の社会還元の強化とい

う欄に記述されていたり、また、この資料というわけではありませんが、ホームページへのアクセス

数、それからフェイスブックのフォロワー数などから見ても、そのとおりであるというふうに思って

おりまして、そのあたりのアクセス数、フォロワー数自体については、この資料２－２の中で触れて

おります。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明に対して意見等ございますでしょうか。

大臣評価案につきまして、特段の修正は要しない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。よろしければ、事務局案のとおりといたします。

ほかの項目におきましては、東海専門委員から意見をいただいております。「大臣評価『Ａ』は妥

当。ただし、本年度における主な業務実績についての次の箇所については、文の改善を求めたい。

（６）研究成果等の社会還元の強化『イ．広報活動の推進』の２段落目において、千歳の展示施設に

おいて、何が大幅に増加したのか分かるように記述を改善されたい」。これは大臣評価案の中にある

文言でしょうかね。ちょっと何か小さくて、よく読めないところもあるんですけれども、ちょっと先

に行きます。「３段落目において、『目標達成以上となっている』とあるが、『目標以上の達成となっ

ている』と記載すべきではないか？ 『ウ．双方向コミュニケーションの推進』の２段落目において、

『聴取した意見をその後の会の運営等に活用している』」─「に」が抜けているということですね

─「と記すべきではないか」というご意見であります。

東海委員、あいにく今日はご欠席ですので、ご本人から補足説明はいただけませんが、これらにつ

いて事務局、いかがでしょうか。

○髙瀨課長 お答えいたします。

全てご指摘のとおりでありまして、資料２－２の14ページにかかる部分であります。ご指摘のとお

りですので、記載を修正させていただきたいと思います。資料２の14ページの一番右の欄の一番上で

すね。「特に、千歳の」というところですけれども、そこに入場者数が大幅に増加したというふうに、

「入場者数が」という言葉を挿入させていただきたいと思います。

それから、同じく14ページの第３段落についてですけれども、目標達成以上となっておる一番下の

ライン、ポツ（・）でいうと上から２つ目のポツ（・）なんですけれども、そのポツ（・）の下から

２行目、「目標達成以上」というところ、「目標以上の達成となっている」というふうに修正をさせ

ていただきたいと思います。

それから、同じページでウ、双方向コミュニケーションの部分ですけれども、ここもご指摘のとお

り、「運営等に活用している」という修正をさせていただきます。

細かいミスがありまして申しわけありません。
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○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明に対して、意見等ございますでしょうか。基本的な、簡単なミスの修正かと思うん

ですけれども、特段の意見がございませんようでしたら、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。どうもありがとうございます。

次に、第３－２の（１）の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です。

大越委員から、「大臣評価は『Ａ』となっており妥当と考える。一方、海底に関する種々の記述に

ついては計画や実績にはあるものの、評価の部分では少ない、もしくは読み取れない」との意見をい

ただいております。大越委員、何か追加がありましたらお願いします。

○大越委員 若干ご説明させていただきたいというか、どういうニュアンスだったかということなん

ですけれども、中層とか深層とか海底とか、要するに深い暗いところのエリアの調査研究・開発とい

うのは、国際的に重点項目と認識していますけれども、その暗い部分のエリアの成果というのが特記

されて書かれているというわけではなく、つまりは、総合的に、ここに記述された中に、それらのこ

とが含まれているとは考えられるんですけれども、繰り返しますが、特記すべき事項はなかったとい

うふうに理解したということをここで確認したいという趣旨があります。

○金子部会長 ありがとうございます。

事務局、いかがでしょうか。

○髙瀨課長 これも委員のご指摘のとおりでありまして、全てのことをここに書けないということも

ありまして、書きぶりとしてはこのような記述にさせていただいております。

このお答えでよろしいですか。

○金子部会長 確認できましたか。

○大越委員 つまりは、特記はしないということでよろしいんですよね。確認しました。

○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、何かご意見ありましたらお願いします。

特にないようでしたら、事務局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。

ほかに、同じ項目において辻専門委員から、「ＴＡＣ設定にあたっての管理指針であるＡＢＣの設

定をはじめ、水産政策の改革と漁業法改正にあたっての資源評価手法の見直しと科学的な評価への移

行期において、これまで培ってきた水研・教育機構の我が国水産資源研究の実力が発揮されている。

評価『Ａ』は妥当。ただし、地域漁業管理機関（ＲＦＭＡ）のうち中西部大西洋マグロ漁業委員会に

おけるメバチマグロ資源の科学的評価では、正しい評価をリードできなかったことがあり、この点若

干の記載があってしかるべきではないだろうか」との意見をいただいております。辻委員、何かござ

いますか。

○辻専門委員 評価、実行評価ですね。努力されて頑張られたことは書いてあるんですけれども、努

力が足りなかったこと、振り返って、やっぱりちょうど今日、今の時間、新橋で大会議をやっていま
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すよね。そういうことで、１年振り返ると、やはりこの点が足りなかったんじゃないかと。そのこと

は自己評価ですので、自分が申告しないと大臣評価も出てこないしということで、だけれども、やっ

ぱり白書でも総なべて書く中で、トピックスがあるわけなんだよね。そのトピックスで、この部分で

は欠如しているんじゃないか。一言記述があってもしかるべきじゃないですかという指摘です。

○金子部会長 ありがとうございます。これは大臣評価案というよりも、法人自己評価に対する指摘

ということですか。

○辻専門委員 そうです。

○金子部会長 ちょっと微妙なところかと思うんですけれども、その辺を含めて事務局からお願いし

ます。

○髙瀨課長 この点について、これは国際交渉における科学委員会についてのことなんですけれども、

行政と研究の役割分担が難しいところでもありまして、最終的には委員会での対応ということになり

ますので、この場合で言えば水産庁が責任を持って最終的には対応すべき点であろうという整理をし

まして、研究機関としては、科学的な貢献をするという、そういう整理をすれば、そこの貢献という

のは研究機関としてはきちんとできていたのではないかというふうに考えておりまして、委員ご指摘

の、うまくリードすることができなかったのではないかという点については、研究機関というよりは

行政機関のほうの責任ということもあると思われますので、その役割分担で、ここにそのことについ

て触れるということは今回はしなかったということです。

○金子部会長 いかがでしょうか。

○辻専門委員 理事長のご意見を伺いたいですね。

○金子部会長 じゃ、理事長、お願いします。

○宮原理事長 この点については、構造的な問題がありまして、ＷＣＰＦＣという中西部太平洋マグ

ロ類漁業委員会の、これに出てきます熱帯マグロですね。メバチを含む熱帯マグロについては、ＳＰ

Ｃという特殊な機関がサイエンスプロバイダーという特別な立場をもって研究をしている。そこが出

してきたものに対して修正を加えることはほとんど不可能に近い。構造的な問題があるので、これを

科学者に責任を求めること自体無理があるというふうに私は見ます。今の行政のほうじゃないかとい

うことも、行政に言ってもちょっとかわいそうなのかなという気がします。

このＳＰＣという特別な南太平洋の太平洋共同体事務局の科学者の団体については、そこへ入れる

データのインプットですとか、協力、成長式の関係の問題でこれが出てきたんですね。そういった部

分について、スタートの段階のほうから修正をかける。会議での修正をかけるというのはちょっと無

理なので、そういう地道な仕事はしているということなので、そういうのを全部ここに書くわけにも

いかないのでこうなっていると、こういうことでございます。

○金子部会長 ありがとうございます。いろいろな複雑な事情があるようですけれども、辻委員、い

かがでしょうか。納得されたでしょうか。

○辻専門委員 一言何か欲しかったなとは思いますね。
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○金子部会長 ほかに何かご意見、この点についてございますか。

何か一言加えてほしいというお考えはお持ちのようですけれども、事務局案をこのままお認めする

ということでよろしいんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、次に、第３－２の（２）の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いてです。この項目については、３人の各委員から意見照会をいただいており

ます。

最初に大越委員からは、「大臣評価『Ｂ』は妥当と考える。一方、評価の記述が、他の項目名のも

のと異なり、全体として統一されていないように感じる。また、評価に記述されている内容が計画・

実績に沿っているのかどうか、わかりにくい部分がある」との意見をいただいております。大越委員、

お願いします。

○大越委員 ここの意図は、全体を見渡したときに、１、２、３とかあるわけですけれども、ここの

部分が全体的に見たときに、ほかのところが包括的に書かれているように感じるのに対して、やられ

た成果がたくさんおありで、それをこの紙面におさめなくちゃいけないというのは、いろいろなご苦

労がある中で、このような記述になったと思うんですけれども、より個々の事例を具体的に挙げて記

述されているので、ほかの項目とは違った印象がありましたということです。

○金子部会長 ありがとうございます。

事務局から何かございますか。

○髙瀨課長 ご指摘のとおりでありまして、この項目につきましては特に内容がたくさんありまして、

またボリュームもあるということで説明的な記述になっております。また、自己評価、大臣評価につ

いて複数の評価指標に対応した記載とする必要があるということで、紙面を見たときに計画や実績が

横並びでよく確認できるようにできていないという点については、ご指摘のとおりでありまして、ご

指摘を踏まえて今後検討していきたいというふうには考えております。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明に対して意見等ありましたらお願いいたします。

特段の修正を必要としない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。

次に、高橋専門委員からコメントをいただいています。「主な業務実績等によれば、年度計画に記

されている研究開発業務のすべての項目が実施されていることから、自己評価及び大臣による評価の

『Ｂ』は妥当といえる。一方で、主な業務実績が自己評価に反映されていないことが散見される。例

えば、『サンゴ礁と重要魚種に密接な関係を持つ生物群集調査等を実施する』については、石西礁湖

のサンゴ礁域で主要魚種の分布特性が調査され、一定の成果が得られているように読み取れる。しか

しこの項目は自己評価に反映されていない。同様の事例は、少なくとも『環境と水産資源の関係につ

いて、水温等の環境変化がコンブ、イワガキ、アナゴの資源生態に及ぼす飼育実験による検証』およ

び『藻場に対する植食動物の捕食圧評価』についても言える。これらを加味すると、大臣による評価
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につながる自己評価が若干低めとなっていると思われる」との意見。この「若干低め」というのは、

過小評価ということになりますかね。

○高橋専門委員 そうです。

○金子部会長 以上のような意見をいただいておりますが、高橋先生、補足をお願いします。

○高橋専門委員 ここのところはウエートが16％になっていますので、Ａに近いような評価になれば

いい、なってもよろしいのじゃないかなというふうに思いました。そうしますと全体が底上げもされ

て高評価につながるであろうと、そういった印象です。特に修正を求めるとか、そういったことでは

ございません。

○金子部会長 事務局から何かございますか。

○髙瀨課長 ありがとうございます。自己評価、なるべく簡潔に記載するということで、目標に対し

てどうだったのかということで、ある意味必要最低限のことを記述しているということだと思います。

ただ、網羅的に書いていないということをもって低い評価にならないようには気をつけているつもり

でもありまして、この点について今後一層注意深く評価するようにしていきたいと思っております。

○金子部会長 ただいまのご意見は、主な業務実績の自己評価への十分な反映を求めるものでしたの

で、大臣評価案については特段の修正を必要としないということでよろしいのではないかと思います

けれども、いかがでしょうか。

ありがとうございます。

次に、辻専門委員から、「主要魚種についての技術開発研究、漁具漁法開発及び病理学、代謝機能

有害物質の研究を通じて水産物の安定供給の確保に引き続き活動しており、評価『Ｂ』は妥当。ただ

し、昨年において大きな問題となったカツオのアニサキス問題について対策の記述がなく、水産物の

安定的供給に即応したといえるのか。また、水産政策の改革により、今後、新規の大規模養殖事業が

活発化する予想だが、種苗や効率的な生産の開発は主眼となっているが、『エサ』の技術開発が不足

していないか」との意見をいただいております。辻委員、補足をお願いします。

○辻専門委員 これも先ほどと一緒で、昨年度を振り返るとということで、アニサキス問題の影響で

冷凍カツオはまだ山になっていますので、そういうことで、貝毒の分析の新しい機械なんかも入れら

れてセミナーなんかも開かれていますけれども、去年、こういう業界で大変大きな問題だったことに

ついての記述がない。これは先ほどと一緒です。

それから、その後、餌の問題は、これは私の先々の希望ということでございますので、評価とは余

り関係ないですけれども、ちょっと研究としては足りないんじゃないのかということです。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございます。餌のことについてはコメントということでよろしいかと思い

ますけれども、事務局からございますか。

○髙瀨課長 ありがとうございます。

アニサキス、今ご指摘のとおり大きな問題になっているということは承知をしております。水研・
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教育機構でも研究に取り組んでいて、成果が出つつあるというふうに感じております。また、アニサ

キスについて、資料２－２の７ページの５行目に調査研究を実施した旨については簡単に記載はして

おります。この点についてもご指摘を踏まえて今後研究の動向などを注意深く見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。

特段の意見がございませんようでしたら、大臣評価案について事務局案どおりとさせていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

次に、第３の２の（３）、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に関する事

項でございます。

高橋専門委員から、「評価対象となる指標が、今年度はいずれも昨年度および一昨年度に比べて遜

色ないことから、主務大臣による評価『Ｂ』は妥当である。ただし、主な業績実績等において曖昧な

点が一つある。評価指標に『機構が実施する他の研究開発課題に受け渡した具体的な成果』が記載さ

れている。これについては、自己評価では48および50ページのアウトカムがそれに該当すると思われ

るが、分かり難い。対比をできる限り明瞭にして、高評価につなげることが望ましい」という意見を

いただいております。高橋委員、追加で何かございますか。

○高橋専門委員 特にはございませんが、実施したことはわかりやすく記述されるのが望ましいかな

と思いました。

以上です。

○金子部会長 ありがとうございます。

事務局からいかがでしょうか。

○髙瀨課長 評価というよりは、業務実績の記述の仕方についてでご指摘かと思います。この点につ

きまして、今後課題との対比を明瞭にして記述するということで検討していきたいと思います。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明に対してご意見等ございますでしょうか。

ご意見は、主な業務実績等に明確な記載を求めるものでしたが、大臣評価案については特段の修正

は要しないということでよろしいかと思います。いかがでしょうか。

ありがとうございます。それでは、事務局案どおりとさせていただきます。

次に、第３の３、人材育成業務に関する事項についてですが、大臣評価案に対し特段の修正意見や

疑義等はいただいておりませんので、次に進ませていただきます。

次は、第４の１、業務運営の効率化と経費の削減に関する事項です。

高橋専門委員から、「大臣による評価の『Ｂ』は概ね妥当といえる。ただし、業務実績の『（４）

施設・設備等の適正化と効率的運用』において、『平成31年度船舶調査計画を作成するにあたり、効

率的な運航を図るため、研究所から提出された調査要望及び水産大学校からの実習計画について精
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査・調整し、可能な限り共同調査を実施することとした』および『共用船として竣工した天鷹丸につ

いては、可能な限り人材育成と研究開発の両立が図れるよう研究所担当者と水産大学校関係者におい

て意見交換を行い、双方の業務に従事する運航計画を策定した』の２項目の実施状況が不明である」。

今の２点について実施状況が不明であるということです。「どちらにも『可能な限り』という文言が

あるが、実際にどれだけ実施されたか不明である。評価『Ｂ』は保留とし、これらについての状況を

確認した後に判断したい」という意見を高橋委員からいただいております。補足をお願いします。

○高橋専門委員 この評価Ｂにもいろいろ幅がございますでしょうから、特上、上、並、その中で、

この評価につながるところの実施状況、ここのところが果たして実施されたのか。実施したならば、

１件でも２件でも、どれだけの実績があるのか、そこを確認したいといったところでございます。文

言の修正とか、この評価案のＢの修正を求めるということでは特にはございません。ただ、ここのと

ころは実施状況を確認したいといったところです。

○金子部会長 実施状況を確認したいということですけれども、事務局からお願いします。

○髙瀨課長 今年度の評価におきましては、計画策定に係る実施状況ということかと思いますので、

計画策定に関してご説明をしますと、共同調査につきましては、平成31年度船舶調査計画を作成する

に当たりまして、乗組員の週休取得、ドックに必要な期間等を除いた年間の運航可能日数というもの

を念頭に、限られた日数の中で必要な調査を実施するために調査レベルについて精査・調整を行った

ところであります。実際の調査は今年度、31年度ということになりますので、今回の評価の対象では

ないということと理解をしております。

天鷹丸についてですが、同じく平成31年度計画策定に際しまして、学生を実際の調査航海に乗船を

させることにより実習効果を高めること、いわゆる人材育成の高度化、それから、学生を調査作業補

助に携わらせることにより、研究所の調査作業の効率化、研究開発の効率化を図ること、研究所の調

査航海日数を年間80日程度確保することを目標として、共用船である天鷹丸において共同調査を実施

する計画を策定したところであります。

以上が計画策定に係る実施状況ということです。

○金子部会長 ありがとうございます。

高橋委員は評価Ｂは保留ということでしたけれども、ただいまの説明でいかがでしょうか。

○高橋専門委員 前段のほうで、「平成31年度船舶調査結果を作成するにあたり、効率的な運航を図

るため、研究所から提出された調査要望及び水産大学校の実習計画について精査・調整し、可能な限

り共同研究を実施することとした」というのは、この共同研究というのは31年度に実施する項目とい

う理解でよろしいんですか。ということは、そのための計画を30年度には立案したと。

○髙瀨課長 そのとおりです。

○高橋専門委員 わかりました。

○金子部会長 ありがとうございます。

これにつきまして、ほかにご意見ございますでしょうか。かなり助言的なご意見となりますので、
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大臣評価案については特段の修正を要しないということでよろしいかと思いますけれども、いかがで

しょうか。

ありがとうございます。それでは、事務局案のとおりとさせていただきます。

次に移らせていただきます。次の項目以降、第５の財務内容の改善に関する事項並びに第６のその

他業務運営に関する重要事項までの全事項については、大臣評価案に対して特段の修正意見はいただ

いておりません。

最後に、全体を通して特段の意見、あるいはつけ加えたいこと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。

ありがとうございます。

ないようでしたら、ただいま本部会で審議した事項について変更を要するものについては、確認し

た内容に変更することとし、その他は大臣評価案のとおりとすることを確認します。

以上のことより、平成30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、各項目の評定については、本日の資料２－１、委員の意見の整理表により参考意見を付す

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。異議がないものとさせていただきます。

水産研究・教育機構に関する評価は以上となります。関係の皆様にはまことにありがとうございま

した。

では、次に予定される北方領土問題対策協会に関する評価の前に、一旦休憩を入れたいと思います。

約10分間の休憩で、50分をめどに再開したいと思います。今、２時40分ぐらいですので、２時50分か

ら再開させていただきます。よろしくお願いいたします。

午後２時４０分 休憩

午後２時５０分 再開

○金子部会長 さて、それでは、議事を再開したいと思います。

次の議題（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。

○清水課長 水産経営課長の清水でございます。本日はよろしくお願いいたします。

資料３－１をごらんいただきたいと思います。資料３－１ですね。北方領土問題対策協会の大臣評

価案についてでございます。

表紙をお開きいただきますと、大臣評価案の入った表がございます。

この協会、水産庁とのかかわりでいきますと、北方領土問題の関係で、北方領土に住まわれていた

元島民の方向けに漁業のための資金ですとか生活資金を融資するというものでございまして、元島民

の方も高齢化してきているという中で、いかに融資を円滑に推進していくかというのが課題になって

いるというふうに認識をしております。

大臣評価案の欄をごらんいただきたいんですけれども、「中期目標、中期計画、年度計画の目標、
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指標に対し、必要な水準に達していることが認められる」ということで、評価についてはＢというこ

とでさせていただいております。

以下、各項目ごとに評価の内容をご説明申し上げます。

まず、この融資制度についての相談件数の増加、あるいは周知の面でございますけれども、まず周

知については、ダイレクトメールによって幅広く周知を行っていただいております。そして、融資相

談会につきましても、合計12回開催しておりまして、新たに休日にも実施するといったことで利便性

を向上させていただいているところでございます。その結果、37件の相談の受け付けもあったという

ことでございます。そして、この年度計画の定量的な指標ということで、これについても上回る578

件という実績を上げておりまして、この周知の徹底が行われたというふうに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でございますけれども、この融資機関、これは主に漁協、

あるいは地銀等でございますけれども、この担当者会議等を実施するのに加えまして、こういった関

係金融機関を個別に直接訪問されたということであります。そして情報提供ですとか関係機関側の意

見聴取等、連絡調整を緊密に行っているということで、制度利用の活性化、円滑化に努めたものと認

められるということでございます。

続きまして、利用者ニーズの把握等でございます。

これについては、先ほどの各種説明会、相談会等で寄せられました意見、要望、これをもとに設定

当初の一定の任務を終えた更生資金の廃止、あるいは生活資金の貸し付け条件の拡大を行うなど、融

資メニューの見直しを実施しておりまして、この利用者ニーズに即した対応ということで認められる

というふうに考えております。

また、昨年７月には、この根拠法であります旧漁業権者法、これが議員立法によって改正をされて

おります。これによりまして、例えば融資対象に、元島民の生計を助けている方、これについて、こ

れまで１人しか指定できなかったのが複数人指定できるとか、あるいは、融資対象者を元島民の介護

をやっている方とか配偶者の方まで広げていくというような改正が行われております。こうした法改

正に当たりましても、この法律の趣旨を踏まえつつ、融資担当目線でこうした利用者の負担軽減等の

観点からいろいろ示唆を行っていただいたというふうに認められるところでございます。

次のページのほうにまいります。２ページ目ですね。

融資事業の適切な維持・継続ということでございます。これは融資でございますので、しっかり審

査をやって、案件の管理もしっかりしていくということでございますけれども、貸し出しの審査につ

きましては、資格者の高齢化等を勘案して、担当内で適切な審査が行われているということで、合議

による審査も行われているということでございます。そして、信用リスク管理債権の比率につきまし

ても、計画では2.44％以下ということで目標としておりましたけれども、実際には2.04％ということ

で、リスク管理債権比率も一定程度以下に目標以上抑えられているということで、一定の債権保全が

図られているというふうに認められるところでございます。
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以上のことから、今回、Ｂという評価にさせていただいております。

最後に指摘事項、あるいは課題及び改善方策ということでございますけれども、融資対象者への丁

寧な相談対応を含めまして、この制度の趣旨や対象者のニーズを踏まえた運営となるように引き続き

努めていただきたいということで、最後まとめているところでございます。

大臣評価案についてのご説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○金子部会長 ありがとうございました。

平成30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、辻委員から意見をいただいております。「相談

会での要望や新規ニーズでの見直しで、新規案件、新企画・提案はどんな内容があるのか、具体的な

事例があれば紹介をされたい」との質問ですが、辻委員、特段の説明ございますか。

○辻専門委員 いや、別にないです。専務がおいでになっているので、専務から事例を紹介していた

だければ。

○金子部会長 お願いいたします。

○古矢専務理事 それでは、ご紹介させていただきます。

具体的な検討に入っているものといたしましては、住宅資金に関連するものがございます。これま

では同協会では、住宅資金の資金等につきましては、住宅本体の工事費等に限定しておりましたが、

民間の金融機関の住宅ローンでは不動産仲介手数料や火災保険料、登記費用などの諸費用も対象にな

っておりますので、当協会といたしましても、これらの諸費用も対象にする方向で検討を行っており

ます。

そのほか、漁業に関する事業資金や商工資金につきましても、必要以上に資金使途が限定されてい

る部分も散見されますので、これらについても見直しを図っていく所存でございます。

○金子部会長 ありがとうございます。

ただいまの説明に何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

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

30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は、資料

３－１の委員の意見と整理表により参考意見を付す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。

以上をもって、本日予定された大臣評価案に対する審議は終了となります。

それでは、今回の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につきまして、部会長である私にご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、何かございますでしょうか。

特にございませんようでしたら、以上をもちまして第13回国立研究開発法人審議会水産部会を閉会
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といたします。

委員の皆様、並びに関係の皆様には、スムーズな議事進行にご協力くださりありがとうございまし

た。


